
団　　　体 個　　　人 団　　　体 個　　　人
昭和 27 1 郁　　文（京　都） 日 ノ 本（兵　庫）
昭和 28 2 洲　　浜（兵　庫） 成　　蹊（大　阪）
昭和 29 3 福　　良（兵　庫） 岩　　岡（兵　庫） 福　　良（兵　庫） 阪　　本（兵　庫）
昭和 30 4 洲　　浜（兵　庫） 華　　頂（京　都）
昭和 31 5 洲　　浜（兵　庫） 瀬　　川（兵　庫） 上　　京（京　都）
昭和 32 6 白　　鷺（兵　庫） 上　　京（京　都）
昭和 33 7 烏　　丸（京　都） 村　　上（兵　庫） 上　　京（京　都） 井　　上（兵　庫）
昭和 34 8 高 槻 四（大　阪） 藤　　原（兵　庫） 西　　気（兵　庫） 森　　脇（京　都）
昭和 35 9 本　　山（兵　庫） 芝　　野（大　阪） 御　　影（兵　庫） 小　　椋（兵　庫）
昭和 36 10 枚　　岡（大　阪） 増　　井（大　阪） 御　　影（兵　庫） 田　　村（兵　庫）
昭和 37 11 枚　　岡（大　阪） 橋　　本（大　阪） 四天王寺（大　阪） 藤　　原（兵　庫）
昭和 38 12 双 ケ 丘（京　都） 下　　平（和歌山） 四天王寺（大　阪） 小 田 原（大　阪）
昭和 39 13 洛　　南（京　都） 三　　木（大　阪） 四天王寺（大　阪） 高　　野（大　阪）
昭和 40 14 守 口 四（大　阪） 山　　本（京　都） 飾 磨 東（兵　庫） 西　　村（兵　庫）
昭和 41 15 若　　草（兵　庫） 増　　田（京　都） 枚　　岡（大　阪） 神　　代（京　都）
昭和 42 16 明　　星（大　阪） 田　　坂（京　都） 四天王寺（大　阪） 増　　井（大　阪）
昭和 43 17 東　　浦（兵　庫） 竹　　田（大　阪） 松 原 二（大　阪） 白　　井（大　阪）
昭和 44 18 松　　原（大　阪） 久　　世（大　阪） 箕 面 二（大　阪） 北　　村（大　阪）
昭和 45 19 　 巽   （和歌山） 　 森　 （兵　庫） 松 原 二（大　阪） 平　　山（大　阪）
昭和 46 20 東　　浦（兵　庫） 祭　　本（大　阪） 東　　浦（兵　庫） 　 西　 （兵　庫）
昭和 47 21 東　　浦（兵　庫） 井　　上（兵　庫） 東　　浦（兵　庫） 前　　田（兵　庫）
昭和 48 22 東　　浦（兵　庫） 福　　江（大　阪） 東　　浦（兵　庫） 曽 我 部（兵　庫）
昭和 49 23 東　　山（京　都） 砂　　川（大　阪） 　 湊   （兵　庫） 滝　　沢（滋　賀）
昭和 50 24 中　　主（滋　賀） 谷　　河（和歌山） 安 祥 寺（京　都） 大　　前（兵　庫）
昭和 51 25 城　　南（和歌山） 宮　　木（京　都） 津　　名（兵　庫） 安　　田（滋　賀）
昭和 52 26 東　　浦（兵　庫） 野　　尻（和歌山） 兵　　庫（兵　庫） 細　　井（京　都）
昭和 53 27 三　　田（兵　庫） 野　　尻（和歌山） 城　　南（和歌山） 下　　村（和歌山）
昭和 54 28 城　　南（和歌山） 小 野 寺（和歌山） 城　　南（和歌山） 田　　中（和歌山）
昭和 55 29 大 久 保（大　阪） 市　　川（和歌山） 帝 塚 山（奈　良） 島　　田（大　阪）
昭和 56 30 城　　南（和歌山） 山　　中（和歌山） 城　　南（和歌山） 石　　田（京　都）
昭和 57 31 城　　東（和歌山） 　 平 　（兵　庫） 城　　南（和歌山） 石　　田（京　都）
昭和 58 32 城　　南（和歌山） 菅　　生（京　都） 城　　南（和歌山） 石　　田（京　都）
昭和 59 33 彦 根 東（滋　賀） 森　　田（大　阪） 茨　　田（大　阪） 作　　馬（大　阪）
昭和 60 34 東　　山（京　都） 小　　畑（京　都） 美 原 西（大　阪） 吉　　田（京　都）
