
優　勝 準優勝 第３位 優　勝 準優勝 第３位

パティオ 大正 ＧＣ 第３１回　Ｈ　８．１０．２７ Ｇ　Ｃ 藤井寺 パティオ

奈良 パティオ 大正 第３２回　Ｈ　９．　６．１６ チボリ 藤井寺 Ｇ　Ｃ

パティオ 大正 Ｇ　Ｃ 第３３回　Ｈ　９．１０．２６ チボリ 藤井寺 Ｇ　Ｃ

パティオ Ｇ　Ｃ 奈良 第３４回　Ｈ１０．　６．１４ 藤井寺 チボリ Ｇ　Ｃ

Ｇ　Ｃ 奈良 パティオ 第３５回　Ｈ１０．１０．２５ Ｇ　Ｃ 藤井寺 大正

Ｇ　Ｃ パティオ 奈良 第３６回　Ｈ１１．　６．２０ 藤井寺 大正 パティオ

パティオ 奈良 大正 第３７回　Ｈ１１．１１．２１ チボリ 藤井寺 大　正

Ｇ　Ｃ パティオ 奈良 第３８回　Ｈ１２．　６．１８ 藤井寺 大　正 京　阪

千里 藤井寺 パティオ 第３９回　Ｈ１２．１０．２９ Ｓ・パティオ 藤井寺 京　阪

パティオ 藤井寺 奈良 第４０回　Ｈ１３．　６．　３ 大　正 藤井寺 京　阪

千里 おおとり 大正 第４１回　Ｈ１３．１１．１８ Ｓ・パティオ 大　正 千　里

大正 おおとり 藤井寺 第４２回　Ｈ１４．　６． ９ 京　阪 大　正 チボリ

パティオ 大正 Ｇ　Ｃ 第４３回　Ｈ１４．１０．２７ Ｓ・パティオ チボリ 京　阪

パティオ 藤井寺 大正 第４４回　Ｈ１５．　６．　８ チボリ 京　阪 Ｇ　Ｃ

大正 千里 奈良 第４５回　Ｈ１５．１０．２６ チボリ Ｓ・パティオ Ｇ　Ｃ

大正 千里 奈良 チボリ リーズAC 千　里

Ｇ　Ｃ パティオ 京阪 Ｓ・パティオ チボリ 千　里

パティオ Ｇ　Ｃ 大正 チボリ 大　正 リーズAC

大正 Ｇ　Ｃ 京阪 Ｓ・パティオ チボリ 千　里

藤井寺 Ｇ　Ｃ パティオ リーズAC Ｓ・パティオ チボリ

Ｇ　Ｃ 藤井寺 千里 Ｓ・パティオ チボリ 千　里

藤井寺 千里 大正 チボリ Ｓ・パティオ 千　里

千里 藤井寺 Ｇ　Ｃ Ｓ・パティオ チボリ 大正

千里 藤井寺 パティオ Ｓ・パティオ ＧＣ コープ

藤井寺 Ｇ　Ｃ 千里 Ｓ・パティオ チボリ Ｇ　Ｃ

第２６回　Ｈ　６．　６．２６ チボリ パティオ 藤井寺 チボリ コープSC Ｇ　Ｃ

第２７回　Ｈ　６．１１．２７ Ｇ　Ｃ 藤井寺 チボリ Ｓ・パティオ コープSC チボリ

第２８回　Ｈ　７．　６．２５ Ｇ　Ｃ 藤井寺 千里 コープSC Ｓ・パティオ 寝屋川

第２９回　Ｈ　７．１１．２６ Ｇ　Ｃ 藤井寺 チボリ Ｓ・パティオ 寝屋川 チボリ

チボリ 藤井寺 Ｇ　Ｃ 寝屋川 Ｓ・パティオ チボリ

第６４回　Ｈ２５．　６．　９

第６５回　Ｈ２５．１０．２０

第６６回　Ｈ２６．　６．　８

第６７回　Ｈ２６．１０．１９

第６８回　Ｈ２７．　６．　７

第６９回　Ｈ２７．１０．１８

第７０回　Ｈ２８．　６．　８

第７１回　Ｈ２８．１０．１６

第７２回　Ｈ２９．　６．１１

第７３回　Ｈ２９．１０．１５

Ｓ・パティオ 千　里 寝屋川

Ｓ・パティオ 千　里 アイ・マーレ

第４７回　Ｈ１６．１０．３１

第５１回　Ｈ１８．１１．１２

第４６回　Ｈ１６．　６．２７

第　３　位

第２０回　Ｈ　３．　６．３０

第２５回　Ｈ　５．１０．３１

第２１回　Ｈ　３．１１．１０

第５７回　Ｈ２１．１０．１８

第５８回　Ｈ２２．　６．１３

第５９回　Ｈ２２．１０．１７

第１２回　Ｓ６２．　５．３１

第１３回　Ｓ６２．１１．２９

第１４回　Ｓ６３．　６．２６

第１５回　Ｓ６３．１１．２７

第３０回　Ｈ　８．　６．１６

第１６回　Ｈ　１．　６．１８

第１７回　Ｈ　１．１１．２６

第１８回　Ｈ　２．　６．２４

第　８回　Ｓ６０．　３．　３

第　９回　Ｓ６０．１１．２３

栄　光　の　足　跡
団体総合

第　１回　Ｓ５６．１０．　４

第　２回　Ｓ５７．　２．２１

開　催　日 開　催　日

第５０回　Ｈ１８．　６．１１

第４９回　Ｈ１７．１０．３０

第４８回　Ｈ１７．　６．２６

第　３回　Ｓ５７．　９．１９

第　４回　Ｓ５８．　２．２７

第　５回　Ｓ５８．１０．３０

第１１回　Ｓ６１．１１．３０

第１０回　Ｓ６１．　６．２９

第　６回　Ｓ５９．　２．２６

第　７回　Ｓ５９．　９．２３

？　？　？ ？　？　？ ？　？　？

第１９回　Ｈ　２．１１．１１

第５５回　Ｈ２０．１０．１９

第２２回　Ｈ　４．　６．２１

第２４回　Ｈ　５．　６．２７

第２３回　Ｈ　４．１１．　１

開　催　日 優　勝

第５３回　Ｈ１９．１０．２７

Ｓ・パティオ 千　里

第５６回　Ｈ２１．　６．１４

第５２回　Ｈ１９．　６．　３

第５４回　Ｈ２０．　６．１５

準　優　勝

Ｓ・パティオ 寝屋川

Ｓ・パティオ

第６1回　Ｈ２３．１０．１６ Ｓ・パティオ チボリ

第６３回　Ｈ２４．１０．１４ 千　里

寝屋川

第６２回　Ｈ２４．　６．　３ Ｓ・パティオ 寝屋川 千　里

おおとり Ｓ・パティオ 寝屋川

アイ・マーレ 千　里

第６０回　Ｈ２３．　６．　５

おおとり Ｓ・パティオ 寝屋川

千　里 Ｓ・パティオ 寝屋川

Ｓ・パティオ

アイ・マーレ 寝屋川

ＳＴ宝塚

Ｓ・パティオ

千　里 寝屋川


