
年度 開催地 代 表

H7(1995) 大阪府堺市 帝人大阪研究センター 日新製鋼堺 京都フェニックス 富士通明石

第３５回 10T （大阪） （大阪） （京都） （兵庫）

H8(1996) 大阪府堺市 帝人大阪研究センター 松下電工彦根工場 川崎重工西神戸 ＪＴ京都印刷工場

第３６回 10T （大阪） （滋賀） （兵庫） （京都）

H9(1997) 大阪府茨木市 帝人大阪研究センター 松下電工彦根工場 松下電器掃除機 富士通明石

第３７回 10T （大阪） （滋賀） （滋賀） （兵庫）

H10(1998) 大阪府茨木市 ＪＴ京都印刷工場 日新製鋼堺 松下電工彦根工場 富士通明石

第３８回 10T （京都） （大阪） （滋賀） （兵庫）

H11(1999) 大阪府茨木市 帝人大阪研究センター 松下電器八日市 松下電工彦根工場 富士通明石

第３９回 9T （大阪） （滋賀） （滋賀） （兵庫）

H12(2000) 大阪府茨木市 帝人大阪研究センター コスモ石油堺 三菱重工神戸 三菱電機北伊丹

第４０回 9T （大阪） （大阪） （兵庫） （兵庫）

H13(2001) 大阪府茨木市 松下電器八日市 三菱重工神戸 Ｊ・Ｔ関西 帝人大阪研究センター

第４１回 9T （滋賀） （兵庫） （京都） （大阪）

H14(2002) 滋賀県八日市市 三菱電機北伊丹 ＪＴ関西 帝人大阪研究センター 松下電工彦根

第４２回 9T （兵庫） （京都） （大阪） （滋賀）

H15(2003) 滋賀県八日市市 ＪＴ関西 帝人大阪研究センター 岡住 ＪＲ西日本神戸

第４３回 9T （京都） （大阪） （大阪） （兵庫）

H16(2004) 滋賀県八日市市 松下グループ滋賀 岡住 帝人大阪研究センター 京都北都福知山

第４４回 9T （滋賀） （大阪） （大阪） （京都）

H17(2005) 滋賀県東近江市 岡住 上中産業 川崎重工播州 帝人大阪研究センター

第４５回 10T （大阪） （和歌山） （兵庫） （大阪）

H18(2006) 滋賀県東近江市 ＪＴ関西 帝人大阪研究センター 松下グループ滋賀 岡住

第４６回 10T （京都） （大阪） （滋賀） （大阪）

H19(2007) 大阪府茨木市 和歌山県庁 帝人大阪研究センター 佐川急便関西 松下グループ滋賀

第４７回 10T （和歌山） （大阪） （大阪） （滋賀）

H20(2008) 大阪府茨木市 帝人大阪研究センター 上中産業 佐川急便関西 松下グループ滋賀

第４８回 10T （大阪） （和歌山） （大阪） （滋賀）

H21(2009) 大阪府茨木市 パナソニック滋賀 上中産業 三菱＆ルネサス北伊丹 岡住

第４９回 10T （滋賀） （和歌山） （兵庫） （大阪）

H22(2010) 大阪府大東市 三菱重工神戸 帝人大阪研究センター 岡住 カネカ高砂

第５０回 9T （兵庫） （大阪） （大阪） （兵庫）

H23(2011) 大阪府堺市 帝人大阪研究センター パナソニック滋賀 岡住 和歌山県庁

第５１回 9T （大阪） （滋賀） （大阪） （和歌山）

H24(2012) 大阪府富田林市 三菱重工神戸 ダイハツディーゼル 岡住 帝人大阪研究センター

第５２回 9T （兵庫） （滋賀） （大阪） （大阪）

H25(2013) 大阪府堺市 帝人大阪研究センター パナソニック滋賀 岡住 三菱重工神戸

第５３回 9T （大阪） （滋賀） （大阪） （兵庫）

H26(2014) 大阪府岬町 パナソニック滋賀 カネカ高砂 三菱重工神戸 岡住

第５４回 9T （滋賀） （兵庫） （兵庫） （大阪）

H27(2015) 和歌山県紀の川市 ジャパンマリンユナイテッド舞鶴 ダイハツディーゼル 三菱重工神戸 岡住

第５５回 8T （京都） （滋賀） （兵庫） （大阪）
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H28(2016) 奈良県広陵町 岡住 パナソニック滋賀 三菱重工神戸 カネカ高砂

第５６回 7T （大阪） （滋賀） （兵庫） （兵庫）

H29(2017) 奈良県広陵町 ジャパンマリンユナイテッド舞鶴 岡住 三菱重工神戸 カネカ

第５７回 8T （京都） （大阪） （兵庫） （兵庫）

H30(2018) 奈良県広陵町 岡住 和歌山県庁 三菱重工神戸 カネカ

第５８回 7T （大阪） （和歌山） （兵庫） （兵庫）

R1(2019) 奈良県天理市 カネカ ジャパンマリンユナイテッド舞鶴 岡住 和歌山県庁

第５９回 7T （兵庫） （京都） （大阪） （和歌山）

R2(2020) 奈良県天理市

第６０回

R3(2021) 奈良県天理市 岡住 川崎重工播磨 三菱重工神戸 ダイハツディーゼル

第６１回 5T （大阪） （兵庫） （兵庫） （滋賀）

R4(2022) 奈良県天理市 岡住 カネカ 川崎重工ＳＢＣ パナソニック滋賀

第６２回 5T （大阪） （兵庫） （兵庫） （滋賀）

R5(2023) 奈良県天理市 岡住 カネカ 川崎重工ＳＢＣ

第６３回 4T （大阪） （兵庫） （兵庫）

大会中止(新型コロナウイルス感染予防及び拡大防止のため）

‥


