
年度 開催地 優 勝 準優勝

H5(1993) 茨木市 蛍池クラブ 八尾実年選抜 泉大シニアー

第２回 T （茨木市） （豊中市） （八尾市） （泉大津市）

H6(1994) 茨木実年 岸和田クラブ 八尾実年選抜 門真クラブ

第３回 T （茨木市） （岸和田市） （八尾市） （門真市）

H7(1995) 岸和田クラブ 茨木実年 高槻三中ＰＴＡ 北都実年クラブ

第４回 T （岸和田市） （茨木市） （高槻市） （都島区）

H8(1996) オール歌中クラブ 岸和田クラブ 蛍池クラブ 八尾実年

第５回 T （西淀川区） （岸和田市） （豊中市） （八尾市）

H9(1997) 岸和田クラブ 茨木実年 豊中クラブ 八尾実年

第６回 T （岸和田市） （茨木市） （豊中市） （八尾市）

H10(1998) 此花区 岸和田クラブ 此花中ＰＴＡ．ＯＢ 吹田クラブ 大東ハッピーズ

第７回 9T （岸和田市） （此花区） （吹田市） （大東市）

H11(1999) 東大阪市 岸和田クラブ 堺実年 中央クラブ 大東ハッピーズ

第８回 8T （岸和田市） （堺市） （中央区） （大東市）

H12(2000) 岸和田市 吹田クラブ 橘 上野遊球クラブ 岸和田クラブ

第９回 15T （吹田市） （寝屋川市） （豊中市） （岸和田市）

H13(2001) 豊中市 岸和田クラブ 茨木実年 今中ＯＢ

第１０回 19T （岸和田市） （茨木市） （大阪市）

H14(2002) 八尾市 大阪実年フェローズ 岸和田クラブ 守口クラブ

第１１回 18T （八尾市） （岸和田市） （守口市）

H15(2003) 大東市他 岸和田クラブ 吹田クラブ実年 池田クラブ

第１２回 16T （岸和田市） （吹田市） （池田市）

H16(2004) 大阪市・堺市 ヤングモルツ オール摂津クラブ(B) 岸和田クラブ

第１３回 18T （大東市） （摂津市） （岸和田市）

H17(2005) 茨木市 大阪実年フェローズ ヤングモルツ 池田実年

第１４回 18T （八尾市） （大東市） （池田市）

H18(2006) 茨木市他 大阪実年フェローズ 岸和田クラブ 池田伏尾台

第１５回 17T （八尾市） （岸和田市） （池田市）

H19(2007) 松原市他 大阪実年フェローズ 守口クラブ 小山田フィフティーズ

第１６回 16T （八尾市） （守口市） （大阪ＲＳ）

H20(2008) 熊取町他 吹田クラブ実年 岸和田クラブ 池田伏尾台

第１７回 15T （吹田市） （岸和田市） （池田市）

H21(2009) 八尾市 吹田クラブ実年 大阪実年フェローズ 池田伏尾台 岸和田クラブ

第１８回 15T （吹田市） （八尾市） （池田市） （岸和田市）

H22(2010) 貝塚市他 大阪北都実年クラブ 池田伏尾台 茨木実年 岸和田クラブ

第１９回 16T （大阪市） （池田市） （茨木市） （岸和田市）

H23(2011) 熊取町他 ドリームス 岸和田クラブ 茨木実年

第２０回 15T （豊中市） （岸和田市） （茨木市）

H24(2012) 貝塚市 ドリームス 大阪北都実年クラブ 茨木実年 ＳＡＴＳＵＫＩ

第２１回 15T （豊中市） （大阪市） （茨木市） （池田市）
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H25(2013) 貝塚市 茨木実年 大阪実年フェローズ 大阪北都実年クラブ ドリームス

第２２回 15T （茨木市） （八尾市） （大阪市） （豊中市）

H26(2014) 貝塚市 大阪実年フェローズ 実年大阪桃次郎 大阪山猿 茨木実年

第２３回 14T （八尾市） （ 堺 ） （池田市） （茨木市）

H27(2015) 貝塚市 大阪実年フェローズ 大阪倶楽部５０ 茨木実年 大阪北都実年クラブ

第２４回 14T （八尾市） （門真市） （茨木市） （大阪市）

H28(2016) 貝塚市 サウス大阪 オール大正実年 岸和田クラブ ＡＬＬ大阪

第２５回 16T （南大阪） （大阪市） （岸和田市） （ 堺 ）

H29(2017) 大阪狭山市他 ＡＬＬ大阪 大阪北都実年クラブ 冠小ＰＴＡクラブＯＢ グレートボーイズ

第２６回 15T （ 堺 ） （大阪市） （高槻市） （枚方市 ）

H30(2018) 和泉市他 大阪実年フェローズ ＡＬＬ大阪 大阪北都実年クラブ 茨木実年

第２７回 16T （八尾市） （ 堺 ） （大阪市） （茨木市）

R1(2019) 大阪狭山市他 大阪スリークロス桃次郎５０'s 大阪ＤＭＤ 守口クラブ サウス大阪

第２８回 15T （ 堺 ） （ 摂津市 ） （守口市） （南大阪）

R2(2020)

第２９回

R3(2021) 南河内郡他 大阪スリークロス桃次郎５０'s サウス大阪 大阪モパーズ オール茨木実年

第３０回 16T （ 堺 ） （南大阪） （高槻市） （茨木市）

R4(2022) 南河内郡他 大阪吹田クラブ実年 大阪ＤＭＤ実年 サウス大阪 Ｍａｖｅｒｉｃｋｓ

第３１回 17T （吹田市） （ 摂津市 ） （南大阪） （泉南市）

大会中止（新型コロナウイルス感染予防及び拡大防止のため）