昭和 61 35 東　　山（京　都） 小 笠 原（京　都） 美 原 西（大　阪） 吉　　田（京　都）
昭和 62 36 今　　宮（大　阪） 友　　田（京　都） 式　　下（奈　良） 吉　　田（京　都）
昭和 63 37 岩　　出（和歌山） 稲　　垣（京　都） 守 山 南（滋　賀） 小　　野（京　都）
平成 1 38 深　　野（大　阪） 立　　藤（大　阪） 式　　下（奈　良） 松　　岡（京　都）
平成 2 39 今　　宮（大　阪） 阪　　田（兵　庫） 柳　　川（大　阪） 塩　　見（京　都）
平成 3 40 小　　阪（大　阪） 小　　野（京　都） 守 山 南（滋　賀） 辻　　本（兵　庫）
平成 4 41 友 呂 岐（大　阪） 　 辻 　（京　都） 彦 根 東（滋　賀） 酒　　井（大　阪）
平成 5 42 明　　和（和歌山） 　 辻   （京　都） 四天王寺（大　阪） 武　　田（大　阪）
平成 6 43 二　　見（兵　庫） 松　　岡（兵　庫） 四天王寺（大　阪） 川　　越（大　阪）
平成 7 44 茨 木 北（大　阪） 中　　村（大　阪） 四天王寺（大　阪） 谷　　口（兵　庫）
平成 8 45 西　　和（和歌山） 橋　　本（大　阪） 四天王寺（大　阪） 藤　　沼（大　阪）
平成 9 46 安　　乎（兵　庫） 川　　口（大　阪） 四天王寺（大　阪） 西　　岡（大　阪）
平成 10 47 山　　科（京　都） 田　　中（兵　庫） 四天王寺（大　阪） 杉　　田（大　阪）
平成 11 48 喜　　連（大　阪） 井　　上（京　都） 宝　　殿（兵　庫） 山　　崎（大　阪）
平成 12 49 高　　野（京　都） 時　　吉（京　都） 四天王寺羽曳丘（大　阪） 花　　田（大　阪）
平成 13 50 日　　新（兵　庫） 原　　田（京　都） 四天王寺羽曳丘（大　阪） 木　　内（兵　庫）
平成 14 51 熊　　取（大　阪） 原　　田（京　都） 華頂女子（京　都） 石　　塚（大　阪）
平成 15 52 平　　群（奈　良） 笠　　原（兵　庫） 中　　部（兵　庫） 井　　上（大　阪）
平成 16 53 夢　　野（兵　庫） 藤　　原（大　阪） 四天王寺羽曳丘（大　阪） 鳥　　居（兵　庫）
平成 17 54 深    野（大　阪） 深    野（大　阪） 四天王寺羽曳丘（大　阪） 石　　川（大　阪）
平成 18 55 上　　宮（大　阪） 藤　　本（兵　庫） 四天王寺羽曳丘（大　阪） 池　　田（大　阪）
平成 19 56 上　　宮（大　阪） 　 森 　（大　阪） 四天王寺羽曳丘（大　阪） 高　　橋（大　阪）
平成 20 57 上　　宮（大　阪） 小　　澤（京　都） 四天王寺羽曳丘（大　阪） 高　　橋（大　阪）
平成 21 58 上　　宮（大　阪） 小　　澤（京　都） 四天王寺羽曳丘（大　阪） 松　　平（大　阪）
平成 22 59 上　　宮（大　阪） 和　　田（大　阪） 四天王寺羽曳丘（大　阪） 阿　　部（大　阪）
平成 23 60 春　　日（奈　良） 木　　原（兵　庫） 四天王寺羽曳丘（大　阪） 徳　　永（大　阪）
平成 24 61 上　　宮（大　阪） 矢　　吹（京　都） 四天王寺羽曳丘（大　阪） 朝　　田（京　都）
平成 25 62 上　　宮（大　阪） 　 津 　（京　都） 四天王寺羽曳丘（大　阪） 塩　　見（大　阪）
平成 26 63 揖 保 川（兵　庫） 石　　脇（奈　良） 四天王寺羽曳丘（大　阪） 塩　　見（大　阪）
平成 27 64 高　　野（京　都） 岸　　田（大　阪） 昇　　陽（大　阪） 出　　雲（大　阪）
平成 28 65 阪　　南（大　阪） 　 芝 　（京　都） 四天王寺（大　阪） 菅　　澤（大　阪）
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