
第１位 第２位 第３位 第１位 第２位 第３位 第１位 第２位 第３位 第１位 第２位 第３位

第１回 昭和44年 警視庁 兵庫 愛知 第25回 平成５年 警視庁 埼玉 茨城 富山 佐賀 高知

第２回 昭和45年 愛知 兵庫 大阪 第26回 平成６年 埼玉 大阪 茨城 高知 群馬 長崎

第３回 昭和46年 警視庁 福岡 大阪 第27回 平成７年 大阪 警視庁 茨城 高知 愛媛 長野

第４回 昭和47年 警視庁 愛知 京都 第28回 平成８年 警視庁 茨城 兵庫 高知 愛媛 熊本

第５回 昭和48年 警視庁 大阪 京都 長崎 香川 富山 第29回 平成９年 埼玉 大阪 警視庁 愛媛 岡山 長崎

第６回 昭和49年 福岡 大阪 警視庁 三重 岩手 滋賀 第30回 平成10年 兵庫 警視庁 埼玉 高知 岡山 鹿児島

第７回 昭和50年 警視庁 大阪 愛知 佐賀 三重 岡山 第31回 平成11年 神奈川 大阪 警視庁 岡山 岩手 高知

第８回 昭和51年 新潟 福岡 愛知 長崎 石川 三重 第32回 平成12年 大阪 警視庁 兵庫 岡山 高知 福島

第９回 昭和52年 警視庁 福岡 愛知 三重 岩手 佐賀 第33回 平成13年 警視庁 茨城 神奈川 熊本 長野 佐賀

第10回 昭和53年 愛知 神奈川 大阪 山口 岡山 石川 第34回 平成14年 神奈川 警視庁 茨城 長野 岡山 山口

第11回 昭和54年 大阪 福岡 新潟 富山 長崎 三重 第35回 平成15年 茨城 警視庁 福岡 京都 富山 岡山

第12回 昭和55年 警視庁 大阪 神奈川 熊本 富山 長崎 第36回 平成16年 埼玉 神奈川 兵庫 島根 岡山 宮崎

第13回 昭和56年 大阪 埼玉 愛知 富山 熊本 岐阜 第37回 平成17年 福岡 警視庁 埼玉 高知 新潟 静岡

第14回 昭和57年 警視庁 神奈川 兵庫 長崎 熊本 群馬 第38回 平成18年 茨城 大阪 埼玉 静岡 京都 島根

第15回 昭和58年 大阪 警視庁 愛知 三重 群馬 佐賀 第39回 平成19年 警視庁 埼玉 茨城 青森 鹿児島 広島

第16回 昭和59年 警視庁 大阪 愛知 三重 岐阜 富山 第40回 平成20年 警視庁 福岡 神奈川 静岡 鹿児島 京都

第17回 昭和60年 警視庁 愛知 兵庫 岐阜 佐賀 石川 第41回 平成21年 千葉 愛知 埼玉 群馬 鹿児島 大分

第18回 昭和61年 埼玉 警視庁 京都 岐阜 長崎 富山 第42回 平成22年 警視庁 茨城 福岡 島根 愛媛 長崎

第19回 昭和62年 埼玉 福岡 愛知 長野 三重 岐阜 第43回 平成24年 警視庁 埼玉 愛知 三重 熊本 広島

第20回 昭和63年 警視庁 大阪 埼玉 富山 三重 長崎 第44回 平成25年 警視庁 福岡 神奈川 高知 佐賀 島根

第21回 平成元年 埼玉 警視庁 愛知 三重 富山 島根 第45回 平成26年 愛知 警視庁 千葉 群馬 熊本 山口

第22回 平成２年 警視庁 埼玉 愛知 島根 高知 富山 第46回 平成27年 神奈川 警視庁 兵庫 熊本 長崎 三重

第23回 平成３年 警視庁 愛知 埼玉 富山 山口 青森 第47回 平成28年 神奈川 愛知 警視庁 熊本 佐賀 鹿児島

第24回 平成４年 大阪 警視庁 埼玉 岐阜 青森 熊本 第48回 平成29年 警視庁 神奈川 愛知 佐賀 宮崎 群馬

全国白バイ安全運転競技大会　団体競技成績

○　平成23年は東日本大震災のため中止

大会 開催年
第１部 第２部

【開催場所】鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市） 【開催場所】自動車安全運転センター安全運転中央研修所（茨城県ひたちなか市）

大会 開催年
第１部 第２部


