
第１回 （昭和２２年） 法政大学 5-4 関西学院大学
第２回 （昭和２３年） 関西学院大学 5-4 法政大学
第３回 （昭和２４年） 関西学院大学 5-4 早稲田大学
第４回 （昭和２５年） 関西学院大学 6-3 慶應義塾大学
第５回 （昭和２６年） 早稲田大学 6-3 神戸大学
第６回 （昭和２７年） 神戸大学 5-4 慶應義塾大学
第７回 （昭和２８年） 慶應義塾大学 7-2 関西学院大学
第８回 （昭和２９年） 関西学院大学 5-4 慶應義塾大学
第９回 （昭和３０年） 慶應義塾大学 6-3 関西学院大学
第１０回 （昭和３１年） 関西学院大学 6-3 慶應義塾大学
第１１回 （昭和３２年） 慶應義塾大学 6-1 関西学院大学
第１２回 （昭和３３年） 慶應義塾大学 5-4 関西学院大学
第１３回 （昭和３４年） 慶應義塾大学 5-4 関西学院大学
第１４回 （昭和３５年） 関西学院大学 6-3 慶應義塾大学
第１５回 （昭和３６年） 関西学院大学 7-2 早稲田大学
第１６回 （昭和３７年） 関西学院大学 6-3 早稲田大学
第１７回 （昭和３８年） 甲南大学 5-4 慶應義塾大学
第１８回 （昭和３９年） 慶應義塾大学 6-3 関西学院大学
第１９回 （昭和４０年） 慶應義塾大学 7-2 甲南大学
第２０回 （昭和４１年） 慶應義塾大学 8-1 関西学院大学
第２１回 （昭和４２年） 慶應義塾大学 7-2 甲南大学
第２２回 （昭和４３年） 法政大学 8-1 関西学院大学
第２３回 （昭和４４年） 法政大学 6-3 関西学院大学
第２４回 （昭和４５年） 慶應義塾大学 5-4 関西学院大学
第２５回 （昭和４６年） 法政大学 6-3 甲南大学
第２６回 （昭和４７年） 法政大学 7-2 中京大学
第２７回 （昭和４８年） 早稲田大学 6-3 法政大学
第２８回 （昭和４９年） 慶應義塾大学 5-4 早稲田大学
第２９回 （昭和５０年） 日本大学 7-2 福岡大学
第３０回 （昭和５１年） 慶應義塾大学 5-4 関西学院大学
第３１回 （昭和５２年） 慶應義塾大学 7-0 近畿大学
第３２回 （昭和５３年） 中央大学 7-2 甲南大学
第３３回 （昭和５４年） 甲南大学 5-4 早稲田大学
第３４回 （昭和５５年） 中央大学 5-4 甲南大学
第３５回 （昭和５６年） 中央大学 7-2 近畿大学
第３６回 （昭和５７年） 明治大学 9-0 関西学院大学
第３７回 （昭和５８年） 明治大学 5-4 関西学院大学
第３８回 （昭和５９年） 法政大学 9-0 福岡大学
第３９回 （昭和６０年） 早稲田大学 9-0 中京大学
第４０回 （昭和６１年） 早稲田大学 8-1 明治大学
第４１回 （昭和６２年） 早稲田大学 6-3 慶應義塾大学
第４２回 （昭和６３年） 早稲田大学 9-0 慶應義塾大学
第４３回 （平成元年） 早稲田大学 6-3 日本大学
第４４回 （平成２年） 日本大学 5-4 早稲田大学
第４５回 （平成３年） 早稲田大学 8-1 慶應義塾大学
第４６回 （平成４年） 早稲田大学 5-4 日本大学
第４７回 （平成５年） 早稲田大学 5-4 日本大学
第４８回 （平成６年） 亜細亜大学 6-3 日本大学
第４９回 （平成７年） 亜細亜大学 7-2 近畿大学
第５０回 （平成８年） 近畿大学 7-2 亜細亜大学
第５１回 （平成９年） 近畿大学 5-4 亜細亜大学
第５２回 （平成１０年） 近畿大学 7-2 早稲田大学
第５３回 （平成１１年） 近畿大学 8-1 亜細亜大学
第５４回 （平成１２年） 近畿大学 5-4 亜細亜大学
第５５回 （平成１３年） 早稲田大学 5-4 近畿大学
第５６回 （平成１４年） 早稲田大学 5-4 近畿大学
第５７回 （平成１５年） 近畿大学 5-4 日本大学
