
回数 年 開催地 学校名 回数 年 開催地 学校名

第１回 大正10年 生　　麦 明治大学 第51回 昭和50年 神　　宮 日本大学

第２回 大正11年 調　　布 早稲田大学 第52回 昭和51年 神　　宮 日本大学

第３回 大正13年 芝 早稲田大学 第53回 昭和52年 神　　宮 法政大学

第４回 大正14年 芝 早稲田大学 第54回 昭和53年 大　　阪 日本大学

第５回 大正15年 芝 早稲田大学 第55回 昭和54年 神　　宮 法政大学

第６回 昭和２年 芝 早稲田大学 第56回 昭和55年 神　　宮 日本大学

第７回 昭和３年 芝 早稲田大学 第57回 昭和56年 神　　宮 日本大学

第８回 昭和４年 玉　　川 明治大学 第58回 昭和57年 名 古 屋 日本大学

第９回 昭和５年 神　　宮 早稲田大学 第59回 昭和58年 神　　宮 日本大学

第10回 昭和６年 神　　宮 早稲田大学 第60回 昭和59年 ポートピア 日本大学

第11回 昭和７年 神　　宮 早稲田大学 第61回 昭和60年 神　　宮 日本大学

第12回 昭和８年 神　　宮 早稲田大学 第62回 昭和61年 神　　宮 日本大学

第13回 昭和９年 神　　宮 早稲田大学 第63回 昭和62年 神　　宮 日本大学

第14回 昭和10年 神　　宮 早稲田大学 第64回 昭和63年 大宮公園 日本大学

第15回 昭和11年 神　　宮 日本大学 第65回 平成元年 福岡県立 早稲田大学

第16回 昭和12年 神　　宮 早稲田大学 第66回 平成２年 野 毛 山 早稲田大学

第17回 昭和13年 神　　宮 慶應義塾大学 第67回 平成３年 神　　宮 日本大学

第18回 昭和14年 神　　宮 日本大学 第68回 平成４年 水　　戸 早稲田大学

第19回 昭和15年 神　　宮 早稲田大学 第69回 平成５年 名 古 屋 日本大学

第20回 昭和16年 神　　宮 早稲田大学 第70回 平成６年 福　　岡 中央大学

第21回 昭和17年 神　　宮 早稲田大学 第71回 平成７年 東京辰巳国際 中央大学

第22回 昭和21年 日　　大 早稲田大学 第72回 平成８年 千葉国際 中央大学

第23回 昭和22年 神　　宮 日本大学 第73回 平成９年 広島市総合 中央大学

第24回 昭和23年 甲 子 園 日本大学 第74回 平成10年 東京辰巳国際 中央大学

第25回 昭和24年 神　　宮 日本大学 第75回 平成11年 大　　阪 中央大学

第26回 昭和25年 神　　宮 日本大学 第76回 平成12年 横浜国際 中央大学

第27回 昭和26年 神　　宮 早稲田大学 第77回 平成13年 東京辰巳国際 中央大学

第28回 昭和27年 神　　宮 早稲田大学 第78回 平成14年 名古屋レＰ 中央大学

第29回 昭和28年 神　　宮 早稲田大学 第79回 平成15年 東京辰巳国際 中央大学

第30回 昭和29年 神　　宮 早稲田大学 第80回 平成16年 相模原市立総合 中央大学

第31回 昭和30年 神　　宮 早稲田大学 第81回 平成17年 大阪門真 日本大学

第32回 昭和31年 神　　宮 日本大学 第82回 平成18年 東京辰巳国際 日本大学

第33回 昭和32年 神　　宮 日本大学 第83回 平成19年 東京辰巳国際 日本大学

第34回 昭和33年 神　　宮 日本大学 第84回 平成20年 東京辰巳国際 中央大学

第35回 昭和34年 神　　宮 日本大学 第85回 平成21年 ｱｸｱﾄﾞｰﾑくまもと 法政大学

第36回 昭和35年 神　　宮 日本大学 第86回 平成22年 東京辰巳国際 中京大学

第37回 昭和36年 神　　宮 早稲田大学 第87回 平成23年 横浜国際 中央大学

第38回 昭和37年 神　　宮 早稲田大学 第88回 平成24年 東京辰巳国際 中央大学

第39回 昭和38年 神　　宮 早稲田大学 第89回 平成25年 広島ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ 中京大学

第40回 昭和39年 神　　宮 早稲田大学 第90回 平成26年 横浜国際 中央大学

第41回 昭和40年 神　　宮 早稲田大学 第91回 平成27年 ToBiO 明治大学

第42回 昭和41年 神　　宮 早稲田大学 第92回 平成28年 東京辰巳国際 明治大学

第43回 昭和42年 オリンピック 日本大学 第93回 平成29年 東和薬品ﾗｸﾀﾌﾞ 明治大学

第44回 昭和43年 オリンピック 日本大学 第94回 平成30年 横浜国際 明治大学

第45回 昭和44年 オリンピック 日本大学 第95回 令和元年 東京辰巳国際 日本大学

第46回 昭和45年 オリンピック 日本大学 第96回 令和２年 東京辰巳国際 明治大学

第47回 昭和46年 オリンピック 日本大学 第97回 令和３年 東京辰巳国際

第48回 昭和47年 オリンピック 日本大学

第49回 昭和48年 オリンピック 日本大学

第50回 昭和49年 オリンピック 日本大学

日本学生選手権　男子歴代選手権獲得校


