
サニックスワールドユース男子
回 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回
年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021

オーストラリア
キングススクール（1）

Champion
セントジョセフカレッジ（1）

ランドウィックボーイズハイスク
ール（1）

セントエドモンズカレッジ（1）
セントスタニスラウスカレッジ

（1）
サウスポートスクール（1）2nd マリストカレッジ（1）

ウエストフィールズスポーツハ
イスクール（1）Champion

セントエドマンズカレッジキャン
ベラ（1）

プレーリーウッドハイスクール
（1）

ヒルズスポーツハイスクール
（1）3rd

セントスタニスラウスカレッジ
（2）

セントジョセフナッジーカレッジ
（1）3rd

セントエドマンズカレッジキャン
ベラ（2）

ブリスベンボーイズカレッジ
（1）2nd

セントエドマンズカレッジキャン
ベラ（3）

セントオーガスティンズカレッ
ジ（1） 3rd

ウェーバリーカレッジ（1）

大韓民国 プチョンブク高等学校（1） ヤンジョン高等学校（1）
インチョン機械工業高等学校

（1）
チュンブク高等学校（1） ジンヘ高等学校（1） ソウルブク工業高等学校（1） ぺゼ高等学校（1） キョンサン高等学校（1） キョンサン高等学校（2） ペクシン高等学校（1） 韓国高校選抜 キョンサン高等学校（3）

