
年度 開催地 優 勝 準優勝

H12(2000) 豊中市他 ツヅキグローバル 関西大学 サンタフェクラブ 曙川

第１回 108T （東大阪市） （大学） （八尾市） （八尾市）

H13(2001) 寝屋川市他 レッツフジト 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 曙川

第２回 115T （摂津市） （吹田市） （八尾市）

H14(2002) 八尾市他 レッツフジト ツヅキグローバル 八尾フェニックス サンタフェクラブ

第３回 106T （摂津市） （東大阪市） （八尾市） （八尾市）

H15(2003) 東大阪市他 大阪グローバル 摂津ウイングス 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ レッツフジト

第４回 108T （東大阪市） （摂津市） （吹田市） （摂津市）

H16(2004) 高槻市他 大阪グローバル 摂津ウイングス レッツフジト ブラックボンバー

第５回 107T （東大阪市） （摂津市） （摂津市） （八尾市）

H17(2005) 池田市他 レッツフジト 大阪グローバル 大阪桃次郎 曙川クラブ

第６回 111Ｔ （摂津市） （東大阪市） （八尾市） （柏原市）

H18(2006) 豊中市他 レッツ大阪 大阪桃次郎 摂津ウイングス 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

第７回 115T （摂津市） （八尾市） （摂津市） （吹田市）

H19(2007) 堺市他 大阪桃次郎 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 大阪ツヅキグローバル 大阪フェローズ

第８回 105T （八尾市） （吹田市） （東大阪市） （八尾市）

H20(2008) 茨木市他 大阪桃次郎 曙川クラブ 大阪ツヅキグローバル 大阪フェローズ

第９回 105T （八尾市） （柏原市） （東大阪市） （八尾市）

H21(2009) 摂津市他 大阪桃次郎 三菱ハイタククラブ 帝人大阪研究センター 岡住

第１０回 114T （八尾市） （守口市） （茨木市） （八尾市）

H22(2010) 摂津市他 未来都 大阪グローバル 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ディーレックス

第１１回 109T （守口市） （堺） （吹田市） （大阪市）

H23(2011) 摂津市他 大阪桃次郎 大阪グローバル 未来都 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

第１２回 107T （八尾市） （堺） （守口市） （吹田市）

H24(2012) 摂津市他 大阪桃次郎 未来都 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ＩＳダイナマイツ

第１３回 107T （八尾市） （守口市） （吹田市） （豊中市）

H25(2013) 摂津市他 未来都ＨＣ 大阪桃次郎 大阪グローバル 大阪桜ＳＣ

第１４回 98T （守口市） （八尾市） （ 堺 ） （大東市）

H26(2014) 摂津市他 大阪桃次郎 大阪グローバル セブンスターズ 大阪桜ＳＣ

第１５回 94T （八尾市） （ 堺 ） （吹田市） （大東市）

H27(2015) 摂津市他 大阪グローバル 未来都ＨＣ 原寺クラブ 大阪桃次郎

第１６回 87T （ 堺 ） （守口市） （ 堺 ） （八尾市）

H28(2016) 摂津市他 大阪グローバル 大阪桃次郎 大阪エキスパーツ 原寺クラブ

第１７回 77T （ 堺 ） （八尾市） （吹田市） （ 堺 ）

H29(2017) 摂津市他 大阪桃次郎 大阪グローバル 大阪桜ＳＣ 岡住

第１８回 62T （泉南市） （ 堺 ） （大東市） （八尾市）

H30(2018) 摂津市他 原寺クラブ 北青クラブ

第１９回 59T （ 堺 ） （大阪ＲＳ）

R1(2019) 泉南市他 大阪グローバル 未来都ＨＣ 茨木スターズ 岡住

第２０回 55T （ 堺 ） （守口市） （茨木市） （八尾市）

ナイガイカップ男子大阪選手権大会 成績一覧
３ 位
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ナイガイカップ男子大阪選手権大会 成績一覧
３ 位

R2(2020) 八尾市他 登美丘アパッチ TEPPENﾚｯﾄﾞｽﾀｰｽﾞ ＢＬＡＳＴ 大坂キャッツアイ

第２１回 26T （ 堺 ） （吹田市） （摂津市） （東大阪市）

R3(2021) 泉南市他 大阪桃次郎 大阪グローバル 西陶器クラブ 東部クラブ

第２２回 31T （ 堺 ） （ 堺 ） （ 堺 ） （柏原市）

R4(2022) 富田林市他 大阪桜ＳＣ 東部クラブ 岡住 大阪・堺グローバル

第２３回 35T （守口市） （柏原市） （八尾市） （ 堺 ）


