
中国大学サッカーリーグ 歴代順位表
* 全日本大学サッカー選手権大会出場

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位 第11位

第1回（1978年度） * 広島大学福
山

島根大学 広島大学本部 鳥取大学 山口大学 岡山大学医学
部

第2回（1979年度） * 島根大学 広島大学福山 広島大学本部 鳥取大学 広島修道大学 山口大学

第3回（1980年度） * 広島大学福
山

広島修道大学 広島大学本部 鳥取大学 島根大学 山口大学

第4回（1981年度） * 岡山大学 広島大学福山 島根大学 広島修道大学 鳥取大学 広島大学本部

第5回（1982年度） * 岡山大学 島根大学 広島修道大学 広島大学 山口大学 鳥取大学

第6回（1983年度） * 島根大学 岡山大学 広島大学 広島修道大学 山口大学 鳥取大学

第7回（1984年度） * 岡山大学 島根大学 広島修道大学 広島大学 山口大学 鳥取大学

第8回（1985年度） * 広島大学 島根大学 岡山大学 山口大学 鳥取大学 広島修道大学

第9回（1986年度） * 島根大学 広島大学 岡山大学 広島修道大学 山口大学 鳥取大学

第10回（1987年度） * 島根大学 広島大学 徳山大学 広島修道大学 岡山大学 山口大学

第11回（1988年度） * 島根大学 広島修道大学 広島大学 徳山大学 岡山大学 山口大学

第12回（1989年度） * 島根大学 徳山大学 広島大学 広島修道大学 山口大学 岡山大学

第13回（1990年度） * 広島大学 広島修道大学 島根大学 徳山大学 鳥取大学 山口大学 岡山大学

第14回（1991年度） * 広島修道大
学

徳山大学 広島大学 鳥取大学 島根大学 山口大学 岡山大学

第15回（1992年度） * 徳山大学 広島大学 広島経済大学 島根大学 広島修道大学 山口大学 鳥取大学

第16回（1993年度） * 広島大学 広島経済大学 徳山大学 山口大学 広島修道大学 島根大学 鳥取大学

第17回（1994年度） * 広島大学 広島経済大学 福山大学 徳山大学 広島修道大学 島根大学 川崎医療福祉
大学

山口大学

第18回（1995年度） * 広島大学 徳山大学 福山大学 広島経済大学 島根大学 広島修道大学 岡山大学 川崎医療福祉
大学

第19回（1996年度） * 広島大学 広島経済大学 徳山大学 吉備国際大学 福山大学 岡山大学 広島修道大学 島根大学

第20回（1997年度） 1部 * 広島大学 広島経済大学 吉備国際大学 福山大学 広島修道大学 下関市立大学 岡山大学 徳山大学

2部 広島工業大学 福山平成大学 鳥取大学 島根大学 山口大学 岡山県立大学

第21回（1998年度） 1部 * 広島経済大
学

福山大学 吉備国際大学 広島大学 広島修道大学 下関市立大学 岡山大学 広島工業大学

2部 徳山大学 島根大学 福山平成大学 川崎医療福祉
大学

山口大学 鳥取大学

第22回（1999年度） 1部 * 広島修道大
学

吉備国際大学 徳山大学 広島経済大学 福山大学 下関市立大学 岡山大学 広島大学

2部 福山平成大学 山口大学 広島工業大学 鳥取大学 川崎医療福祉
大学

島根大学

第23回（2000年度） 1部 * 福山大学 広島大学 徳山大学 岡山大学 広島修道大学 吉備国際大学 下関市立大学 広島経済大学

2部 山口大学 川崎医療福祉
大学

広島工業大学 鳥取大学 福山平成大学 島根大学

第24回（2001年度） 1部 * 福山大学 広島大学 吉備国際大学 広島経済大学 徳山大学 広島修道大学 下関市立大学 岡山大学

2部 山口大学 島根大学 鳥取大学 福山平成大学 川崎医療福祉
大学

倉敷芸術科学
大学

広島工業大学

第25回（2002年度） 1部 * 広島経済大
学

* 吉備国際大
学

徳山大学 広島修道大学 広島大学 岡山大学 下関市立大学 福山大学

2部 山口大学 鳥取大学 島根大学 川崎医療福祉
大学

広島工業大学 山口大学工学
部

福山平成大学 倉敷芸術科学
大学
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第26回（2003年度） 1部 * 福山大学 * 吉備国際大
学

