
リーグ
昭和27年度 第1回 奈良⼥⼦⼤学
昭和28年度 第2回 奈良⼥⼦⼤学
昭和29年度 第3回 神⼾⼥学院⼤学
昭和30年度 第4回 椙⼭⼥学院⼤学
昭和31年度 第5回 神⼾⼥学院⼤学
昭和32年度 第6回 安城学園⼥⼦短期⼤学
昭和33年度 第7回 安城学園⼥⼦短期⼤学
昭和34年度 第8回 安城学園⼥⼦短期⼤学
昭和35年度 第9回 安城学園⼥⼦短期⼤学
昭和36年度 京都⼥⼦⼤学 第10回 安城学園⼥⼦短期⼤学
昭和37年度 京都⼥⼦⼤学 第11回 安城学園⼥⼦短期⼤学
昭和38年度 京都学芸⼤学 第12回 安城学園⼥⼦短期⼤学
昭和39年度 神⼾⼥学院⼤学 第13回 安城学園⼥⼦短期⼤学
昭和40年度 ⼤阪⼥⼦短期⼤学 第14回 安城学園⼥⼦短期⼤学
昭和41年度 京都教育⼤学 第15回 安城学園⼥⼦短期⼤学
昭和42年度 ⼤阪⼥⼦短期⼤学 第16回 安城学園⼥⼦短期⼤学
昭和43年度 ⼤阪⼥⼦短期⼤学 第17回 安城学園⼥⼦短期⼤学
昭和44年度 京都教育⼤学 第18回 安城学園⼥⼦短期⼤学
昭和45年度 ⼤阪体育⼤学 第19回 安城学園⼥⼦短期⼤学
昭和46年度 ⼤阪体育⼤学 第20回 安城学園⼥⼦短期⼤学
昭和47年度 ⼤阪体育⼤学 第21回 ⼤阪体育⼤学
昭和48年度 ⼤阪体育⼤学 第22回 ⼤阪体育⼤学
昭和49年度 ⼤阪体育⼤学 第23回 ⼤阪体育⼤学 第1回 ⼤阪体育⼤学
昭和50年度 ⼤阪体育⼤学 第24回 安城学園⼥⼦短期⼤学 第2回 武庫川⼥⼦⼤学A
昭和51年度 ⼤阪体育⼤学 第25回 安城学園⼥⼦短期⼤学 第3回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学
昭和52年度 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第26回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第4回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学
昭和53年度 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第27回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第5回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学
昭和54年度 ⼤阪体育⼤学 第28回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第6回 天理⼤学
昭和55年度 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第29回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第1回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学
昭和56年度 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第30回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第2回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学
昭和57年度 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第31回 ⼤阪体育⼤学 第3回 ⼤阪体育⼤学
昭和58年度 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第32回 愛知学泉⼤学 第4回 ⼤阪体育⼤学
昭和59年度 ⼤阪体育⼤学 第33回 ⼤阪体育⼤学 第5回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学
昭和60年度 ⼤阪体育⼤学 第34回 名古屋経済⼤学 第6回 ⼤阪薫英⼥⼦短期⼤学
昭和61年度 ⼤阪体育⼤学 第35回 愛知学泉⼤学 第7回 ⼤阪体育⼤学
