
年度 優勝 ２位 ３位 ３位
男 打出 （滋） 教育大付属 （奈） 北野 （京） 追手門 （大）
女 成徳 （京） 東大谷 （大） 教育大付属 （奈） 風猛 （和）
男 教育大付属 （奈） 州浜 （兵） 南 （大） 伏虎 （和）
女 江陽 （京） 福良 （兵） 教育大付属 （奈） 風猛 （和）
男 峰ヶ岡 （京） 八幡 （滋） 文ノ里 （大） 教育大付属 （奈）
女 朱雀 （京） 打出 （滋） 親和 （和） 南 （大）
男 教育大付属 （奈） 十三 （大） 北野 （京） 州浜 （兵）
女 東大谷 （大） 皇子山 （滋） 中京 （京） 三笠 （奈）
男 十三 （大） 州浜 （兵） 湖北 （滋） 三笠 （奈）
女 魚崎 （兵） 打出 （滋） 銅駝 （京） 東大谷 （大）
男 北野 （京） 教育大付属　　日没 （奈） 州浜 （兵） 淡路 （大）
女 福良 （兵） 東大谷　　　 あずかり （大） 北野 （京） 皇子山 （滋）
男 文ノ里 （大） 能登川 （滋） 三笠 （奈） 中京 （京）
女 十三 （大） 山手 （兵） 旭岡 （京） 打出 （滋）
男 西大 （大） 米原 （滋） 蜂ヶ岡 （京） 三笠 （奈）
女 今津 （大） 旭岡 （京） 十三 （大） 教育大付属 （奈）
男 甲南 （兵） 上京 （京） 三笠 （奈） 稲枝 （滋）
女 柳池 （京） 青雲 （兵） 豊中二 （大） 浅井 （滋）
男 上京 （京） 北豊島 （大） 三笠 （奈） 上甲子園 （兵）
女 上京 （京） 明倫 （兵） 粉河 （和） 樟蔭 （大）
男 嘉楽 （京） 打出 （滋） 鷹匠 （兵） 布施 （大）
女 上京 （京） 日新 （兵） 樟蔭 （大） 長浜 （滋）
男 鷹匠 （兵） 上甲子園 （兵） 三笠 （奈） 北豊島 （大）
女 深草 （京） 日新 （兵） 西院 （京） 兵庫 （兵）
男 深草 （京） 魚崎 （兵） 尚徳 （京） 衣笠 （京）
女 明倫 （兵） 樟蔭 （大） 高鷲 （大） 鷹匠 （兵）
男 衣笠 （京） 彦根南 （滋） 深草 （京） 粟津 （滋）
女 鷹匠 （兵） 深草 （京） 樟蔭 （大） 豊中一 （大）
男 豊中一 （大） 深草 （京） 嘉楽 （京） 成法 （大）
女 望海 （兵） 樟蔭 （大） 大庄西 （兵） 小田南 （兵）
男 生田 （兵） 立花 （兵） 平野 （大） 淀 （大）
女 生田 （兵） 日新 （兵） 彦根南 （滋） 豊中一 （大）
男 洛南 （京） 伊吹山 （滋） 成法 （大） 高取台 （兵）
女 洛南 （京） 桂 （兵） 豊中一 （大） 淀 （大）
男 三国丘 （大） 泉ヶ丘 （京） 成法 （大） 高取台 （兵）
女 淀 （大） 蜂ヶ岡 （京） 樟蔭 （大） 日野 （滋）
男 湊 （兵） 高取台 （兵） 守山 （滋） 茨木東 （大）
女 湊 （兵） 日野 （滋） 洛南 （京） 弥栄 （京）
男 洛南 （京） 洛星 （京） 高取台 （兵） 湊 （兵）
女 日野 （滋） 湊 （兵） 衣笠 （京） 淀 （大）
男 洛南 （京） 桃山 （京） 湊 （兵） 東浦 （兵）
女 三国丘 （大） 稲枝 （滋） 高取台 （兵） 日野 （滋）
男 洛星 （京） 東浦 （兵） 衣笠 （京） 河西 （和）
女 柳池 （京） 八幡 （滋） 浜寺 （大） 滋賀大附属 （滋）
男 衣川 （兵） 粟津 （滋） 明洋 （和） 湊 （兵）
女 衣川 （兵） 月州 （大） 湊 （兵） 樟蔭 （大）