徳山大学 広島大学 広島経済大学 広島修道大学 岡山大学 下関市立大学

2部 島根大学 山口大学 広島国際大学 広島工業大学 川崎医療福祉
大学

福山平成大学 鳥取大学 山口大学工学
部

第27回（2004年度） 1部 * 福山大学 * 広島修道大
学

広島大学 広島経済大学 吉備国際大学 岡山大学 徳山大学 下関市立大学

2部 山口大学 川崎医療福祉
大学

広島工業大学 広島国際大学 福山平成大学 島根大学 岡山理科大学 鳥取大学

第28回（2005年度） 1部 * 徳山大学 * 福山大学 広島大学 広島修道大学 広島経済大学 吉備国際大学 山口大学 岡山大学

2部 福山平成大学 広島国際大学 川崎医療福祉
大学

広島工業大学 呉大学 下関市立大学 島根大学 岡山理科大学

第29回（2006年度） 1部 * 広島経済大
学

* 福山大学 徳山大学 吉備国際大学 広島修道大学 広島大学 福山平成大学 山口大学

2部 広島工業大学 岡山大学 広島国際大学 川崎医療福祉
大学

呉大学 島根大学 岡山理科大学 下関市立大学

第30回（2007年度） 1部 * 吉備国際大
学

徳山大学 広島大学 広島経済大学 広島修道大学 福山大学 福山平成大学 広島工業大学

2部 岡山大学 呉大学 広島国際大学 島根大学 岡山理科大学 下関市立大学 川崎医療福祉
大学

山口大学

第31回（2008年度） 1部 * 広島経済大
学

福山大学 吉備国際大学 広島大学 広島修道大学 福山平成大学 岡山大学 徳山大学

2部 東亜大学 川崎医療福祉
大学

島根大学 広島国際大学 下関市立大学 広島工業大学 呉大学 岡山理科大学

第32回（2009年度） 1部 * 広島修道大
学

広島大学 広島経済大学 福山大学 吉備国際大学 福山平成大学 東亜大学 岡山大学

2部 徳山大学 IPU・環太平
洋大学

鳥取大学 広島国際大学 下関市立大学 島根大学 広島文化学園
大学

川崎医療福祉
大学

3部 山口大学 広島工業大学 近畿大学工学
部

倉敷芸術科学
大学

岡山理科大学

第33回（2010年度） 1部 * 広島修道大
学

福山大学 吉備国際大学 広島経済大学 広島大学 IPU・環太平
洋大学

徳山大学 福山平成大学

2部A 広島工業大学 川崎医療福祉
大学

広島国際大学 島根大学 比治山大学 東亜大学 倉敷芸術科学
大学

2部B 鳥取大学 岡山大学 山口大学 下関市立大学 岡山理科大学 近畿大学工学
部

広島文化学園
大学

第34回（2011年度） 1部 * 福山大学 広島修道大学 IPU・環太平
洋大学

吉備国際大学 徳山大学 広島大学 広島経済大学 福山平成大学

2部A 鳥取大学 川崎医療福祉
大学

山口大学 下関市立大学 近畿大学工学
部

比治山大学

2部B 広島工業大学 岡山大学 東亜大学 島根大学 広島文化学園
大学

広島国際大学 岡山理科大学

第35回（2012年度） 1部 * 徳山大学 広島修道大学 IPU・環太平
洋大学

福山大学 吉備国際大学 川崎医療福祉
大学

広島経済大学 福山平成大学

2部A 広島大学 岡山大学 東亜大学 島根大学 尾道市立大学 比治山大学 広島文化学園
大学

2部B 広島工業大学 山口大学 鳥取大学 岡山県立大学 広島国際大学 下関市立大学 近畿大学工学
部

第36回（2013年度） 1部 * 広島修道大