第５８回 （平成１６年） 日本大学 6-3 早稲田大学
第５９回 （平成１７年） 早稲田大学 8-1 法政大学
第６０回 （平成１８年） 早稲田大学 8-1 近畿大学
第６１回 （平成１９年） 早稲田大学 8-１ 慶應義塾大学
第６２回 （平成２０年） 早稲田大学 6-3 法政大学
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第１回 （昭和４０年） 日本大学 5-0 大阪成蹊女子短期大学
第２回 （昭和４１年） 慶應義塾大学 5-0 武庫川女子大学
第３回 （昭和４２年） 武庫川女子大学 4-1 慶応義塾大学
第４回 （昭和４３年） 日本大学 3-2 武庫川女子大学
第５回 （昭和４４年） 日本大学 3-2 武庫川女子大学
第６回 （昭和４５年） 日本大学 5-0 安田女子大学
第７回 （昭和４６年） 武庫川女子大学 3-2 青山学院大学
第８回 （昭和４７年） 青山学院大学 3-2 武庫川女子大学
第９回 （昭和４８年） 安田女子大学 4-1 武庫川女子大学
第１０回 （昭和４９年） 武庫川女子大学 4-1 日本大学
第１１回 （昭和５０年） 武庫川女子大学 3-2 日本大学
第１２回 （昭和５１年） 青山学院大学 4-1 武庫川女子大学
第１３回 （昭和５２年） 園田学園女子大学 4-1 日本大学
第１４回 （昭和５３年） 園田学園女子大学 5-0 日本大学
第１５回 （昭和５４年） 園田学園女子大学 5-0 青山学院大学
第１６回 （昭和５５年） 園田学園女子大学 4-1 市邨学園大学
第１７回 （昭和５６年） 園田学園女子大学 4-1 市邨学園大学
第１８回 （昭和５７年） 園田学園女子大学 4-1 市邨学園大学
第１９回 （昭和５８年） 園田学園女子大学 4-1 名古屋経済大学
第２０回 （昭和５９年） 園田学園女子大学 4-1 名古屋経済大学
第２１回 （昭和６０年） 園田学園女子大学 4-1 青山学院大学
第２２回 （昭和６１年） 園田学園女子大学 4-1 青山学院大学
第２３回 （昭和６２年） 園田学園女子大学 3-1 松蔭女子学院大学
第２４回 （昭和６３年） 園田学園女子大学 3-2 松蔭女子学院大学
第２５回 （平成元年） 園田学園女子大学 3-2 松蔭女子学院大学
第２６回 （平成２年） 園田学園女子大学 4-1 専修大学
第２７回 （平成３年） 園田学園女子大学 3-2 松蔭女子学院大学
第２８回 （平成４年） 専修大学 3-2 松蔭女子学院大学
第２９回 （平成５年） 亜細亜大学 5-0 松蔭女子学院大学
第３０回 （平成６年） 青山学院大学 3-2 園田学園女子大学
第３１回 （平成７年） 園田学園女子大学 4-1 青山学院大学
第３２回 （平成８年） 園田学園女子大学 4-1 亜細亜大学
第３３回 （平成９年） 亜細亜大学 4-1 青山学院大学
第３４回 （平成１０年） 亜細亜大学 5-0 園田学園女子大学
第３５回 （平成１１年） 園田学園女子大学 4-1 筑波大学
第３６回 （平成１２年） 園田学園女子大学 3-1 亜細亜大学
第３７回 （平成１３年） 早稲田大学 4-1 松蔭女子学院大学
第３８回 （平成１４年） 園田学園女子大学 3-2 相愛女子短期大学
第３９回 （平成１５年） 園田学園女子大学 3-2 相愛大学
第４０回 （平成１６年） 相愛大学 4-1 園田学園女子大学
第４１回 （平成１７年） 相愛大学 3-2 園田学園女子大学
第４２回 （平成１８年） 早稲田大学 4-1 亜細亜大学
第４３回 （平成１９年） 早稲田大学 5-0 園田学園女子大学
第４４回 （平成２０年） 早稲田大学 5-0 園田学園女子大学
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