インチョン機械工業高等学校
（2）

ペクシン高等学校（2） プチョンブク高等学校（2） ペクシン高等学校（3）
ソウル大学校師範大学付設

（1）
プチョンブク高等学校（3） ペクシン高等学校（4）

ニュージーランド アラヌイハイスクール（1）3rd
セントピーターズカレッジ（1）

2nd
ウェズリーカレッジ（1）

ロトルアボーイズハイスクール
（1）Champion

ロトルアボーイズハイスクール
（2）Champion

クライストチャーチボーイズハ
イスクール（1）Champion

クライストチャーチボーイズハ
イスクール（2）Champion

クライストチャーチボーイズハ
イスクール（3）3rd

ギズボーンボーイズハイスク
ール（1）3rd

デラセラカレッジ（1）
ハミルトンボーイズハイスクー

ル（2）Champion
ハミルトンボーイズハイスクー

ル（3）Champion
ケルストンボーイズハイスクー

ル（1） Champion
セントケンティガンカレッジ（1）

Champion
ハミルトンボーイズハイスクー

ル（4） Champion
スコッツカレッジ（1）3rd

ロトルアボーイズハイスクール
（3） 3rd

マウントアルバートグラマース
クール（1） 2nd

ヘイスティングスボーイズハイ
スクール（1）　2nd

セントピーターズカレッジ（2）

ハミルトンボーイズハイスクー
ル（1）

スコットランド ダラーアカデミー（1）3rd ダラーアカデミー（2） ダラーアカデミー（3）

南アフリカ
ポールルースハイスクール

（1）2nd
グレーカレッジセカンダリース

クール（1）Champion
ボーランドアグリカルチュラル

・カレッジ（1）Champion
セントアルバンスハイスクール

（1）3rd
エルメロハイスクール（1）3rd

ウォータークルーフハイスクー
ル（1）3rd

モニュメントハイスクール（1）
2nd

EGヤンセンハイスクール（1）
グレンウッドハイスクール（1）

Champion
グレンウッドハイスクール（2）

3rd
マレーファルジュンハイスクー

ル（1）
パールボーイズハイスクール

（1）3rd
モニュメントハイスクール（2）

ダニエルピナールテクニカル
ハイスクール（1）

パールボーイズハイスクール
（2） 2nd

ポールルースジムナジアム
（2）Champion

グレンウッドハイスクール（3）
Champion

フレイムズビーハイスクール
（1）

フレイムズビーハイスクール
（2）

ポールルースジムナジアム
（3）

中華人民共和国 上海体育学院（1）

フィジー
ラトゥ　カダブレブ　セカンダリ

ー（1）
ラトゥカダブレブセカンダリー

（2）3rd
クイーンヴィクトリアスクール

（1）
ラトゥカダブレブスクール（3） ラトゥカダブレブスクール（4）

クイーンヴィクトリアスクール
（2）

クイーンヴィクトリアスクール
（3）

ラトゥカダブレブスクール（5）
Champion

アイルランド セントマリーズカレッジ（1）3rd セントマリーズカレッジ（2）
ロイヤルベルファストアカデミ
カルインスティテューション（1）

クレセントカレッジ（1） ブラックロックカレッジ（1）
クリスチャンブラザーズカレッ

ジ（1）
セントマイケルズカレッジ（1）

イタリア
インスティテュートカステレル

（1）
インスティテュートカステレル

（2）

台湾 ジエングオハイスクール（1）
高雄縣立華徳工家高級職業

学校（1）
ジエングオハイスクール（2） ジエングオハイスクール（3） ジエングオハイスクール（4） ジエングオハイスクール（5）

フランス
ディルロハイスクールナルボン

ヌ（1）
ドゥボードルハイスクール（1）

リセベルビューハイスクール
（1）

タルブハイスクール（1） タルブハイスクール（2）2nd
ダックスランドハイスクール

（1）Champion
ダックスランドハイスクール（2） リセA.R.レサージ（1） リセルイドゥフォア（1） 3rd

リセボルデバッス（1）
Champion

トンガ トンガカレッジ（1）2nd トンガカレッジ（2） トンガハイスクール（1） トンガカレッジ（3）3rd

サモア セントジョセフスカレッジ（1） アベレカレッジ（1）

イングランド
アイヴィーブリッジコミュニティ

カレッジ（1）
アイヴィーブリッジコミュニティ

カレッジ（2）
セントベネディクツスクール（1）

アイヴィーブリッジコミュニティ
カレッジ（3）

トルロカレッジ（1）2nd
アイヴィーブリッジコミュニティ

カレッジ（4）2nd
トルロカレッジ（2）2nd ハートプリーカレッジ（1）2nd SGSフィルトンカレッジ（1） トルロカレッジ（3） トルロカレッジ（4） ヘンリーカレッジ（1） エクセターカレッジ（1） エクセターカレッジ（2）

ウェールズ カマーセンシャーカレッジ（1） カーディフ&ベールカレッジ（1）

カナダ
カーソングラハムセカンダリー

スクール（1）
シンクレアセカンダリースクー

ル（1）
カーソングラハムセカンダリー

スクール（2）
ショウニガンレイクハイスクー

ル（1）
アールマリオットセカンダリー

スクール（1）
ショウニガンレイクハイスクー

ル（2）
アールマリオットセカンダリー

スクール（2）

ウルグアイ ザブリティッシュスクールズ（1） ザブリティッシュスクールズ（2） ザブリティッシュスクールズ（3） ザブリティッシュスクールズ（4）

ロシア エニセイSTM（1） エニセイSTM（2） エニセイSTM（3） エニセイSTM（4） エニセイSTM（5） エニセイSTM（6）

北海道 札幌山の手（1）
青　森
岩　手 盛岡工業（1）
宮　城 仙台育英（1）2nd
秋　田 男鹿工業（1） 秋田工（1）
山　形
福　島
群　馬 東農大二（1） 東農大二（2）
栃　木 國學院栃木（1） 國學院栃木（2） 國學院栃木（3）
茨　城 茗溪学園（1） 茗溪学園（2） 茗溪学園（3）
埼　玉 正智深谷（1）
千　葉 流経大柏（1） 流経大柏（2） 流経大柏（3） 流経大柏（4） 流経大柏（5）
東　京 國學院久我山（1） 國學院久我山（2） 國學院久我山（3） 國學院久我山（4）
神奈川 桐蔭学園（1） 桐蔭学園（2） 桐蔭学園（3） 桐蔭学園（4） 桐蔭学園（5） 桐蔭学園（6） 桐蔭学園（7） 桐蔭学園（8） 桐蔭学園（9） 桐蔭学園（10） 桐蔭学園（11）

