
年度 種目 学校名
昭和29年度 テニス 大谷高等学校

陸上競技 千代田高等学校
テニス 大谷高等学校

昭和32年度 バレーボール 四天王寺高等学校
昭和35年度 テニス 大谷高等学校
昭和36年度 バレーボール 四天王寺高等学校

陸上競技 四天王寺高等学校
バレーボール 四天王寺高等学校

卓球 四天王寺高等学校
相撲 大鉄高等学校

バレーボール 四天王寺高等学校
卓球 四天王寺高等学校

サッカー 明星高等学校
水泳 浪花女子高等学校（女子）

ソフトボール 宣真高等学校
ソフトテニス 明星高等学校

卓球 四天王寺高等学校
水泳 浪花女子高等学校（女子）

ソフトテニス 明星高等学校
卓球 四天王寺高等学校

バレーボール 四天王寺高等学校
ソフトテニス 明星高等学校

卓球 四天王寺高等学校
バドミントン 東大阪高等学校

水泳 浪花女子高等学校（女子）
バレーボール 四天王寺高等学校
ソフトテニス 明星高等学校

卓球 四天王寺高等学校
バドミントン 東大阪高等学校
フェンシング 四天王寺高等学校

テニス 大阪女学院高等学校
卓球 興國高等学校
卓球 四天王寺高等学校

バレーボール 大阪商業大学附属高等学校
バドミントン 四條畷学園高等学校（女子）
バレーボール 大阪商業大学附属高等学校

卓球 興國高等学校
バドミントン 四條畷学園高等学校（女子）

剣道 PL学園高等学校（男子）
バレーボール 大阪商業大学附属高等学校

卓球 興國高等学校
バドミントン 四條畷学園高等学校（女子）

体操 清風高等学校
バスケットボール 樟蔭東高等学校
ハンドボール 大谷高等学校

体操 清風高等学校
バレーボール 四天王寺高等学校

バスケットボール 樟蔭東高等学校
バドミントン 四條畷学園高等学校（女子）
アーチェリー 大阪工業大学高等学校
バドミントン 四條畷学園高等学校（女子）

剣道 PL学園高等学校（男子）
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昭和42年度

昭和30年度

昭和37年度

昭和39年度

昭和40年度

昭和41年度

昭和43年度

昭和44年度

昭和45年度

昭和46年度

昭和47年度

昭和48年度

昭和49年度

昭和50年度

昭和51年度



バスケットボール 樟蔭東高等学校
バドミントン 四條畷学園高等学校（女子）
サッカー 北陽高等学校
陸上競技 大阪薫英女学院高等学校

バスケットボール 樟蔭東高等学校
バドミントン 四條畷学園高等学校（女子）

剣道 PL学園高等学校（男子）
ウエイトリフティング 大阪工業大学高等学校

バレーボール 大阪商業大学附属高等学校
バレーボール 四天王寺高等学校
バドミントン 四條畷学園高等学校（女子）

ウエイトリフティング 大阪工業大学高等学校
陸上競技 清風高等学校
水泳 近畿大学附属高等学校（女子）

ソフトテニス 淀之水高等学校
水泳 近畿大学附属高等学校（男子/女

バスケットボール 樟蔭東高等学校
テニス 清風高等学校

ソフトテニス 淀之水高等学校
剣道 PL学園高等学校（男子）
水泳 近畿大学附属高等学校（女子）
テニス 清風高等学校
柔道 此花学院高等学校
水泳 近畿大学附属高等学校（男子/女
水泳 近畿大学附属高等学校（女子）

ソフトテニス 淀之水高等学校
ウエイトリフティング 大阪工業大学高等学校

水泳 近畿大学附属高等学校（男子/女
バレーボール 四天王寺高等学校
ソフトテニス 淀之水高等学校

水泳 近畿大学附属高等学校（男子）
バレーボール 大阪商業大学附属高等学校

バスケットボール 薫英高等学校
テニス 清風高等学校
剣道 PL学園高等学校（女子）

日本拳法 関西大学第一高等学校（男子）
水泳 近畿大学附属高等学校（男子/女
体操 清風高等学校
体操 四天王寺高等学校

日本拳法 関西大学第一高等学校（男子）
水泳 近畿大学附属高等学校（男子）
体操 清風高等学校
剣道 PL学園高等学校（男子/女子）
水泳 近畿大学附属高等学校（男子/女
体操 清風高等学校
剣道 PL学園高等学校（女子）
空手道 柏原高等学校
日本拳法 関西大学第一高等学校（男子）
水泳 近畿大学附属高等学校（男子）
体操 清風高等学校

