
年度 監督 大会名 (団体) 成績
昭和36年度 第1回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 初優勝

第9回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 初優勝
昭和37年度 第10回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 2年連続 2回目優勝
昭和38年度 第11回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 3年連続 3回目優勝
昭和39年度 第12回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 4年連続 4回目優勝
昭和40年度 第5回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 2回目優勝

第13回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 5年連続 5回目優勝
昭和41年度 第6回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 2年連続 3回目優勝

第14回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 6年連続 6回目優勝
昭和42年度 阪上   勝美 第7回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 3年連続 4回目優勝

第15回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 7年連続 7回目優勝
昭和43年度 阪上   勝美 第8回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 4年連続 5回目優勝

第16回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 8年連続 8回目優勝
昭和44年度 阪上   勝美 第9回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 5年連続 6回目優勝

第17回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 9年連続 9回目優勝
昭和45年度 阪上   勝美 第18回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 10年連続 10回目優勝
昭和46年度 阪上   勝美 第19回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 11年連続 11回目優勝
昭和47年度 阪上   勝美 第20回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 12年連続 12回目優勝
昭和48年度 阪上   勝美 第13回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 7回目優勝

第21回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 13年連続 13回目優勝
昭和49年度 阪上   勝美 第14回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 2年連続 8回目優勝

第22回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 14年連続 14回目優勝
昭和50年度 阪上   勝美 第15回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 3年連続 9回目優勝

第23回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 15年連続 15回目優勝
昭和51年度 阪上   勝美 第16回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 4年連続 10回目優勝

第24回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 16年連続 16回目優勝
昭和52年度 阪上   勝美 第17回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 5年連続 11回目優勝

第25回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 17年連続 17回目優勝
昭和53年度 阪上   勝美 第18回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 6年連続 12回目優勝

第26回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 18年連続 18回目優勝
昭和54年度 阪上   勝美 第19回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 7年連続 13回目優勝

第27回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 19年連続 19回目優勝
昭和55年度 阪上   勝美 第20回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 8年連続 14回目優勝

第28回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 20年連続 20回目優勝
昭和56年度 阪上   勝美 第21回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 9年連続 15回目優勝

第29回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 21年連続 21回目優勝
昭和57年度 阪上   勝美 第22回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 10年連続 16回目優勝

第30回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 22年連続 22回目優勝
昭和58年度 阪上   勝美 第23回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 11年連続 17回目優勝

第31回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 23年連続 23回目優勝
昭和59年度 阪上   勝美 第24回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 12年連続 18回目優勝

第32回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 24年連続 24回目優勝
昭和60年度 阪上   勝美 第25回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 13年連続 19回目優勝

第33回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 25年連続 25回目優勝
昭和61年度 阪上   勝美 第26回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 14年連続 20回目優勝

第34回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 26年連続 26回目優勝
昭和62年度 阪上   勝美 第35回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 27年連続 27回目優勝
昭和63年度 阪上   勝美 第28回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 準優勝

第36回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 28年連続 28回目優勝
平成元年度 阪上   勝美 第29回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 準優勝

第37回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 29年連続 29回目優勝
平成2年度 阪上   勝美 第36回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 3位

第30回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 準優勝
第38回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 30年連続 30回目優勝

平成3年度 阪上   勝美 第37回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 3位
第31回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 21回目優勝
第39回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 31年連続 31回目優勝

平成4年度 阪上   勝美 第32回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 2年連続 22回目優勝
第40回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 32年連続 32回目優勝

平成5年度 阪上   勝美 第33回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 3年連続 23回目優勝
第41回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 33年連続 33回目優勝

平成6年度 阪上   勝美 第34回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 4年連続 24回目優勝
第42回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 34年連続 34回目優勝

平成7年度 阪上   勝美 第35回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 5年連続 25回目優勝
第43回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 35年連続 35回目優勝

平成8年度 阪上   勝美 第36回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 6年連続 26回目優勝
第44回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 36年連続 36回目優勝

平成9年度 阪上   勝美 第37回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 7年連続 27回目優勝
第45回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 37年連続 37回目優勝

平成10年度 阪上   勝美 第38回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 8年連続 28回目優勝
第46回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 38年連続 38回目優勝

平成11年度 阪上   勝美 第39回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 9年連続 29回目優勝
第47回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 39年連続 39回目優勝

平成12年度 阪上   勝美 第40回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 10年連続 30回目優勝
第48回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 40年連続 40回目優勝

平成13年度 阪上   勝美 第41回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 準優勝
第49回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 41年連続 41回目優勝

平成14年度 宮下日出海 第42回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 3位
第50回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 42年連続 42回目優勝

平成15年度 宮下日出海 第43回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 3位
第51回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 43年連続 43回目優勝

平成16年度 宮下日出海 第44回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 準優勝
第52回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 44年連続 44回目優勝

平成17年度 宮下日出海 第45回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 準優勝
第53回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 45年連続 45回目優勝

平成18年度 宮下日出海 第46回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 準優勝
第54回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 46年連続 46回目優勝

