
西暦 平成 当番 会長校名 当番 当番校名 当番 部会長校名 当番 当番校名 当番 当番校名

1997 9 西 京都産業大学 西 京都外国語大学 東海大学 阪神 大阪芸術大学 京都 同志社女子大学 九州 熊本学園大学

1998 10 西 京都産業大学 東 神奈川大学 東海大学 阪神 大阪芸術大学 東海 名古屋学院大学 中四国 広島工業大学

1999 11 東 明治大学 西 九州産業大学 成城大学 京都 佛教大学 阪神 桃山学院大学 京都 京都精華大学

2000 12 東 明治大学 東 専修大学 成城大学 京都 佛教大学 九州 西南学院大学 東海 中部大学

2001 13 西 中京大学 東 明治大学 文教大学 中四国 岡山理科大学 中四国 四国学院大学 阪神 甲南大学

2002 14 西 中京大学 西 愛知学院大学 文教大学 中四国 岡山理科大学 京都 同志社大学 九州 九州国際大学

2003 15 東 早稲田大学 東 法政大学 法政大学 東海 南山大学 東海 名城大学 中四国 就実大学

2004 16 東 早稲田大学 東 青山学院大学 法政大学 東海 南山大学 阪神 大阪国際大学 京都 大谷大学

2005 17 西 龍谷大学 西 松山大学 駒澤大学 九州 久留米大学 九州 沖縄国際大学 東海 日本福祉大学

2006 18 西 龍谷大学 西 関西学院大学 駒澤大学 九州 久留米大学 中四国 広島修道大学 阪神 近畿大学

2007 19 東 中央大学 東 立教大学 帝京大学 阪神 大阪学院大学 京都 立命館大学 九州 福岡工業大学

2008 20 東 中央大学 東 國學院大学 帝京大学 阪神 大阪学院大学 東海 愛知学院大学 中四国 広島経済大学

2009 21 西 関西大学 西 仏教大学 青山学院大学 京都 同志社大学 阪神 武庫川女子大学 京都 京都産業大学

2010 22 西 関西大学 西 西南学院大学 青山学院大学 京都 同志社大学 九州 九州共立大学 東海 金城学院大学

2011 23 東 立教大学 東 早稲田大学 明治学院大学 中四国 広島修道大学 中四国 倉敷芸術科学大学 阪神 甲南大学

2012 24 東 立教大学 東 慶應義塾大学 明治学院大学 中四国 広島修道大学 京都 金沢工業大学 九州 鹿児島国際大学

2013 25 西 立命館大学 西 中京大学 明治大学 東海 愛知学院大学 東海 皇學館大学 中四国 岡山理科大学

2014 26 西 立命館大学 西 岡山理科大学 明治大学 東海 愛知学院大学 阪神 神戸学院大学 京都 大谷大学

2015 27 東 東洋大学 東 明治学院大学 学習院大学 九州 福岡大学 九州 九州産業大学 東海 杉山女学園大学

2016 28 東 東洋大学 東 上智大学 学習院大学 九州 福岡大学 中四国 福山大学 阪神 大阪産業大学

2017 29 西 名城大学 西 摂南大学 東海大学 阪神 大阪工業大学 京都 帝塚山大学 九州 西南学院大学

2018 30 西 名城大学 西 龍谷大学 東海大学 阪神 大阪工業大学 東海 南山大学 中四国 四国大学

2019 31 東 國學院大學 東 帝京大学 法政大学 京都 佛教大学 阪神 大阪経済大学 京都 同志社大学

2020 32 東 國學院大學 東 大正大学 法政大学 京都 佛教大学 九州 熊本学園大学 東海 （未定）
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