
回 年 地域 開催場所 推移 オープン部門 ウィメン部門

参加人数 １６チーム：２９６名 １６チーム：２１０名

優勝 上智大学フリークス 法政大学ASA-MAC'S

準優勝 法政大学ASAMAC'S 帝京平成大学FREEGARS

３位 國學院大學TRIUMPH 早稲田大学ソニックス

MVP 島　彰吾　選手（上智大学　所属） 吉田　楓　選手（法政大学　所属）

敢闘賞 大仁　貴博　選手（法政大学　所属） 奥野　慎美　選手（帝京平成大学　所属）

参加人数 １６チーム：２１６名 ４チーム：４６名

優勝 中京大学FLIPPERS 法政大学ASA-MAC'S

準優勝 静岡大学GLANZ 中京大学Naughty Kids

３位 愛知淑徳大学GARNET'S 北海道大学PADDY

MVP 岡地　高聖　選手（中京大学　所属） 中山　友希　選手（法政大学　所属）

敢闘賞 鈴木　敬也　選手（静岡大学　所属） 近藤　奈緒　選手（中京大学　所属）

参加人数 ８チーム：１１２名 １０チーム：１１２名

優勝 会津大学dualboot 秋田大学BLITZ

準優勝 仙台大学Enerista 筑波大学INVER HOUSE

３位 岩手大学RASIS 東北学院大学Unchain

MVP 伊藤　剣大　選手（会津大学　所属） 佐藤　光　選手（秋田大学　所属）

敢闘賞 佐久間　大希　選手（仙台大学　所属） 石井　奏有　選手（筑波大学　所属）

参加人数 １７チーム：３１１名 ９チーム：１２２名

優勝 早稲田大学ソニックス 上智大学フリークス

準優勝 國學院大學TRIUMPH ICU WINDS

３位 上智大学FREAKS 法政大学ASA-MAC'S

MVP 島　寛悟　選手（早稲田大学　所属） 杉浦　ひなの　選手（上智大学　所属）

敢闘賞 矢崎　悠頌　選手（國學院大学　所属） 鵜飼　楓香　選手（ICU　所属）

参加人数 １４チーム：２３０名 ９チーム：１１５名

優勝 中京大学フリッパーズ 中京大学Naughty Kids

準優勝 大阪体育大学ボーシャーズ 静岡大学GLANZ

３位 静岡大学GLANZ 信州大学LOOSE

MVP 谷口　将基　選手（中京大学　所属） 古川　玲桜　選手（中京大学　所属）

敢闘賞 槇山　竣平　選手（大阪体育大学　所属） 仲田　彩乃　選手（静岡大学　所属）

参加人数 ６チーム：９１名 ４チーム：５５名

優勝 東北大学ALBATROSS 岩手大学RASIS

準優勝 産業能率大学アミスタ 山形大学さくらんぼーね

３位 岩手大学RASIS 東北大学ALBATROSS

MVP 多田　崚真　選手（東北大学　所属） 平川　祥　選手（岩手大学　所属）

敢闘賞 佐々木　慧　選手（産業能率大学　所属） 工藤　由乃佳　選手（山形大学　所属）

参加人数 １９チーム：３０５名 ９チーム：１０５名

優勝 早稲田大学ソニックス 早稲田大学ソニックス

準優勝 北海道大學PADDY 国際基督教大學WINDS

３位 秋田大学BLITZ 法政大学ASA-MAC'S

MVP 島　寛悟　選手（早稲田大学　所属） 今川　彩友香　選手（早稲田大学　所属）

敢闘賞 矢崎　悠頌　選手（國學院大学　所属） 黒坂　真帆　選手（国際基督教大学　所属）

参加人数 ８チーム：１２１名 ６チーム：７４名

優勝 秋田大学BLITZ 秋田大学BLITZ

準優勝 東北学院大学うんちぇいん 岩手大学RASIS

３位 東北大学ALBATROSS 山形大学さくらんぼーね

MVP 福澤　康平　選手（秋田大学　所属） 倉光　真穂　選手（秋田大学　所属）

敢闘賞 高橋　雄大　選手（東北学院大学　所属） 高橋　稀沙羅　選手（岩手大学　所属）

参加人数 １３チーム：２１４名 １０チーム：１４５名

優勝 大阪体育大学BOUHSEARS 大阪体育大学BOUHSEARS

準優勝 愛知淑徳大学GARET'S 静岡大学うわの空

３位 愛知学院大学Batman 名古屋学芸大学New Earth

MVP 高瀬　康平　選手（大阪体育大学　所属） 賀川　実生　選手（大阪体育大学　所属）

敢闘賞 中島　郁貴　選手（愛知淑徳大学　所属） 大嶋　夏乃　選手（静岡大学　所属）

参加人数 ２２チーム：４０２名 １５チーム：２１０名

優勝 早稲田大学SONICS 日本体育大学BARBARIANS

準優勝 慶應義塾大学ホワイトホーンズ 慶應義塾大学WHITEHORNS

３位 会津大学DualBoot 法政大学ASA-MAC'S

MVP 李　篤忠　選手（早稲田大学　所属） 中村　真奈　選手（日本体育大学　所属）

敢闘賞 合田　武弘　選手（慶應義塾大学　所属） 近藤　瑠夏　選手（慶應義塾大学　所属）

参加人数 １５チーム：２９０名 １０チーム：１４７名

優勝 大阪体育大学BOUHSEARS 中京大学Naughty Kids

準優勝 静岡大学うわの空 大阪体育大学BOUHSEARS 

３位 信州大学LOOSE 静岡大学GLANZ

MVP 石川　諒　選手（大阪体育大学　所属） 下川　佳乃　選手（中京大学　所属）

敢闘賞 木俣　雄人　選手（静岡大学　所属） 小森　遥以　選手（大阪体育大学　所属）

参加人数 ９チーム：１３８名 ３チーム：４６名

優勝 会津大学DualBoot エナチェイン

準優勝 秋田大学BLITZ 山形大学さくらんぼーね

３位 東北学院大学unchain BLICHU

MVP 久力　匡　選手（会津大学　所属） 鈴木　未来　選手（エナチェイン　所属）

敢闘賞 三上　康成　選手（秋田大学　所属） 菅原　叶恵　選手（山形大学　所属）
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※２０１６年よりオープン部門はメン部門に２０２１年よりメン部門はオープン部門に名称変更
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