平成19年度 宮下日出海 第47回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 3位
第55回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 47年連続 47回目優勝

平成20年度 宮下日出海 第56回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 48年連続 48回目優勝
平成21年度 宮下日出海 第55回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 9位 2部降格

備考

ウエイトリフティング部 大会記録 (昭和33年 創部)



第57回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 49年連続 49回目優勝
平成22年度 宮下日出海 第50回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 3位

第58回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 50年連続 50回目優勝
平成23年度 宮下日出海 第57回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 10位 2部降格

第59回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 51年連続 51回目優勝
平成24年度 宮下日出海 第52回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 準優勝

第60回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 52年連続 52回目優勝
平成25年度 宮下日出海 第59回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 10位 2部降格

第53回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 3位
第61回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 53年連続 53回目優勝

平成26年度 宮下日出海 第62回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 準優勝
平成27年度 宮下日出海 第63回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 2年ぶり54回目優勝
平成28年度 早瀬　昇 第55回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 3位

第64回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 2年連続55回目優勝
平成29年度 早瀬　昇 第56回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 3位

第65回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 3年連続56回目優勝
平成30年度 早瀬　昇 第66回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 4年連続57回目優勝

年度 監督 大会名 (個人) 成績 氏   名 備   考
昭和35年度 阪上   勝美 第8回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾊﾞﾝﾀﾑ級 優勝 阪上   勝美 大会新記録
昭和36年度 阪上   勝美 第9回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾊﾞﾝﾀﾑ級 優勝 阪上   勝美 大会新記録

ﾗｲﾄ級 優勝 東      善彦
ﾗｲﾄ級 優勝 阪上   勝美 大会新記録

第7回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 優勝 阪上   勝美 日本記録
第1回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 優勝 阪上   勝美 日本ﾀｲ記録

昭和37年度 阪上   勝美 第2回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 優勝 阪上   勝美
第8回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 優勝 阪上   勝美 日本記録

昭和38年度 阪上   勝美 第3回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾊﾞﾝﾀﾑ級 優勝 阪上   勝美 大会新記録
東京ﾌﾟﾚｵﾘﾝﾋﾟｯｸｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会兼 優勝 阪上   勝美
第9回全日本ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾊﾞﾝﾀﾑ級

昭和40年度 阪上   勝美 第5回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 優勝 佐々木良作
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 優勝 太田   正二
ﾌｪｻﾞｰ級 優勝 高山   甚三郎
ﾗｲﾄ級 優勝 片岡   英雄
ﾐﾄﾞﾙ級 優勝 小林   智春

昭和41年度 阪上   勝美 第6回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 優勝 佐々木良作
ﾌｪｻﾞｰ級 優勝 高山   甚三郎
ﾐﾄﾞﾙ級 優勝 細川   進

昭和42年度 阪上   勝美 第7回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 優勝 氏家   賢
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 優勝 太田   正二
ﾌｪｻﾞｰ級 優勝 川中   幹雄

昭和43年度 阪上   勝美 第8回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 優勝 氏家   賢
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 優勝 太田   正二
ﾍﾋﾞｰ級 優勝 岩崎   雄二

第14回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 優勝 福沢   和博
昭和44年度 阪上   勝美 第9回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 優勝 氏家   賢

ﾐﾄﾞﾙ級 優勝 沢田   喬
ﾍﾋﾞｰ級 優勝 岩崎   雄二

第15回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾍﾋﾞｰ級 優勝 岩崎   雄二
昭和45年度 阪上   勝美 第16回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾍﾋﾞｰ級 優勝 岩崎   雄二

ﾌﾗｲ級 準優勝 組頭   健太郎
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 準優勝 鵜飼   峰生
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 3位 大橋   達夫
ﾗｲﾄ級 3位 岡倉   孝則

第10回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾊﾞﾝﾀﾑ級 優勝 福沢   和博
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 準優勝 伊藤   良二
ﾌｪｻﾞｰ級 準優勝 大橋   達夫
ﾗｲﾄ級 3位 岡倉   孝則
ﾐﾄﾞﾙ級 3位 長野   義文
ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級 3位 山本   恒博
ﾐﾄﾞﾙﾍﾋﾞｰ級 準優勝 高木   邦男

第10回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾍﾋﾞｰ級 優勝 岩崎   雄二
ﾍﾋﾞｰ級 準優勝 寺田   泰夫

第18回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 優勝 組頭   健太郎
ﾌﾗｲ級 3位 黒井   栄三郎
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 優勝 福沢   和博
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 準優勝 伊藤   良二
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 3位 宮崎   忠
ﾌｪｻﾞｰ級 優勝 大橋   達夫

第18回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌｪｻﾞｰ級 準優勝 鵜飼   峰生
ﾌｪｻﾞｰ級 3位 松本   博幸
ﾗｲﾄ級 優勝 岡倉   孝則
ﾗｲﾄ級 3位 鬼海   千秋
ﾐﾄﾞﾙ級 優勝 守倉   禎二
ﾐﾄﾞﾙ級 3位 福本   篤二
ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級 準優勝 平間   繁夫
ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級 3位 坂本   英雄
ﾐﾄﾞﾙﾍﾋﾞｰ級 準優勝 寺田   泰夫
ﾍﾋﾞｰ級 優勝 岩崎   雄二