昭和62年度 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第36回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第8回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学
昭和63年度 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第37回 愛知学泉⼤学 第9回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学
平成元年度 ⼤阪薫英⼥⼦短期⼤学 第38回 愛知学泉⼤学 第10回 ⼤阪薫英⼥⼦短期⼤学
平成２年度 ⼤阪体育⼤学 第39回 愛知学泉⼤学 第11回 武庫川⼥⼦⼤学A
平成３年度 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第40回 愛知学泉⼤学 第12回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学
平成４年度 ⼤阪体育⼤学 第41回 愛知学泉⼤学 第13回 ⼤阪薫英⼥⼦短期⼤学
平成５年度 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第42回 愛知学泉⼤学 第14回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学
平成６年度 ⼤阪薫英⼥⼦短期⼤学 第43回 愛知学泉⼤学 第15回 ⼤阪薫英⼥⼦短期⼤学
平成７年度 ⼤阪体育⼤学 第44回 愛知学泉⼤学 第16回 ⼤阪体育⼤学A
平成８年度 ⼤阪薫英⼥⼦短期⼤学 第45回 愛知学泉⼤学 第17回 ⼤阪体育⼤学A
平成９年度 ⼤阪体育⼤学 第46回 愛知学泉⼤学 第18回 樟蔭東⼥⼦短期⼤学
平成10年度 ⼤阪体育⼤学 第47回 愛知学泉⼤学 第19回 ⼤阪体育⼤学A
平成11年度 ⼤阪体育⼤学 第48回 愛知学泉⼤学 第20回 ⼤阪体育⼤学
平成12年度 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 第49回 愛知学泉⼤学 第21回 ⼤阪体育⼤学
平成13年度 ⼤阪体育⼤学 第50回 愛知学泉⼤学 第22回 ⼤阪体育⼤学
平成14年度 ⼤阪薫英⼥⼦短期⼤学 第51回 愛知学泉⼤学 第23回 ⼤阪薫英⼥⼦短期⼤学
平成15年度 ⼤阪⼈間科学⼤学 第52回 ⼤阪⼈間科学⼤学 第24回 ⼤阪⼈間科学⼤学
平成16年度 武庫川⼥⼦⼤学 第53回 桜花学園⼤学 第25回 ⼤阪⼈間科学⼤学
平成17年度 ⼤阪⼈間科学⼤学 第54回 愛知学泉⼤学 第26回 ⼤阪⼈間科学⼤学
平成18年度 ⼤阪体育⼤学 第55回 愛知学泉⼤学 第27回 ⼤阪体育⼤学
平成19年度 ⼤阪体育⼤学 第56回 ⿅屋体育⼤学 第28回 ⼤阪体育⼤学
平成20年度 ⼤阪体育⼤学 第57回 ⼤阪⼈間科学⼤学 第29回 ⼤阪⼈間科学⼤学
平成21年度 ⼤阪⼈間科学⼤学 第58回 開催中⽌ 第30回 ⼤阪⼈間科学⼤学
平成22年度 ⼤阪⼈間科学⼤学 第59回 ⼤阪⼈間科学⼤学 第31回 ⼤阪体育⼤学
平成23年度 ⼤阪⼈間科学⼤学 第60回 ⼤阪⼈間科学⼤学 第32回 ⼤阪⼈間科学⼤学
平成24年度 ⼤阪⼈間科学⼤学 第61回 愛知学泉⼤学 第33回 ⼤阪体育⼤学
平成25年度 ⼤阪体育⼤学 第62回 ⼤阪体育⼤学 第34回 ⼤阪体育⼤学
平成26年度 ⼤阪体育⼤学 第63回 ⼤阪体育⼤学 第35回 ⼤阪⼈間科学⼤学
平成27年度 ⼤阪⼈間科学⼤学 第64回 ⼤阪⼈間科学⼤学 第36回 ⼤阪⼈間科学⼤学
平成28年度 ⼤阪⼈間科学⼤学 第65回 愛知学泉⼤学 第37回 ⼤阪⼈間科学⼤学
平成29年度 ⼤阪⼈間科学⼤学 第66回 愛知学泉⼤学 第38回 ⼤阪体育⼤学
平成30年度 ⼤阪体育⼤学 第67回 愛知学泉⼤学 第39回 ⼤阪⼈間科学⼤学
令和元年度 ⼤阪⼈間科学⼤学 第68回 ⽇本経済⼤学 第40回 ⼤阪⼈間科学⼤学
令和2年度 開催中⽌ 第69回 開催中⽌ 第41回 開催中⽌
令和3年度 ⼤阪⼈間科学⼤学 第70回 開催中⽌ 第42回 ⼤阪体育⼤学
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