バレーボール 大阪商業大学高附属等学校
剣道 PL学園高等学校（男子/女子）

日本拳法 関西大学第一高等学校（男子）

昭和55年度

昭和56年度

昭和57年度

昭和58年度

昭和59年度

昭和60年度

昭和61年度

昭和62年度

昭和63年度

平成元年度

昭和54年度

昭和52年度

昭和53年度



水泳 近畿大学附属高等学校（男子/女
バレーボール 帝国女子高等学校
バレーボール 上宮高等学校

剣道 PL学園高等学校（女子）
日本拳法 関西大学第一高等学校（男子）
水泳 近畿大学附属高等学校（男子）
体操 清風高等学校
テニス 清風高等学校

ハンドボール 宣真高等学校
空手道 柏原高等学校
空手道 東大阪高等学校
日本拳法 大阪高等学校
水泳 近畿大学附属高等学校（男子/女
体操 清風高等学校
卓球 上宮高等学校

日本拳法 大阪高等学校
なぎなた 清教学園高等学校
水泳 近畿大学附属高等学校（男子/女

日本拳法 大阪高等学校
水泳 近畿大学附属高等学校（男子/女
体操 清風高等学校

バドミントン 四天王寺高等学校
剣道 PL学園高等学校（男子）

日本拳法 大阪高等学校
水泳 近畿大学附属高等学校（男子）
空手道 柏原高等学校
日本拳法 関西大学第一高等学校（男子）
弓道 大阪福島女子高等学校
水泳 近畿大学附属高等学校（女子）

ハンドボール 四天王寺高等学校
日本拳法 柏原高等学校
水泳 近畿大学附属高等学校（女子）
体操 清風高等学校

日本拳法 関西大学第一高等学校（男子）
なぎなた 清教学園高等学校
水泳 近畿大学附属高等学校（女子）
体操 清風高等学校

バレーボール 大阪商業大学高等学校
空手道 東大阪高等学校
日本拳法 関西大学第一高等学校（男子）
陸上競技 大阪薫英女学院高等学校
日本拳法 柏原高等学校
水泳 近畿大学附属高等学校（女子）
体操 清風高等学校

ソフトボール 清風南海高等学校
ソフトテニス 淀之水高等学校

平成13年度 日本拳法 柏原高等学校
水泳 太成高等学校（男子）
体操 清風高等学校
空手道 柏原高等学校
空手道 敬愛女子高等学校
日本拳法 関西大学第一高等学校（男子）
日本拳法 大阪体育大学浪商高等学校（男子）
日本拳法 関西大学第一高等学校（女子）

平成4年度

平成5年度

平成6年度

平成7年度

平成8年度

平成9年度

平成10年度

平成11年度

平成12年度

平成14年度

平成15年度

平成3年度

平成2年度



陸上競技 大阪高等学校
空手道 敬愛女子高等学校
水泳 近畿大学附属高等学校（女子）
空手道 浪速高等学校（男子）
弓道 大阪福島女子高等学校
水泳 近畿大学附属高等学校
テニス 長尾谷高等学校
空手道 東大阪大学敬愛高等学校（女子）
ラグビー 東海大学付属仰星高等学校
体操 清風高等学校（男子）
体操 羽衣学園高等学校（女子）
テニス 長尾谷高等学校（女子）
空手道 東大阪大学敬愛高等学校（女子）
陸上競技 東大阪大学敬愛高等学校（女子）
水泳 太成学院大学高等学校（女子）
テニス 長尾谷高等学校（女子）
剣道 PL学園高等学校（女子）
空手道 東大阪大学敬愛高等学校（女子）

ハンドボール 四天王寺高等学校（女子）
空手道 浪速高等学校（男子）
陸上競技 東大阪大学敬愛高等学校（女子）

ソフトテニス 上宮高等学校（男子）
平成23年度 卓球 四天王寺高等学校（女子）

卓球 四天王寺高等学校（女子）
空手道 浪速高等学校（男子）
陸上競技 東大阪大学敬愛高等学校（女子）

バレーボール 金蘭会高等学校（女子）
柔道 東大阪大学敬愛高等学校（女子）

陸上競技 東大阪大学敬愛高等学校（女子）
体操 清風高等学校（男子）
卓球 四天王寺高等学校（女子）

ソフトテニス 上宮高等学校（男子）
陸上競技 東大阪大学敬愛高等学校（女子）
卓球 四天王寺高等学校（女子）

陸上競技 東大阪大学敬愛高等学校（女子）
体操 金蘭会高等学校（女子）
卓球 四天王寺高等学校（女子）
体操 清風高等学校（男子）
卓球 四天王寺高等学校（女子）

ソフトテニス 昇陽高等学校（女子）
アーチェリー 近畿大学附属高等学校（男子）

令和元年度 卓球 四天王寺高等学校（女子）

平成30年度

平成27年度

平成25年度

平成26年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成28年度

平成29年度

平成16年度
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