昭和46年度 阪上   勝美 第1回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ東西対抗大会 ﾊﾞﾝﾀﾑ級 準優勝 鵜飼   峰生
第17回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾊﾞﾝﾀﾑ級 準優勝 松本   博幸

ﾗｲﾄ級 3位 岡倉   孝則
ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級 準優勝 平間   繁夫

第11回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 準優勝 組頭   健太郎
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 優勝 松本   博幸
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 準優勝 伊藤   良二
ﾌｪｻﾞｰ級 準優勝 大橋   達夫
ﾗｲﾄ級 準優勝 岡倉   孝則
ﾐﾄﾞﾙ級 3位 平間   繁夫

ウエイトリフティング部 大会記録 (昭和33年 創部)



ﾍﾋﾞｰ級 優勝 寺田   泰夫
第19回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 優勝 組頭   健太郎

ﾌﾗｲ級 準優勝 円山   均
ﾌﾗｲ級 3位 奥村   良弘
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 優勝 大橋   達夫
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 準優勝 黒井   栄三郎
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 3位 伊藤   良二
ﾌｪｻﾞｰ級 準優勝 鵜飼   峰生
ﾗｲﾄ級 優勝 守倉   禎二
ﾗｲﾄ級 準優勝 山岡   正秀
ﾐﾄﾞﾙ級 優勝 岡倉   孝則
ﾐﾄﾞﾙ級 3位 長野   義文
ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級 優勝 平間   繁夫
ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級 準優勝 山本   恒博
ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級 3位 福本   篤二

昭和47年度 阪上   勝美 第18回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾊﾞﾝﾀﾑ級 優勝 鵜飼   峰生
ﾗｲﾄ級 優勝 岡倉   孝則

第12回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾊﾞﾝﾀﾑ級 優勝 松本   博幸
ﾗｲﾄ級 優勝 岡倉   孝則
ﾗｲﾄ級 3位 鬼海   千秋
ﾍﾋﾞｰ級 優勝 寺田   泰夫
ﾌﾗｲ級 3位 三原   豊
ﾌｪｻﾞｰ級 準優勝 鵜飼   峰生
ﾐﾄﾞﾙ級 準優勝 平間   繁夫
ﾐﾄﾞﾙ級 3位 岡田   実
ﾐﾄﾞﾙﾍﾋﾞｰ級 3位 大城   進

第20回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 優勝 浅井   紀男
ﾌﾗｲ級 準優勝 三原   豊
ﾌﾗｲ級 3位 奥村   良弘
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 優勝 鵜飼   峰生
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 準優勝 高嶋   博志
ﾌｪｻﾞｰ級 優勝 松本   博幸
ﾗｲﾄ級 優勝 岡田   実
ﾗｲﾄ級 3位 鬼海   千秋
ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級 優勝 岡倉   孝則
ﾐﾄﾞﾙ級 準優勝 福本   篤二
ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級 優勝 平間   繁夫
ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級 3位 坂東   孝彦
ﾐﾄﾞﾙﾍﾋﾞｰ級 準優勝 大城   進
ﾐﾄﾞﾙﾍﾋﾞｰ級 3位 佐治   直哉
ﾍﾋﾞｰ級 優勝 寺田   泰夫

昭和48年度 阪上   勝美 第3回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ東西対抗大会 ﾌﾗｲ級 3位 三原   豊
ﾗｲﾄ級 3位 岡田   実
ﾐﾄﾞﾙ級 準優勝 岡倉   孝則
ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級 優勝 平間   繁夫
ﾍﾋﾞｰ級 準優勝 佐治   直哉
ﾍﾋﾞｰ級 3位 大城   進

第13回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾗｲﾄ級 優勝 岡田   実
ﾌﾗｲ級 準優勝 三原   豊

昭和48年度 阪上   勝美 第13回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌｪｻﾞｰ級 準優勝 松本   博幸
ﾐﾄﾞﾙ級 準優勝 岡倉   孝則
ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級 準優勝 平間   繁夫
ﾐﾄﾞﾙﾍﾋﾞｰ級 3位 赤崎   六治
ﾍﾋﾞｰ級 優勝 佐治   直哉
ﾍﾋﾞｰ級 準優勝 大城   進

昭和49年度 阪上   勝美 第20回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 優勝 三原   豊
ﾍﾋﾞｰ級 優勝 佐治   直哉

ｼﾞｭﾆｱ世界ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会出場 ﾌﾗﾝｽ(ﾏﾙｾｲﾕ) 優勝 大川   克弘
昭和50年度 阪上   勝美 第23回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 優勝 三原   豊

