
近畿総合体育大会ラグビーフットボールの部 大会結果 

年 回 場所 優勝校 準優勝校 

2017 66 宝ヶ池 東海大付属仰星（大阪） 西陵（京都） 

2016 65 紀三井寺 西陵（京都） 藤森（京都） 

2015 64 天理 小阪 西陵（京都） 

2014 63 芦屋市総合運動公園 伏見（京都） 藤森（京都） 両校優勝 

2013 62 希望ヶ丘 伏見（京都） 凌風（京都） 

2012 61 トライスタジアム 天理（奈良） 東海大学付属仰星（大阪） 

2011 60 宝ヶ池 伏見（京都） 河合二中（奈良） 

2010 59 紀三井寺 天理（奈良） 小阪（大阪） 

2009 58 芦屋 啓光学園（大阪） 洛南（京都） 

2008 57 天理 田島（大阪） 西京極（京都） 

2007 56 トライスタジアム 小阪（大阪） 東大阪朝鮮中級（大阪） 

2006 55 希望ヶ丘 天理（奈良） 石切(大阪） 両校優勝 

2005 54 太陽が丘・宝ヶ池 啓光学園（大阪） 西京極（京都） 

2004 53 紀三井寺 小阪（大阪） 天理（奈良） 

2003 52 天理 小阪（大阪） 西京極（京都） 

2002 51 神戸 啓光学園（大阪） 菫（大阪） 

2001 50 希望ヶ丘 啓光学園（大阪） 東生野（大阪） 

2000 49 花園・長居 啓光学園（大阪） 花園（大阪） 

1999 48 宝ヶ池 啓光学園（大阪） 東生野（大阪） 

1998 47 紀三井寺 啓光学園（大阪） 天理（奈良） 

1997 46 天理 菫（大阪） 天理（奈良） 

1996 45 神戸 摂津第一（大阪） 天理（奈良） 

1995 44 希望ヶ丘 啓光学園（大阪） 中野（大阪） 

1994 43 万博 同志社香里（大阪） 加賀屋（大阪） 

1993 42 亀岡運動公園 放出（大阪） 同志社香里（大阪） 

1992 41 紀三井寺 同志社香里（大阪） 洛南（京都） 

1991 40 天理 洛西（京都） 巽（大阪） 

1990 39 神戸 同志社香里（大阪） 下鴨(京都） 

1989 38 希望ヶ丘 啓光学園（大阪） 天理（奈良） 

1988 37 万博 新東淀（大阪） 中野（大阪） 

1987 36 西京極 洛西（京都） 摂津第一（大阪） 

1986 35 紀三井寺 洛西（京都） 英田（大阪） 

1985 34 天理 洛西（京都） 長岡第二（京都） 

1984 33 神戸 同志社香里（大阪） 洛西（京都） 

1983 32 希望ヶ丘 洛西（京都） 伏見（京都） 

1982 31 花園 大正西（大阪） 深野（大阪） 

1981 30 花園 同志社（京都） 東生野（大阪） 

1980 29 万博 同志社（京都） 旭陽（大阪） 



1979 28 天理 同志社（京都） 天理（奈良） 

1978 27 万博 茨田（大阪） 大宮（大阪） 

1977 26 万博 天理（奈良） 東生野（大阪） 

1976 25 膳所 天理（奈良） 城東五（大阪） 

1975 24 西京極 同志社（京都） 淀川（大阪） 

1974 23 花園 高倉（大阪） 平野（大阪） 

1973 22 天理 天理（奈良） 生野（大阪） 

1972 21 花園 同志社（京都） 洛南（京都） 両校優勝 

1971 20 花園 松虫（大阪） 大宮（大阪） 

1970 19 膳所 文の里（大阪） 淀川（大阪） 両校優勝 

1969 18 西京極 大宮（大阪） 昭和（大阪） 

1968 17 花園 大宮（大阪） 園田（兵庫） 

1967 16 天理 大宮（大阪） 洛南（京都） 

1966 15 花園 菫（大阪） 城陽（大阪) 

1965 14 花園 文の里（大阪） 旭陽（大阪） 

1964 13 花園 大宮（大阪） 天理（奈良） 

1963 12 花園 文の里（大阪） 旭陽（大阪） 

1962 11 花園 旭陽（大阪） 河内三（大阪） 

1961 10 花園 旭陽（大阪） 文の里（大阪） 

1960 9 花園 文の里（大阪） 天理（奈良） 

1959 8 花園 文の里（大阪） 旭陽（大阪） 

1958 7 花園 文の里（大阪） 天理（奈良） 

1957 6 花園 文の里（大阪） 中野（大阪） 

1956 5 花園 旭陽（大阪） 十三（大阪） 

1955 4 花園 対抗戦のため優勝校なし 

1954 3 花園 文の里（大阪） 布施三（大阪） 

1953 2 花園 文の里（大阪） 交野（大阪） 

1952 1 花園 布施三（大阪） 西和（和歌山） 

 


