
年度 回 １位 ２位 ３位 ３位 １位 ２位 ３位 ３位
昭和５０ ２９ 浜寺 成法 誉田 摂津 樟蔭 加賀屋 養精 三国丘
５１ ３０ 竹見台 浜寺 難波 巽 浜寺 平野 阿倍野 東陽
５２ ３１ 東陽 和泉 南郷 英田 桂 寝屋川三 加賀屋 樟蔭
５３ ３２ 金岡北 寝屋川八 美津島 巽 桂 和泉 加賀屋 招堤
５４ ３３ 浜寺 泉ヶ丘東 ＰＬ学園 大平寺 加賀屋 樟蔭 浅香山 竹見台
５５ ３４ 田尻 富秋 加賀屋 守口一 渋谷 吹田一 竹見台 寝屋川三
５６ ３５ 楠根 泉ヶ丘東 貝掛 浜寺 渋谷 竹見台 浜寺 北豊島
５７ ３６ 盾津 加美 養精 俊徳 渋谷 金岡北 寝屋川三 田尻
５８ ３７ 長瀬 養精 新喜多 野田 成法 金岡北 久米田 熊取北
５９ ３８ 長瀬 鯰江 平野 吹田三 久米田 西山田 金岡北 三島
６０ ３９ 長瀬 阪南 新喜多 八田荘 茨木西 渋谷 南郷 美津島
６１ ４０ 長瀬 阪南 墨江丘 道明寺 富秋 枚方一 西山田 渋谷
６２ ４１ 鳥取東 俊徳 盾津 天王寺 枚方一 若松台 日置荘 貝塚二
６３ ４２ 長瀬 墨江丘 和泉 加美 瑞光 如是 北稜 枚方一
平成１ ４３ 長瀬 新喜多 鳥取東 阪南 豊津 賢明学院 豊中七 天王寺
２ ４４ 長瀬 孔舎衙 盾津 誉田 豊津 大正東 西陵 陵西
３ ４５ 長瀬 摂津一 高鷲 豊中十三 枚方一 竹見台 高槻三 高槻十
４ ４６ 新豊崎 追手門大手前 盾津 長瀬 歌島 福泉 長尾 日置荘
５ ４７ 長瀬 歌島 山田 今津 豊中一 加美 白鷺 住道
６ ４８ 歌島 東我孫子 枚方一 陵南 五領 誠風 豊中十一 住道
７ ４９ 今津 長瀬 枚岡 蒲生 歌島 友渕 住道 鳳
８ ５０ 今津 長瀬 歌島 三稜 五領 大正東 住道 豊津
９ ５１ 日置荘 今津 東百舌鳥 附属天王寺 吹田五 住道 ＰＬ学園 巽
１０ ５２ 山田 深井 吉川 藤田 吹田五 豊中十一 五箇荘 小津
１１ ５３ 長瀬 山田 佐井寺 ＰＬ学園 豊中十一 樟蔭東 鳥取 高槻三
１２ ５４ 寝屋川六 阪南 片山 箕面五 芝谷 豊中一 豊中三 ＰＬ学園
１３ ５５ 盾津 西陵 大正北 長瀬 吹田五 和泉 東住吉 高槻三
１４ ５６ 藤田 長瀬 南港南 盾津 和泉 天王 片山 東住吉
１５ ５７ 藤田 楠葉西 弥刀 豊中十四 樟蔭東 東住吉 日置荘 茨木東
１６ ５８ 高鷲 清風南海 盾津 豊中七 樟蔭東 東住吉 平井 泉ヶ丘東
１７ ５９ 長瀬 盾津 大正東 堀江 田辺 樟蔭東 天王寺 豊中一
１８ ６０ 庭代台 堀江 枚方四 長尾西 樟蔭東 長栄 羽衣学園 田辺
１９ ６１ 長尾西 長瀬 相生 熊取北 吹田一 長尾西 樟蔭東 西山田
２０ ６２ 西陵 真住 中野 長尾西 樟蔭東 吹田一 高槻二 長栄
２１ ６３ 長尾西 長瀬 浜寺南 友渕 樟蔭東 長栄 羽衣学園 新池
２２ ６４ 友渕 長瀬 枚方四 井高野 長尾西 豊中七 南千里 小津
２３ ６５ 和泉 長瀬 上小阪 真住 薫英 美木多 取石 南千里
２４ ６６ 枚方四 長尾西 東住吉 城陽 薫英 取石 東香里 大領
２５ ６７ 阿倍野 東生野 枚方四 城陽 薫英 豊中六 羽衣学園 豊中一
２６ ６８ 長瀬 南池田 光明台 枚方四 羽衣学園 薫英 東香里 取石
２７ ６９ 茨木東 西陵 東生野 墨江丘 薫英 取石 北池田 東生野
２８ ７０ 桜丘 巽 墨江丘 淀川 薫英 取石 東香里 三国
２９ ７１ 巽 松虫 淀川 白鷺 薫英 取石 平野北 吹田６
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大阪中学校総合体育大会大阪中学校総合体育大会大阪中学校総合体育大会大阪中学校総合体育大会（（（（秋秋秋秋のののの大会大会大会大会））））