ﾊﾞﾝﾀﾑ級 優勝 長安   義彦
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 準優勝 西本   一郎
ﾌｪｻﾞｰ級 優勝 早坂   利昭
ﾗｲﾄ級 準優勝 西野   良夫
ﾐﾄﾞﾙ級 優勝 松本   春作
ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級 優勝 藤井   浩一
ﾐﾄﾞﾙﾍﾋﾞｰ級 優勝 田村   雄二
ﾐﾄﾞﾙﾍﾋﾞｰ級 準優勝 大城   進
ﾍﾋﾞｰ級 優勝 大川   克弘

昭和51年度 阪上   勝美 第16回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾐﾄﾞﾙ級 優勝 早瀬   昇
ﾐﾄﾞﾙ級 3位 速国   正一
ﾍﾋﾞｰ級 優勝 大川   克弘
ﾐﾄﾞﾙﾍﾋﾞｰ級 優勝 田村   雄次
ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級 3位 小野   浩二
ﾌﾗｲ級 準優勝 森本   幸雄
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 準優勝 長安   義彦
ﾌｪｻﾞｰ級 3位 早坂   利昭
ﾗｲﾄ級 準優勝 松本   春作

第24回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾗｲ級 準優勝 宮下   日出海
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 優勝 長安   義彦
ﾌｪｻﾞｰ級 3位 唐門   明
ﾗｲﾄ級 優勝 松本   春作
ﾗｲﾄ級 3位 篠原   弘徳
ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級 優勝 小笠原弘二
ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級 3位 西村   敏彦
ﾐﾄﾞﾙﾍﾋﾞｰ級 優勝 田村   雄二
ﾐﾄﾞﾙﾍﾋﾞｰ級 準優勝 下野   三奈夫
ﾍﾋﾞｰ級 優勝 大川   克弘

昭和52年度 阪上   勝美 第23回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 準優勝 宮下   日出海
100kg級 優勝 大川   克弘
110kg級 3位 南方   巧吉

第17回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 優勝 宮下   日出海
                                                              56kg級 優勝 長安   善彦
                                                            60kg級 優勝 早坂   利昭



                                                              100kg級 優勝 大川   克弘
第25回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 優勝 宮下   日出海

56kg級 優勝 長安   義彦
56kg級 3位 内野   利巳
60kg級 優勝 早坂   利昭
60kg級 準優勝 原塚   博文

                                                         67.5kg級 優勝 上薗   一春
75kg級 優勝 早瀬   昇
75kg級 3位 牧野   正志
82.5kg級 準優勝 小笠原弘二
90kg級 準優勝 下野   三奈夫
100kg級 優勝 大川   克弘
100kg級 準優勝 渡辺   安弘
100kg級 3位 南方   巧吉

昭和53年度 阪上   勝美 第24回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 優勝 宮下   日出海
60kg級 3位 早坂   利昭
60kg級 準優勝 篠原   弘徳
67.5kg級 3位 上薗   一春

                                                              75kg級 3位 早瀬   昇
昭和54年度 阪上   勝美 第25回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 準優勝 宮下   日出海

75kg級 準優勝 早瀬   昇
90kg級 準優勝 下野   三奈夫

第19回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 準優勝 白石   伸二
56kg級 準優勝 内野   利巳

                                                              60kg級 優勝 宮下   日出海
昭和54年度 阪上   勝美 第19回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 75kg級 優勝 早瀬   昇

82.5kg級 優勝 山林   隆
90kg級 優勝 下野   三奈夫
100kg級 優勝 南方   巧吉

第27回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 優勝 磯村   篤
52kg級 準優勝 恵      清光
52kg級 3位 白石   伸二
56kg級 優勝 宮下   日出海
56kg級 3位 内野   利巳
60kg級 優勝 原塚   博文
60kg級 3位 吉川   朗
75kg級 優勝 上薗   一春
75kg級 3位 河野   長男
82.5kg級 優勝 早瀬   昇
82.5kg級 準優勝 山林   隆
90kg級 優勝 下野   三奈夫
90kg級 3位 金森   紀文
100kg級 優勝 南方   巧吉
100kg級 準優勝 渡辺   安弘

昭和55年度 阪上   勝美 第26回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 3位 磯部   一美
75kg級 準優勝 上薗   一春
110kg級 3位 南方   巧吉

第20回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 準優勝 白石   伸二
56kg級 3位 内野   利巳
67.5kg級 3位 和田   昌樹
75kg級 優勝 上薗   一春
75kg級 準優勝 河野   長男
82.5kg級 3位 山林   隆
90kg級 3位 丸山   卓也
100kg級 準優勝 南方   巧吉
100kg級 3位 尾崎   数則

第28回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 優勝 恵      清光
56kg級 3位 磯部   一美
60kg級 準優勝 吉川   朗
60kg級 3位 松浦   仁志
67.5kg級 優勝 鈴木   元盛
67.5kg級 準優勝 原塚   博文
75kg級 優勝 上薗   一春
75kg級 3位 和田   昌樹
82.5kg級 準優勝 山林   隆
82.5kg級 3位 河野   長男
90kg級 優勝 金森   紀文
90kg級 準優勝 丸山   卓也
100kg級 優勝 南方   巧吉
100kg級 3位 尾崎   数則

