
⼤阪私⽴⾼等学校総合体育⼤会成績表

回数 優勝 準優勝 第3位 優勝 準優勝 第3位

昭和29年 1954年 1回

昭和30年 1955年 2回 興國商業 浪速工業 成器商業 大阪成蹊女子 大阪福島
大阪女子商業・
帝塚山学院

昭和31年 1956年 3回 上宮 大阪商業 大鉄・浪速工業 大阪成蹊女子 住吉学園 プール学院・大谷

昭和32年 1957年 4回 興國商業 浪速工業 関西大倉・成器商業 東大谷 愛泉 薫英・大阪成蹊女子

昭和33年 1958年 5回 興國商業 浪速工業 関西大倉・桃山学院 東大谷 大阪成蹊女子 羽衣学園・樟蔭

昭和34年 1959年 6回 興國商業 近畿大学附属 浪速工業・桃山学院 大阪成蹊女子 四天王寺 浪花女子・東大谷

昭和35年 1960年 7回 興國商業 浪速工業 大鉄・桃山学院 大阪成蹊女子 浪花女子 樟蔭・羽衣学園

昭和36年 1961年 8回 浪速工業 大阪貿易学院
成器商業・

関西大学第一
大阪成蹊女子 布施女子 浪花女子・大谷

昭和37年 1962年 9回 浪速工業 大阪商業大学附属 同志社香里・興國 四天王寺 大阪成蹊女子 浪花女子・大谷

昭和38年 1963年 10回 興國 四天王寺 愛泉 布施女子

昭和39年 1964年 11回 興國 大阪福島商業 関西大倉  四天王寺 大阪成蹊女子 金蘭会・布施女子

昭和40年 1965年 12回 近畿大学附属 浪速工業 興國  四天王寺 大阪成蹊女子 愛泉

昭和41年 1966年 13回 浪速工業 大阪 明星・近畿大学附属  四天王寺 大阪成蹊女子 布施女子・大谷

昭和42年 1967年 14回 大阪 興國 明星  四天王寺 大阪成蹊女子 東大阪・愛泉

昭和43年 1968年 15回 近畿大学附属 大阪学院大学 興國  四天王寺 大阪成蹊女子 東大阪

昭和44年 1969年 16回 近畿大学附属 興國 成器商業  四天王寺 愛泉 大谷

昭和45年 1970年 17回 興國 近畿大学附属 関西大学第一 愛泉 四天王寺 淀之水

昭和46年 1971年 18回 興國 近畿大学附属 浪速工業  四天王寺 愛泉 東大阪

昭和47年 1972年 19回 興國 近畿大学附属 関西大学第一  四天王寺 愛泉 淀之水

昭和48年 1973年 20回 興國 近畿大学附属 同志社香里 愛泉 大阪成蹊女子 淀之水

昭和49年 1974年 21回 近畿大学附属 興國 清風  四天王寺 梅花 大谷

昭和50年 1975年 22回 近畿大学附属 興國 清風・同志社香里  四天王寺 大谷
大阪信愛女学院・

淀之水

昭和51年 1976年 23回 近畿大学附属 興國 同志社香里 大谷  四天王寺 淀之水

昭和52年 1977年 24回 近畿大学附属 興國 明星  四天王寺 大谷 大阪女子商業

昭和53年 1978年 25回 清風 近畿大学附属 浪速工業  四天王寺 大谷 梅花

昭和54年 1979年 26回 近畿大学附属 興國 初芝  四天王寺 大谷 淀之水

昭和55年 1980年 27回 近畿大学附属 興國 同志社香里  四天王寺 淀之水 大谷

昭和56年 1981年 28回 近畿大学附属 興國 浪速工業  四天王寺 大谷 淀之水

昭和57年 1982年 29回 近畿大学附属 興國 浪速工業  四天王寺 大谷 大阪福島女子

昭和58年 1983年 30回 近畿大学附属 浪速工業 同志社香里  四天王寺 大谷 淀之水

昭和59年 1984年 31回 浪速工業 近畿大学附属 大阪商業大学堺  四天王寺 淀之水 大谷

昭和60年 1985年 32回 浪速工業 大阪商業大学堺 上宮  四天王寺 淀之水 大阪成蹊女子

昭和61年 1986年 33回 浪速工業 大阪商業大学堺 上宮  四天王寺 淀之水 大阪成蹊女子

昭和62年 1987年 34回 上宮 近畿大学附属 大阪商業大学堺 淀之水  四天王寺 大阪成蹊女子