男 衣川 （兵） 湊 （兵） 南郷 （滋） 稲枝 （滋）
女 中町 （兵） 樟蔭 （大） 加賀屋 （大） 揖保川 （兵）
男 桂 （京） 粟津 （滋） 中町 （兵） 北阿万 （兵）
女 衣川 （兵） 滋賀大附属 （滋） 粟津 （滋） 東陽 （大）
男 八幡 （滋） 松原 （京） 衣川 （兵） 瓦木 （兵）
女 中町 （兵） 広嶺 （兵） 柳池 （京） 美津島 （大）
男 瀬田 （滋） 衣川 （兵） 洛星 （京） 松原 （京）
女 桂 （京） 中町 （兵） 和泉 （大） 福田 （兵）
男 洛星 （京） 瀬田 （滋） 衣川 （兵） 瓦木 （兵）
女 福田 （兵） 宇治 （京） 瀬田 （滋） 松原 （京）
男 洛星 （京） 園田 （兵） 瀬田 （滋） 稲枝 （滋）
女 中町 （兵） 福田 （兵） 彦根東 （滋） 東陽 （大）
男 瀬田 （滋） 八幡 （滋） 泉ヶ丘東 （大） 洛星 （京）
女 桂 （京） 松原 （京） 宝殿 （兵） 中町 （兵）
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男 寝屋川八 （大） 八幡 （滋） 滋賀大附属 （滋） 西ノ京 （京）
女 中町 （兵） 松原 （京） 桂 （京） 畝傍 （奈）
男 長瀬 （大） 城陽 （大） 勧修 （京） 小田北 （兵）
女 山手 （兵） 朝霧 （兵） 桂 （京） 熊取北 （大）
男 長瀬 （大） 桂 （京） 平木 （兵） 山手 （兵）
女 中町 （兵） 桂 （京） 稲枝 （滋） 新堂 （滋）
男 長瀬 （大） 園田 （兵） 小園 （兵） 松原 （京）
女 園田 （兵） 水口 （滋） 和泉 （大） 郷荘 （大）
男 長瀬 （大） 園田 （兵） 城陽 （大） 瀬田 （滋）
女 松原 （京） 富秋 （大） 福田 （兵） 荒井 （兵）
男 長瀬 （大） 八幡 （滋） 立花 （兵） 稲枝 （滋）
女 石尾 （大） 枚方一 （大） 夙川学院 （兵） 長浜東 （滋）
男 長瀬 （大） 園田 （兵） 洛北 （京） 野洲北 （滋）
女 園田 （兵） 夙川学院 （兵） 如是 （大） 八幡 （滋）
男 長瀬 （大） 園田 （兵） 新喜多 （大） 八幡 （滋）
女 豊津 （大） 高司 （兵） 松原 （京） 八幡 （滋）
男 長瀬 （大） 松が丘 （兵） 郡山南 （奈） 藤森 （京）
女 豊津 （大） 松原 （京） 甲西 （滋） 八幡 （滋）
男 園田 （兵） 藤森 （京） 長瀬 （大） 枚岡 （大）
女 夙川学院 （兵） 伊丹南 （兵） 白橿 （奈） 枚方一 （大）
男 園田 （兵） 亀岡 （京） 長瀬 （大） 盾津 （大）
女 夙川学院 （兵） 都跡 （奈） 浅井 （滋） 福泉 （大）
男 洛西 （京） 西賀茂 （京） 郡山南 （奈） 今津 （大）
女 伊丹南 （兵） 新堂 （滋） 豊中一 （大） 都跡 （奈）
男 洛西 （京） 大瀬 （奈） 伊川谷 （兵） 歌島 （大）
女 草津 （滋） 精道 （兵） 豊中一 （大） 都跡 （奈）
男 洛西 （京） 西落合 （兵） 今津 （大） 柳池 （京）
女 豊中一 （大） 歌島 （大） 立花 （兵） 平群 （奈）
男 洛西 （京） 八幡 （滋） 楠根 （大） 野々池 （兵）
女 立花 （兵） 五領 （大） 香芝 （奈） 久世 （京）
男 加古川中部 （兵） 大瀬 （奈） 歌島 （大） 紀ノ川 （和）