昭和56年度 阪上   勝美 第11回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ東西対抗大会 52kg級 3位 白石   伸二
56kg級 準優勝 磯村   篤
56kg級 3位 磯部   一美
75kg級 3位 和田   昌樹
82.5kg級 3位 山林   隆
90kg級 準優勝 丸山   卓也

第27回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 3位 白石   伸二
56kg級 準優勝 磯村   篤
82.5kg級 準優勝 山林   隆

第27回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 3位 恵      清光
                                                                   67.5kg級 準優勝 和田   昌樹
第21回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 準優勝 白石   伸二

56kg級 優勝 磯村   篤
56kg級 準優勝 磯部   一美
60kg級 3位 畠納   武美
67.5kg級 準優勝 鈴木   元盛
75kg級 準優勝 和田   昌樹
82.5kg級 優勝 山林   隆



82.5kg級 3位 久津輪洋昭
90kg級 優勝 丸山   卓也
100kg級 準優勝 尾崎   数則

第29回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 準優勝 白石   伸二
56kg級 優勝 磯村   篤
56kg級 準優勝 恵      清光
60kg級 優勝 畠納   武美
60kg級 3位 吉川   朗
67.5kg級 優勝 鈴木   元盛
67.5kg級 準優勝 浅井   隆二
75kg級 優勝 和田   昌樹
82.5kg級 優勝 山林   隆
82.5kg級 準優勝 久津輪洋昭
90kg級 優勝 丸山   卓也
90kg級 準優勝 中西   誠
100kg級 優勝 尾崎   数則
100kg級 準優勝 堀川   邦彦

昭和57年度 阪上   勝美 第12回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ東西対抗大会 56kg級 優勝 磯部   一美
56kg級 準優勝 恵      清光
60kg級 準優勝 畠納   武美
67.5kg級 準優勝 浅生   隆二
82.5kg級 3位 久津輪洋昭
100kg級 準優勝 尾崎   数則
110kg級 3位 福森   繁明

第28回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 準優勝 恵      清光
56kg級 3位 磯部   一美
60kg級 準優勝 畠納   武美

第27回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 3位 恵      清光
第22回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56kg級 優勝 磯部   一美

56kg級 準優勝 恵      清光
60kg級 優勝 畠納   武美
67.5kg級 優勝 浅生   隆二
82.5kg級 優勝 久津輪洋昭
100kg級 優勝 尾崎   数則
100kg級 3位 福森   繁明

第30回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56kg級 優勝 松村   靖志
60kg級 優勝 畠納   武美
60kg級 準優勝 坂中   直之
67.5kg級 優勝 一瀬   洋次
67.5kg級 3位 金本   栄信
75kg級 3位 松浦   仁志
82.5kg級 優勝 久津輪洋昭
82.5kg級 準優勝 瀧      総司
82.5kg級 3位 白石   雄二
90kg級 優勝 中西   誠
90kg級 準優勝 堀川   邦彦
100kg級 優勝 尾崎   数則
100kg級 準優勝 福森   繁明

昭和58年度 阪上   勝美 第13回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ東西対抗大会 56kg級 3位 磯部   一美
60kg級 準優勝 坂中   直之
75kg級 3位 柴田   久徳
82.5kg級 優勝 久津輪洋昭

                                                                  90kg級 3位 丸山   卓也
第29回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 優勝 田中   重四郎

56kg級 準優勝 磯部   一美
56kg級 3位 松村   靖志
82.5kg級 優勝 久津輪洋昭

第23回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56kg級 優勝 磯部   一美
56kg級 3位 田中   重四郎
60kg級 3位 坂中   直之
75kg級 準優勝 柴田   久徳
82.5kg級 優勝 久津輪洋昭
82.5kg級 準優勝 瀧      総司
90kg級 準優勝 丸山   卓也
100kg級 準優勝 福森   繁明

第31回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 3位 平岩   光
56kg級 準優勝 松村   靖志
56kg級 優勝 田中   重四郎
60kg級 優勝 磯部   一美
60kg級 準優勝 坂中   直之
67.5kg級 優勝 鈴木   元盛
67.5kg級 準優勝 松浦   仁志
75kg級 準優勝 柴田   久徳
75kg級 3位 白石   公弘
82.5kg級 優勝 久津輪洋昭
82.5kg級 準優勝 瀧      総司
82.5kg級 3位 三好   右文
90kg級 優勝 丸山   卓也
90kg級 準優勝 白石   雄二
90kg級 3位 堀川   邦彦
100kg級 優勝 有本   勝俊

昭和60年度 阪上   勝美 第27回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 67.5kg級 3位 知念   秀樹
昭和61年度 阪上   勝美 第16回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ東西対抗大会 60kg級 3位 田中   重四郎

67.5kg級 3位 井原   毅
75kg級 3位 藤井   真人
82.5kg級 優勝 知念   秀樹
90kg級 準優勝 白石   公弘
110kg級 3位 松田   剛宏



第32回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 3位 小林   政義
56kg級 優勝 田中   重四郎
75kg級 優勝 知念   秀樹
110kg級 3位 有本   勝俊