昭和63年 1988年 35回 上宮 大阪商業大学堺 近畿大学附属  四天王寺 淀之水 大阪成蹊女子

平成元年 1989年 36回 上宮 近畿大学附属 浪速工業  四天王寺 淀之水 大阪成蹊女子

平成2年 1990年 37回 上宮 浪速工業 近畿大学附属  四天王寺 大谷 梅花

平成3年 1991年 38回 上宮 近畿大学附属 大阪商業大学堺  四天王寺 羽衣学園 大阪成蹊女子

平成4年 1992年 39回 上宮 興國  大阪桐蔭  四天王寺 梅花 淀之水

平成5年 1993年 40回 上宮  大阪桐蔭 近畿大学附属  四天王寺 淀之水 堺女子

平成6年 1994年 41回 上宮  大阪桐蔭 近畿大学附属  四天王寺 淀之水 堺女子

平成7年 1995年 42回 上宮 大阪桐蔭 星翔  四天王寺 淀之水 堺女子

平成8年 1996年 43回 上宮  大阪桐蔭  金光第一  四天王寺 淀之水 堺女子

平成9年 1997年 44回 上宮  大阪桐蔭  金光第一  四天王寺 堺女子 淀之水

男子 女子卓球

年度
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平成10年 1998年 45回 上宮  大阪桐蔭 近畿大学附属  四天王寺 淀之水 羽衣学園

平成11年 1999年 46回 上宮  大阪桐蔭  金光大阪  四天王寺 淀之水 羽衣学園

平成12年 2000年 47回 上宮  大阪桐蔭  金光大阪  四天王寺 淀之水 近畿大学附属

平成13年 2001年 48回  大阪桐蔭 上宮 大阪朝鮮 淀之水 羽衣学園 近畿大学附属

平成14年 2002年 49回 上宮  大阪桐蔭 近畿大学附属 淀之水 羽衣学園 近畿大学附属

平成15年 2003年 50回 上宮  大阪桐蔭 近畿大学附属  四天王寺 淀之水 近畿大学附属

平成16年 2004年 51回 上宮  大阪桐蔭  金光大阪 羽衣学園 近畿大学附属 淀之水

平成17年 2005年 52回 上宮  大阪桐蔭  金光大阪 近畿大学附属 羽衣学園 淀之水

平成18年 2006年 53回 上宮  大阪桐蔭  金光大阪 淀之水 近畿大学附属 羽衣学園

平成19年 2007年 54回  大阪桐蔭 上宮  金光大阪 近畿大学附属 淀之水 羽衣学園

平成20年 2008年 55回  大阪桐蔭 上宮  金光大阪 淀之水 関西大学第一 近畿大学附属

平成21年 2009年 56回 星翔  大阪桐蔭 上宮 淀之水 羽衣学園 関西大学第一

平成22年 2010年 57回  大阪桐蔭 精華 上宮 昇陽 聖母女学院 樟蔭

平成23年 2011年 58回 上宮  大阪桐蔭 精華 昇陽 大阪聖母女学院 羽衣学園

平成24年 2012年 59回  大阪桐蔭  金光大阪 浪速 昇陽 大阪聖母女学院 常翔学園

平成25年 2013年 60回 上宮 金光大阪 浪速 昇陽 大阪聖母女学院 常翔学園

平成26年 2014年 61回 上宮 大阪桐蔭 興國 昇陽 大阪聖母女学院 常翔学園

平成27年 2015年 62回 大阪桐蔭 上宮 金光大阪 昇陽 大阪聖母女学院 関西福祉科学大学

平成28年 2016年 63回 大阪桐蔭 上宮 金光大阪 昇陽 大阪聖母女学院 関西福祉科学大学

平成29年 2017年 64回 上宮 大阪桐蔭 星翔 香里ヌヴェール学院 浪速 関西福祉科学大学

平成30年 2018年 65回 上宮 大阪桐蔭 金光大阪 浪速 昇陽 香里ヌヴェール学院

令和元年 2019年 66回 上宮 大阪桐蔭 浪速 浪速 常翔学園 昇陽

令和2年 2020年 67回 大阪桐蔭 上宮 星翔・浪速 浪速 常翔学園 近畿大学附属・昇陽

令和3年 2021年 68回 星翔 大阪電気通信大学 常翔学園・精華 浪速 関西福祉科学大学
関西大学北陽・

香里ヌヴェール学院

令和4年 2022年 69回 大阪桐蔭 大阪電気通信大学 常翔学園・星翔 昇陽 香里ヌヴェール
大阪成蹊女子・
四條畷学園


