
年度 男子 女子 年度 男子 女子

　３年 東京帝国大学 ５１年 早稲田大学 愛知工業大学

　４年 東京農業大学 ５２年 近畿大学 専修大学

　５年 早稲田大学 ５３年 近畿大学 専修大学

　６年 立教大学 ５４年 日本大学 青山学院大学

　７年 山梨高等工業 ５５年 明治大学 近畿大学

　８年 日本大学 ５６年 明治大学 近畿大学

　９年 立教大学 ５７年 明治大学 中央大学

１０年 立教大学 ５８年 専修大学 中央大学

１１年 早稲田大学 ５９年 大正大学 青山学院大学

１２年 早稲田大学 ６０年 専修大学 富士短期大学

１３年 早稲田大学 ６１年 明治大学 中央大学

１４年 早稲田大学 ６２年 専修大学 青山学院大学

１５年 関西学院大学 ６３年 専修大学 青山学院大学

１６年 早稲田大学 H１年 明治大学 富士短期大学

１７年 早稲田大学 　２年 専修大学 青山学院大学

　３年 中央大学 青山学院大学

２１年 早稲田大学 　４年 中央大学 青山学院大学

２２年 早稲田大学 　５年 明治大学 青山学院大学

２３年 関西学院大学 和洋女子大学 　６年 愛知工業大学 中央大学

２４年 慶應義塾大学 和洋女子大学 　７年 明治大学 近畿大学

２５年 関西学院大学 和洋女子大学 　８年 明治大学 大正大学

２６年 慶應義塾大学 和洋女子大学 　９年 明治大学 愛知工業大学

２７年 明治大学 大阪薬科大学 １０年 明治大学 専修大学

２８年 専修大学 同志社女子大学 １１年 愛知工業大学 中央大学

２９年 慶應義塾大学 同志社女子大学 １２年 愛知工業大学 淑徳大学

３０年 専修大学 同志社女子大学 １３年 青森大学 淑徳大学

３１年 専修大学 専修大学 １４年 青森大学 淑徳大学

３２年 専修大学 大阪樟蔭女子大学 １５年 青森大学 淑徳大学

３３年 専修大学 大阪樟蔭女子大学 １６年 早稲田大学 淑徳大学

３４年 専修大学 専修大学 １７年 青森大学 日本大学

３５年 中央大学 専修大学 １8年 青森大学 淑徳大学

３６年 中央大学 専修大学 １9年 早稲田大学 青山学院大学

３７年 専修大学 中央大学 20年 青森大学 朝日大学

３８年 中央大学 専修大学 21年 明治大学 淑徳大学

３９年 専修大学 専修大学 22年 青森大学 淑徳大学

４０年 早稲田大学 専修大学 23年 明治大学 淑徳大学

４１年 中央大学 中央大学 24年 明治大学 東京富士大学

４２年 愛知工業大学 中央大学 25年 愛知工業大学 淑徳大学

４３年 専修大学 専修大学 26年 明治大学 淑徳大学

４４年 専修大学 中京大学 27年 愛知工業大学 専修大学

４５年 専修大学 専修大学 28年 明治大学 早稲田大学

４６年 福岡大学 専修大学 29年 明治大学 早稲田大学

４７年 近畿大学 専修大学 30年 専修大学 早稲田大学

４８年 近畿大学 富士短期大学 2019年 愛知工業大学 愛知工業大学

４９年 専修大学 中京大学 2020年

５０年 早稲田大学 愛知工業大学 2021年 愛知工業大学 早稲田大学

※平成2１年度（第79回）大会まで大会名称を「全日本大学対抗卓球選手権大会」として開催。

専修大学　　　　18回 慶應義塾大学　　３回 専修大学　　　　15回 同志社大学　　　３回

明治大学　　　　18回 関西学院大学　　３回 淑徳大学　　　　11回 近畿大学　　　　３回

早稲田大学　　　14回 日本大学　　　　２回 青山学院大学　　９回 大阪樟蔭女子大学２回

愛知工業大学　　８回 東京農業大学　　１回 中央大学　　　　８回 中京大学　　　　２回

青森大学　　　　７回 山梨高等工業　　１回 早稲田大学　　　５回 大阪薬科大学　　１回

中央大学　　　　６回 東京帝国大学　　１回 和洋女子大学　　４回 大正大学　　　　１回

近畿大学　　　　４回 福岡大学　　　　１回 東京富士大学　　４回 日本大学　　　　１回

立教大学　　　　３回 大正大学　　　　１回 愛知工業大学　　４回 朝日大学　　　　１回

（13）全日本大学総合卓球選手権大会（団体の部）

１８～２０年は中断

男　　　子 女　　　子

※東京富士大学の優勝回数は、
　富士短期大学時代の優勝回数との合算

中止