第32回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 75kg級 優勝 知念   秀樹
第34回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 優勝 小林   政義

52kg級 準優勝 長村   伝雄
56kg級 優勝 宮路   隆一
60kg級 優勝 田中   重四郎
60kg級 準優勝 鈴木   一生
67.5kg級 優勝 井原   毅
67.5kg級 準優勝 宮本   政美
75kg級 優勝 藤井   真人
75kg級 準優勝 菊池   和弘
82.5kg級 優勝 知念   秀樹
90kg級 優勝 白石   公弘
90kg級 3位 永松   誠
100kg級 優勝 松田   剛宏
100kg級 3位 三木   康裕
110kg級 優勝 有本   勝俊

昭和62年度 阪上   勝美 第33回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 3位 森下   良平
                                                           52kg級 準優勝 小林   政義
                                                           75kg級 優勝 知念   秀樹
第33回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 82.5kg級 3位 知念   秀樹
第27回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 準優勝 小林   政義

52kg級 優勝 守安   智之
67.5kg級 準優勝 井原   毅
75kg級 準優勝 藤井   真人
75kg級 3位 菊池   和弘
82.5kg級 優勝 知念   秀樹
82.5kg級 3位 中本   勇次
90kg級 3位 永松   誠
100kg級 準優勝 橋野   昇一
110kg級 準優勝 松田   剛宏

第3回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 56kg級 準優勝 森下   良平
56kg級 3位 和田   了一
60kg級 優勝 宮路   隆一
60kg級 準優勝 鈴木   一生
67.5kg級 優勝 井原   毅
75kg級 優勝 菊池   和弘
82.5kg級 優勝 知念   秀樹
82.5kg級 準優勝 中本   勇次
90kg級 優勝 永松   誠
90kg級 準優勝 三木   康裕

昭和62年度 阪上   勝美 第3回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 100kg級 優勝 橋野   昇一
100kg級 3位 岩本   繁樹
110kg級 優勝 松田   剛宏
110kg級 準優勝 上田   洋

第35回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 優勝 小林   政義
52kg級 3位 吉田   勝治
56kg級 準優勝 森下   良平
56kg級 3位 守安   智之
60kg級 優勝 宮路   隆一
67.5kg級 優勝 田中   万仁
67.5kg級 3位 田中   浩一
75kg級 優勝 菊池   和弘
82.5kg級 優勝 知念   秀樹
82.5kg級 準優勝 中本   勇次
90kg級 優勝 永松   誠
90kg級 準優勝 服部   暁彦
90kg級 3位 三木   康裕
100kg級 優勝 橋野   昇一
110kg級 優勝 松田   剛宏

昭和63年度 阪上   勝美 第18回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ東西対抗大会 56kg級 3位 森下   良平
60kg級 3位 宮路   隆一
75kg級 3位 中本   勇次
82.5kg級 準優勝 永松   誠
90kg級 準優勝 岩田   裕次
100kg級 準優勝 橋野   昇一
110kg級 準優勝 松田   剛宏

第34回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 準優勝 小林   政義
56kg級 3位 守安   智之
60kg級 3位 宮路   隆一
100kg級 優勝 橋野   昇一

第34回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56kg級 3位 守安   智之
82.5kg級 3位 永松   誠

第28回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 優勝 小林   政義
56kg級 準優勝 森下   良平
60kg級 準優勝 宮路   隆一
60kg級 3位 追抱   昭彦
82.5kg級 優勝 永松   誠
90kg級 優勝 岩田   裕次
90kg級 3位 服部   暁彦
100kg級 準優勝 橋野   昇一
110kg級 優勝 松田   剛宏

第4回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 52kg級 優勝 小林   政義
56kg級 準優勝 守安   智之
56kg級 3位 吉田   勝治
60kg級 優勝 追抱   昭彦
60kg級 準優勝 森下   良平
67.5kg級 優勝 田中   浩一
67.5kg級 準優勝 田中   万仁



67.5kg級 3位 宮路   隆一
75kg級 優勝 菊池   和弘
75kg級 準優勝 外口   一仁
75kg級 3位 高浪   芳久
82.5kg級 優勝 中本   勇次
82.5kg級 準優勝 井上   将次
90kg級 優勝 岩田   裕次
90kg級 3位 服部   暁彦
100kg級 優勝 橋野   昇一
100kg級 準優勝 舟橋   秀晃
100kg級 3位 岩本   繁樹
110kg級 優勝 松田   剛宏

昭和63年度 阪上   勝美 第36回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 優勝 小林   政義
56kg級 優勝 守安   智之
56kg級 3位 吉田   勝治
60kg級 優勝 森下   良平
60kg級 準優勝 佐藤   慎祐
67.5kg級 優勝 田中浩一
67.5kg級 準優勝 宮路   隆一
75kg級 優勝 新宅   稔弘
75kg級 準優勝 外口   一仁

第36回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 82.5kg級 準優勝 中本   勇次
82.5kg級 優勝 永松   誠
82.5kg級 3位 井上   将次
90kg級 3位 服部   暁彦
90kg級 優勝 岩田   裕次
100kg級 優勝 橋野   昇一
100kg級 準優勝 船橋   秀晃
110kg級 優勝 松田   剛広