学

* IPU・環太
平洋大学

福山大学 広島経済大学 徳山大学 川崎医療福祉
大学

広島大学 吉備国際大学 福山平成大学 広島工業大学

2部A 岡山大学 鳥取大学 尾道市立大学 広島国際大学 下関市立大学 広島文化学園
大学

2部B 岡山県立大学 島根大学 山口大学 東亜大学 比治山大学 近畿大学工学
部

第37回（2014年度） 1部 * 福山大学 * IPU・環太
平洋大学

徳山大学 広島大学 広島修道大学 川崎医療福祉
大学

吉備国際大学 広島経済大学 岡山大学 福山平成大学

2部 山口大学 広島工業大学 島根大学 岡山県立大学 鳥取大学 尾道市立大学 広島国際大学 下関市立大学 近畿大学工学
部

広島文化学園
大学

比治山大学

第38回（2015年度） 1部 * IPU・環太
平洋大学

* 福山大学 徳山大学 広島修道大学 広島経済大学 吉備国際大学 川崎医療福祉
大学

広島大学 岡山大学 山口大学

2部 福山平成大学 島根大学 岡山県立大学 広島工業大学 尾道市立大学 広島文化学園
大学

鳥取大学 広島国際大学 比治山大学 下関市立大学 近畿大学工学
部
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第39回（2016年度） 1部 * IPU・環太
平洋大学

徳山大学 福山大学 広島経済大学 広島修道大学 広島大学 吉備国際大学 福山平成大学 川崎医療福祉
大学

島根大学

2部A 岡山大学 広島工業大学 岡山理科大学 尾道市立大学 広島国際大学 比治山大学

2部B 山口大学 鳥取大学 広島文化学園
大学

下関市立大学 岡山県立大学 近畿大学工学
部

第40回（2017年度） 1部 * IPU・環太
平洋大学

* 福山大学 広島経済大学 広島大学 徳山大学 広島修道大学 吉備国際大学 山口大学 福山平成大学 岡山大学

2部 川崎医療福祉
大学

広島工業大学 鳥取大学 島根大学 岡山理科大学 下関市立大学 広島国際大学 尾道市立大学 広島文化学園
大学

比治山大学 近畿大学工学
部

第41回（2018年度） 1部 * IPU・環太
平洋大学

徳山大学 福山大学 広島経済大学 広島大学 広島修道大学 福山平成大学 吉備国際大学 川崎医療福祉
大学

山口大学

2部 鳥取大学 岡山大学 広島工業大学 広島文化学園
大学

下関市立大学 島根大学 岡山理科大学 尾道市立大学 広島国際大学 近畿大学工学
部

比治山大学

第42回（2019年度） 1部 * IPU・環太
平洋大学

福山大学 徳山大学 広島経済大学 広島大学 広島修道大学 吉備国際大学 福山平成大学 鳥取大学 岡山大学

2部 山口大学 広島文化学園
大学

島根大学 川崎医療福祉
大学

広島国際大学 下関市立大学 広島工業大学 尾道市立大学 岡山理科大学 近畿大学工学
部

比治山大学

第43回（2020年度） 1部 福山大学 IPU・環太平
洋大学

広島大学 徳山大学 広島修道大学 広島経済大学 福山平成大学 山口大学 吉備国際大学 鳥取大学

2部 島根大学 岡山大学 川崎医療福祉
大学

広島文化学園
大学

広島工業大学 尾道市立大学 広島国際大学 近畿大学工学
部
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