
中国大学連盟　インカレ出場校一覧
男子 女子
年度 回数 1位 2位 3位

昭和24 1 鳥取大
昭和25 2 鳥取大
昭和26 3 鳥取大
昭和27 4 鳥取大
昭和28 5 鳥取大 回数 1位 2位 3位

昭和29 6 岡山大 1
昭和30 7 鳥取大 2
昭和31 8 鳥取大 3
昭和32 9 鳥取大 4
昭和33 10 鳥取大 5
昭和34 11 鳥取大 6
昭和35 12 鳥取大 7 広島大
昭和36 13 鳥取大 8 岡山県立短大
昭和37 14 岡山大 9 広島大
昭和38 15 岡山大 10 広島大
昭和39 16 岡山大 11 岡山県立短大
昭和40 17 岡山大 12 岡山県立短大
昭和41 18 岡山大 13 広島教育女大
昭和42 19 広島大 14 岡山女短大
昭和43 20 山口大 15 広島大
昭和44 21 岡山大 16 広島大
昭和45 22 島根大 17 岡山短大
昭和46 23 広島工業大 18 岡山短大
昭和47 24 広島工業大 19 岡山県立短大
昭和48 25 島根大 20 広島大
昭和49 26 島根大 21 島根大
昭和50 27 島根大 22 広島女学院大
昭和51 28 鳥取大 23 島根大
昭和52 29 島根大 24 岡山県立短大
昭和53 30 広島大 25 広島女学院大
昭和54 31 島根大 26 島根大 広島大
昭和55 32 広島大 27 広島大 広島女学院大
昭和56 33 広島大 28 島根大 岡山短大
昭和57 34 島根大 29 岡山短大 広島大
昭和58 35 島根大 30 岡山県立短大 広島大
昭和59 36 広島大 31 広島大 島根大
昭和60 37 広島大 32 広島大 島根大
昭和61 38 広島大 33 島根大 広島大
昭和62 39 広島大 34 島根大 広島女学院大
昭和63 40 島根大 35 徳山女短大 岡山県立短大
平成元 41 広島大 36 岡山県立短大 広島大
平成2 42 島根大 37 広島大 岡山県立短大
平成3 43 広島大 38 岡山県立短大 島根大
平成4 44 広島大 39 徳山大 岡山大
平成5 45 広島修道大 岡山理科大 40 徳山大 広島大
平成6 46 島根大 広島大 41 徳山大 広島経済大
平成7 47 広島経済大 倉敷芸科大 42 広島大 徳山大
平成8 48 島根大学 倉敷芸科大 43 徳山大 広島大
平成9 49 広島経済大 島根大 44 徳山大 広島大
平成10 50 島根大 広島経済大 岡山大 45 徳山大 広島大 広島経済大
平成11 51 広島大 広島経済大 46 広島大 徳山大
平成12 52 広島経済大 倉敷芸科大 47 広島大 徳山大
平成13 53 広島経済大 広島大 48 広島大 島根大 徳山大
平成14 54 広島経済大 島根大 49 広島大 徳山大 島根大
平成15 55 徳山大 広島大 広島修道大 50 広島大 徳山大 島根大
平成16 56 徳山大 倉敷芸科大 51 徳山大 広島大
平成17 57 徳山大 広島大 52 広島大 島根大
平成18 58 広島国際学院大 徳山大 53 広島大 徳山大
平成19 59 広島大 徳山大 54 広島大 徳山大
平成20 60 広島大 広島修道大 60 徳山大 広島大
平成21 61 倉敷芸科大 徳山大 61 環太平洋大 広島大
平成22 62 徳山大 倉敷芸科大 62 環太平洋大 広島大
平成23 63 倉敷芸科大 徳山大 63 環太平洋大 広島大
平成24 64 広島大学 徳山大 64 環太平洋大 広島大
平成25 65 広島大学 倉敷芸術科学大 65 倉敷芸術科学大 環太平洋大 広島大
平成26 66 広島大学 山口大学 66 倉敷芸術科学大 環太平洋大
平成27 67 徳山大学 広島大学 67 環太平洋大 倉敷芸術科学大
平成28 68 広島大学 徳山大学 68 広島大学 環太平洋大学
平成28 69 徳山大学 広島大学 69 広島大学 倉敷芸術科学大学

女子の昭和54年～平成3年度までは予選順位が確認できないため順位は関係なし。
平成4年度第39回大会以降は予選順位順に掲載。
平成20年度より女子の大会回数を男子と合わせる。