平成元年度 阪上   勝美 第19回全日本学生東西対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会 52kg級 優勝 小林   政義
56kg級 優勝 守安   智之
60kg級 準優勝 森下   良平
82.5kg級 準優勝 永松   誠
100kg級 3位 岩田   裕次

第35回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 3位 池畑   大
56kg級 準優勝 守安   智之

第35回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56kg級 優勝 小林   政義
第29回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 優勝 小林   政義

52kg級 準優勝 池畑   大
56kg級 優勝 守安   智之
60kg級 優勝 追抱   昭彦
60kg級 準優勝 森下   良平
67.5kg級 3位 宮路   隆一
82.5kg級 準優勝 永松   誠
90kg級 準優勝 鳥居   隆
100kg級 優勝 岩田   裕次

第37回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 優勝 小林   政義
56kg級 優勝 吉田   勝治
56kg級 準優勝 池畑   大
56kg級 3位 池田   聡
60kg級 優勝 守安   智之
67.5kg級 優勝 追抱   昭彦
67.5kg級 準優勝 森下   良平
67.5kg級 3位 宮路   隆一
75kg級 3位 高波   芳久
82.5kg級 優勝 森川  大輔
82.5kg級 3位 永井   啓太
90kg級 優勝 永松   誠
90kg級 準優勝 鳥居   隆
100kg級 優勝 岩田   裕次
100kg級 準優勝 服部   暁彦
110kg級 優勝 舟橋   秀晃

平成2年度 阪上   勝美 世界ｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 6位 池畑   大
世界ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 11位 池畑   大
ﾌﾞﾙｰｽﾜｰﾄﾞｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会 52kg級 5位 池畑   大
第50回全日本ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56kg級 3位 守安   智之

60kg級 3位 森下   良平
第20回全日本学生東西対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会 60kg級 優勝 佐藤   慎祐

67.5kg級 準優勝 森下   良平
75kg級 3位 森川   大輔
82.5kg級 3位 高浪   芳久
100kg級 準優勝 岩田   裕次
100kg級 3位 舟橋   秀晃
110kg級 3位 水本   健二
110kg超級 準優勝 石山   智彦

第36回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 3位 若杉   力也
56kg級 3位 力徳   伸一
60kg級 3位 森下   良平
75kg級 準優勝 森川   大輔
110kg級 3位 石山   智彦

第36回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 優勝 池畑   大
60kg級 準優勝 森下   良平
90kg級 優勝 楊      波
110kg級 準優勝 魏      培寧

第30回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 優勝 池畑   大
56kg級 準優勝 力徳   伸一
60kg級 優勝 守安   智之
67.5kg級 準優勝 森下   良平
75kg級 準優勝 森川   大輔
82.5kg級 準優勝 高波   芳久

第30回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 90kg級 準優勝 山口   誉敏
100kg級 準優勝 岩田   裕二
100kg級 3位 舟橋   秀晃



第6回関西学生選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56kg級 優勝 池畑   大
60kg級 優勝 力徳   伸一
60kg級 準優勝 佐藤   慎祐
67.5kg級 優勝 森下   良平
67.5kg級 準優勝 追抱   昭彦
75kg級 優勝 森川   大輔
82.5kg級 準優勝 高波   芳久
90kg級 準優勝 山口   誉敏
100kg級 優勝 舟橋   秀晃
100kg級 準優勝 服部   暁彦
110kg級 優勝 水本   健二

第38回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56kg級 優勝 池畑   大
56kg級 3位 吉田   勝治
60kg級 優勝 力徳   伸一
60kg級 準優勝 守安   智之
67.5kg級 優勝 森下   良平
67.5kg級 準優勝 追抱   昭彦
67.5kg級 3位 西川   良司
75kg級 優勝 森川   大輔
82.5kg級 準優勝 高波   芳久
82.5kg級 3位 永井   啓太
90kg級 優勝 楊      波
90kg級 3位 山口   誉敏
100kg級 優勝 岩田   裕次
100kg級 準優勝 舟橋   秀晃
100kg級 3位 岩本   繁樹
110kg級 準優勝 水本   健二
110kg級 3位 石山   智彦

平成3年度 阪上   勝美 第21回全日本学生東西対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会 60kg級 優勝 佐藤  慎祐
60kg級 準優勝 力徳   伸一
100kg級 優勝 楊      波
110kg級 優勝 魏      培寧

第41回全日本ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 3位 池畑   大
第37回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56kg級 優勝 池畑   大

60kg級 準優勝 力徳   伸一
90kg級 優勝 楊      波
110kg級 優勝 魏      培寧

第37回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56kg級 準優勝 池畑   大
75kg級 準優勝 森川   大輔
90kg級 優勝 楊      波
110kg級 優勝 魏      培寧

