
年度 １部男子 １部女子 ２部男子 ２部女子 ３部男子 ３部女子

前期 日本楽器 川徳 日産自動車 青森銀行

後期 シチズン時計 日産自動車 信号器材 日本楽器

前期 協和発酵 第一勧銀 川崎製鉄千葉 大生信用組合
 

後期 協和発酵 第一勧銀 旺文社 三井銀行

前期 日本楽器 第一勧銀 和歌山相銀 川徳

後期 日本楽器 日産自動車 シチズン時計 大生信用組合
 

前期 日本楽器 第一勧銀 旺文社 三井銀行

後期 日産自動車 日産自動車 和歌山相銀 北海道拓銀

前期 協和発酵 日産自動車 旺文社 明治生命

後期 協和発酵 日産自動車 和歌山相銀 川崎製鉄千葉
 

前期 日本楽器 日産自動車 旺文社 日本楽器

後期 日本楽器 日産自動車 シチズン時計 武田薬品

前期 日本楽器 日産自動車 滋賀相銀 明治生命

後期 川崎製鉄千葉 日産自動車 滋賀相銀 日本楽器

前期 川崎製鉄千葉 日本楽器 和歌山相銀 明治生命

後期 協和発酵 三井銀行 和歌山相銀 明治生命

前期 日産自動車 日産自動車 滋賀相銀 武田薬品

後期 日本楽器 日産自動車 日本たばこ広島 第一勧銀

前期 日本楽器 日産自動車 シチズン時計 武田薬品湘南
 

後期 日本楽器 川崎製鉄千葉 日本たばこ広島 十六銀行

前期 日本楽器 武田薬品湘南 滋賀相銀 三井銀行

後期 日産自動車 日産自動車 和歌山相銀 第一勧銀

前期 日産自動車 日産自動車 和歌山相銀 ヤマハ

後期 日産自動車 三井銀行 三井生命 日本生命

前期 日産自動車 三井銀行 ＪＴ広島 住友生命

後期 和歌山銀行 三井銀行 三井生命 十六銀行

前期 日産自動車 武田薬品湘南 三井生命 十六銀行

後期 川崎製鉄千葉 武田薬品湘南 和歌山銀行 川崎製鉄千葉
 

前期 日産自動車 武田薬品湘南 三新化学 ヤマハ

後期 川崎製鉄千葉 武田薬品湘南 ＪＴ広島 住友生命

前期 びわこ銀行 日産自動車 寿屋 第一勧銀

後期 日産自動車 日産自動車 ＪＴ広島 ヤマハ

前期 日産自動車 日産自動車 豊田自動織機 松下電器

後期 日産自動車 日産自動車 三井生命 百十四銀行
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注：H6年度より従来のチャレ

　　ンジリーグを廃止し、３部

　　制となった。
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年度 １部男子 １部女子 ２部男子 ２部女子 ３部男子 ３部女子

前期 川崎製鉄千葉 武田薬品湘南 健勝苑京都 さくら銀行 グランプリ 健勝苑愛媛

後期 びわこ銀行 松下電器 旺文社 住友生命 協和発酵防府 トヨタ自動車

前期 シチズン時計 松下電器 グランプリ 十六銀行 住金物流 サンリツ

後期 日産自動車 日本生命 東京アート サンリツ 原田鋼業 リコー沼津

前期 川崎製鉄千葉 松下電器 サンリツ さくら銀行 琉球銀行 日立多賀

後期 サンリツ 日本生命 健勝苑京都 十六銀行 原田鋼業 NEC九州

前期 日産自動車 日本生命 ＪＴ広島 サンリツ

後期 日産自動車 日本生命 寿屋 松下電工彦根

前期 日産自動車 松下電器 住金物流 健勝苑愛媛

後期 日産自動車 日本生命 三井生命 和歌山銀行

前期 日産自動車 池田銀行 住金物流 松下電工彦根
 

後期 日産自動車 日本生命 ラララ（寿屋） サンリツ

前期 東京アート 日本生命 びわこ銀行 NEC九州

後期 東京アート 日本生命 ＪＴ広島 中国電力

前期 東京アート 日本生命 リコー 健勝苑

後期 協和発酵 日本生命 住金物流 中国電力

前期 東京アート 日本生命 信号器材

後期 東京アート 日本生命 ＪＴ広島 百十四銀行

前期 協和発酵 日本生命 東信電気 中国電力

後期 日産自動車 日本生命 リコー NEC九州

前期 東京アート 十六銀行 大宗 日立化成

後期 東京アート 十六銀行 住金物流 NEC九州

前期 グランプリ 日本生命 東信電気 日立化成

後期 東京アート 日本生命 リコー 池田銀行

前期 東京アート 日本生命 東信電気 エクセディ

後期 グランプリ 日本生命 ＪＲ北海道 千葉県選抜

前期 東京アート 日本生命 リコー 朝日大学

後期 東京アート 日本生命 明治大学 Ｈ.Ｐ.Ｃ

前期 協和発酵 日本生命 リコー NEC　SKY

後期 グランプリ大阪 日本生命 原田鋼業 朝日大学

前期 東京アート サンリツ 朝日大学 NEC　SKY

後期 東京アート サンリツ 明治大学 ｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ

前期 東京アート 日立化成 愛知工業大学 朝日大学

後期 東京アート 日本生命 原田鋼業
神戸松蔭

女子学院大学

前期 東京アート 日本生命 リコー ｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ

後期 東京アート 日本生命 東信電気
神戸松蔭

女子学院大学

注：H9年度より３部を廃止。
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　　１・２部制となった。
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年度 １部男子 １部女子 ２部男子 ２部女子 ３部男子 ３部女子

前期 東京アート 十六銀行 朝日大学 エクセディ

後期 東京アート アスモ 原田鋼業 ＪＲ北海道

前期 東京アート 日本生命 ＪＲ北海道 エクセディ

後期 協和発酵キリン サンリツ 原田鋼業
神戸松蔭

女子学院大学

前期 東京アート アスモ 朝日大学
JOCエリート　　
アカデミー

後期 東京アート 日本生命 原田鋼業 エクセディ

前期 愛知工業大学 日本生命 信号器材 広島日野自動車

後期 協和発酵キリン 日本生命 原田鋼業 十六銀行

前期 協和発酵キリン 日本生命 ＪＲ北海道 広島日野自動車

後期 協和発酵キリン 日本生命 原田鋼業 アスモ

前期 東京アート アスモ 琉球アスティーダ ＪＲ北海道

後期 協和発酵キリン サンリツ 原田鋼業 広島日野自動車

前期 リコー 十六銀行 高知県選抜 愛媛銀行

後期 シチズン時計 中国電力 日野自動車 豊田自動織機

前期 東京アート 十六銀行
クローバー歯科
カスピッズ

エクセディ

後期 東京アート 中国電力 原田鋼業 広島日野自動車

前期

後期 協和キリン 中国電力
クローバー歯科
カスピッズ

百十四銀行

前期 愛知工業大学 昭和電工マテリアルズ 信号器材 神戸松蔭女子学院大学

後期 東京アート 中国電力 リコー 愛媛銀行
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注：H9年度より３部を廃止。

　　１・２部制となった。
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