慶応義塾（1） 慶応義塾（2） 東海大相模（1） 東海大相模（2） 東海大相模（3）
山　梨
長　野
新　潟
富　山
石　川
福　井
静　岡
愛　知 西陵商業（1） 三好（1） 中部大春日丘（1） 中部大春日丘（2）
岐　阜 関商工（1） 関商工（2）
三　重
滋　賀
京　都 伏見工（1） 伏見工（2） 伏見工（3） 伏見工（4） 伏見工（5） 伏見工（6） 伏見工（7） 伏見工（8） 伏見工（9） 京都成章（3） 伏見工（10） 京都成章（4） 京都工学院（11） 京都成章（6）

京都成章（1） 京都成章（2） 京都成章（5）
大　阪 啓光学園（1） 大阪工大（1） 大阪工大（2） 大阪工大（3） 大阪工大（4） 大阪工大（5） 常翔啓光学園（4） 常翔啓光学園（5） 大阪朝鮮（1） 大阪朝鮮（2） 常翔学園（8） 常翔学園（9） 常翔学園（10） 常翔学園（11） 東海大仰星（6） 東海大仰星（7） 東海大大阪仰星（8） 大阪桐蔭（5） 東海大大阪仰星（9）

啓光学園（2） 啓光学園（3） 東海大仰星（1）3rd 東海大仰星（2） 常翔学園（6） 常翔学園（7） 東海大仰星（3） 東海大仰星（4） 東海大仰星（5） 大阪桐蔭（2） 大阪桐蔭（3） 大阪桐蔭（4） 常翔学園（12）
大阪桐蔭（1） 大阪桐蔭（6）

奈　良 天理（1） 天理（2） 天理（3） 御所実（2） 御所実（3） 御所実（4） 御所実（5） 御所実（6） 天理（4）
御所実（1）

和歌山
兵　庫 報徳学園（1） 報徳学園（2） 関西学院（1） 報徳学園（3）
岡　山
広　島 尾道（1） 尾道（2） 尾道（3） 尾道（4）
鳥　取
島　根 江の川（1） 江の川（2） 江の川（3） 江の川（4） 石見智翠館（5） 石見智翠館（6） 石見智翠館（7）
山　口 大津（1）
徳　島
香　川
高　知
愛　媛
福　岡 東福岡（1） 東福岡（2）3rd 東福岡（3） 東福岡（4） 東福岡（5）2nd 東福岡（6） 東福岡（7） 東福岡（8）2nd 東福岡（9） 東福岡（10）2nd 東福岡（11） 東福岡（12） 東福岡（13） 東福岡（14） 東福岡（15） 東福岡（16） 東福岡（17） 2nd 東福岡（18） 3rd 東福岡（19） 東福岡（20） 東福岡（21）

福岡（1） 福岡（2） 修猷館（2） 筑紫（1） 小倉（1） 筑紫（2） 筑紫（3） 筑紫（4）

修猷館（1）
佐　賀 佐賀工（1） 佐賀工（2） 佐賀工（3） 佐賀工（4） 佐賀工（5） 佐賀工（6） 佐賀工（7） 佐賀工（8） 佐賀工（9） 佐賀工（10） 佐賀工（11） 佐賀工（12） 佐賀工（13） 佐賀工（14） 佐賀工（15） 佐賀工（16）
長　崎 海星（1） 海星（2） 長崎北陽台（1） 長崎北（1） 長崎北（2） 長崎北（3） 長崎北陽台（2） 長崎北（4） 長崎南山（1） 長崎北陽台（3） 長崎北陽台（4） 長崎北陽台（5）
大　分 大分舞鶴（1） 大分舞鶴（2） 大分舞鶴（3） 大分舞鶴（4） 大分舞鶴（5） 大分舞鶴（6）
熊　本 熊本（1） 熊本西（1）
宮　崎
鹿児島
沖　縄
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