女 光華 （京） 吹田五 （大） 若草 （奈） 笹原 （兵）
男 山田 （大） 藤田 （大） 平城東 （奈） 天理南 （奈）
女 豊中十一 （大） 豊中一 （大） 平群 （奈） 塚口 （兵）
男 洛西 （京） 片山 （大） 長瀬 （大） 洛星 （京）
女 豊中十一 （大） 都跡 （奈） 郡山南 （奈） 安土 （滋）
男 楠根 （大） 長浜西 （滋） 長峰 （兵） 桃山 （京）
女 芝谷 （大） 樟蔭東 （大） 梁瀬 （兵） 光華 （京）
男 大瀬 （奈） 滋賀大附属 （滋） 加古川山手 （兵） 郡山南 （奈）
女 米原 （滋） 都跡 （奈） 吹田五 （大） 塚口 （兵）
男 稲枝 （滋） 南港南 （大） 長瀬 （大） 樫原 （京）
女 樟蔭東 （大） 和泉 （大） 精道 （兵） 都跡 （奈）
男 藤田 （大） 田上 （滋） 南武庫之荘 （兵） 三笠 （奈）
女 樟蔭東 （大） 塚口 （兵） 東住吉 （大） 新庄 （奈）
男 上牧 （奈） 滋賀大附属 （滋） 樫原 （京） 城山 （滋）
女 樟蔭東 （大） 北大路 （滋） 香芝 （奈） 京都精華女子 （京）
男 上牧 （奈） 平城東 （奈） 長瀬 （大） 堀江 （大）
女 樟蔭東 （大） 田辺 （大） 京都精華女子 （京） 京都光華 （京）
男 安土 （滋） 長浜西 （滋） 伊丹西 （兵） 藤森 （京）
女 樟蔭東 （大） 塚口 （兵） 京都光華 （京） 都跡 （奈）
男 亀岡 （京） 藤森 （京） 八木 （奈） 熊取北 （大）
女 京都精華女子 （京） 夙川学院 （兵） 加古川 （兵） 橿原 （奈）
男 信楽 （滋） 長尾西 （大） 春日 （奈） 三笠 （奈）
女 光明 （奈） 樟蔭東 （大） 京都精華女子 （京） 潮見 （兵）
男 瀬田北 （滋） 長峰 （兵） 高穂 （滋） 三笠 （奈）
女 樟蔭東 （大） 尼崎中央 （兵） 平群 （奈） 京都精華女子 （京）
男 氷上 （兵） 井吹台 （兵） 東生野 （大） 大枝 （京）
女 樟蔭東 （大） 西ノ京 （京） 京都精華女子 （京） 南千里 （大）
男 守山南 （滋） 玉川 （滋） 山科 （京） 培良 （京）
女 樟蔭東 （大） 薫英 （大） 京都精華女子 （京） 光明 （奈）
男 平城東 （奈） 大枝 （京） 稲枝 （滋） 武庫 （兵）
女 薫英 （大） 尼崎中央 （兵） 夙川学院 （兵） 長尾西 （大）
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男 大枝 （京） 泉ヶ丘 （京） 打出 （滋） 美木多 （大）
女 京都精華女子 （京） 梁瀬 （兵） 取石 （大） 薫英 （大）
男 枚方四 （大） 長瀬 （大） 魚崎 （兵） 氷上 （兵）
女 尼崎中央 （兵） 薫英 （大） 梁瀬 （兵） 羽衣学園 （大）
男 大枝 （京） 打出 （滋） 茨木東 （大） 新庄 （奈）
女 京都精華女子 （京） 薫英 （大） 氷上 （兵） ゆりのき台 （兵）
男 桜丘 （大） 加古川 （兵） 打出 （滋） 京西 （奈）
女 薫英 （大） 京都精華学園 （京） 尼崎中央 （兵） 梁瀬 （兵）
男 高須 （兵） 打出 （滋） 吉備 （和） 京都精華学園 （京）
女 薫英 （大） 京都精華学園 （京） 尼崎中央 （兵） 上牧 （奈）
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