第31回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56kg級 優勝 池畑   大
60kg級 優勝 力徳   伸一
60kg級 準優勝 佐藤  慎祐
67.5kg級 3位 追抱   昭彦
67.5kg級 準優勝 西川   良司
82.5kg級 準優勝 高波   芳久
90kg級 3位 岩田   裕次
100kg級 優勝 楊      波
110kg級 優勝 魏      培寧

第39回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 60kg級 優勝 力徳   伸一
67.5kg級 優勝 追抱   昭彦
75kg級 優勝 森川   大輔
82.5kg級 準優勝 高波   芳久
100kg級 優勝 岩田   裕次
100kg超級 優勝 山本   豊典

第7回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 52kg級 優勝 松尾   光一
60kg級 優勝 力徳   伸一
60kg級 準優勝 佐藤  慎祐
67.5kg級 優勝 追抱   昭彦
75kg級 優勝 森川   大輔
82.5kg級 優勝 高浪   芳久
90kg級 優勝 山口   誉敏
100kg級 優勝 岩田   裕次

平成4年度 阪上   勝美 第38回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56kg級 準優勝 池畑   大
60kg級 優勝 宮路   由久
67.5kg級 準優勝 西川   良司
90kg級 優勝 楊      波

第42回全日本ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56kg級 準優勝 池畑   大
82.5kg級 3位 森川   大輔

第38回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56kg級 優勝 池畑   大
60kg級 準優勝 宮路   由久

第33回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 準優勝 松尾   光一
56kg級 優勝 池畑   大
56kg級 3位 樫原   雅之
60kg級 優勝 力徳   伸一
67.5kg級 優勝 西川   良司
82.5kg級 優勝 森川   大輔
90kg級 優勝 楊      波

第40回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 52kg級 優勝 松尾   光一
56kg級 優勝 力徳   伸一
56kg級 準優勝 若杉   力也
60kg級 優勝 池畑   大
60kg級 準優勝 樫原   雅之
67.5kg級 優勝 宮路   由久
67.5kg級 準優勝 喜中   裕司
75kg級 準優勝 西川   良司
75kg級 3位 浅井   清治
82.5kg級 優勝 森川   大輔
82.5kg級 準優勝 藤沢   和隆
90kg級 準優勝 村田   潤治
100kg級 優勝 山口   誉敏
100kg級 3位 平賀   雅勝



100kg超級 3位 後藤   宏一郎
平成5年度 阪上   勝美 世界ｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 64kg級 6位 宮地   由久

世界ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 64kg級 11位 宮地   由久
第23回全日本学生東西対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会 54㎏級 準優勝 松尾   光一

59㎏級 優勝 樫原   雅之
64㎏級 優勝 宮地   由久
83㎏級 準優勝 藤沢   和隆
91㎏級 準優勝 村田   潤治

第39回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権 64kg級 優勝 宮路   由久
                                                   70㎏級 準優勝 西川   良司
第53全日本ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権 64kg級 3位 宮路   由久
                                             70㎏級 3位 西川   良司
第39回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 64kg級 優勝 宮路   由久
第33回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 54㎏級 優勝 若杉   力也

54㎏級 3位 松尾   光一
59㎏級 準優勝 力徳   伸一
64㎏級 優勝 宮路   由久
64㎏級 3位 喜中   裕司
70㎏級 優勝 西川   良司
76㎏級 準優勝 浅井   清治
83㎏級 優勝 藤沢   和隆
91㎏級 準優勝 村田   潤治
99㎏級 3位 吉原   靖幸
108㎏超級 3位 平賀   雅勝

第9回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 54㎏級 優勝 松尾   光一
64㎏級 優勝 宮路   由久
70㎏級 優勝 喜中   裕司
76㎏級 優勝 浅井   清治

第41回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 54㎏級 優勝 松尾   光一
64㎏級 優勝 力徳   伸一
70㎏級 準優勝 喜中   裕司
76㎏級 優勝 浅井   清治
91㎏級 優勝 藤沢   和隆
99㎏級 準優勝 吉原   靖幸
99㎏級 3位 西尾   一成

平成6年度 阪上   勝美 世界ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 64㎏級 7位 宮路   由久
ｱｼﾞｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 64㎏級 4位 宮路   由久
ｿｳﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾄｰﾅﾒﾝﾄ 64㎏級 3位 宮路   由久
第24回全日本学生東西対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会 64㎏級 準優勝 安田   吏

76㎏級 準優勝 村田   豊高
                                                                 83㎏級 準優勝 近藤   学
第24回全日本学生東西対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会 99㎏級 準優勝 吉原   靖幸
                                                                 108㎏級 準優勝 西尾   一成

108㎏超級 準優勝 中西賢次郎
第44回全日本ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 64㎏級 優勝 宮路   由久
第40回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 59㎏級 3位 樫原   雅之

70㎏級 優勝 宮路   由久
99㎏級 3位 吉原   靖幸

第40回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 64㎏級 優勝 宮路   由久
第34回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 54㎏級 3位 松尾   光一

59㎏級 準優勝 樫原   雅之
64㎏級 準優勝 喜中   裕司
64㎏級 3位 安田   吏
70㎏級 優勝 宮路   由久
76㎏級 優勝 村田   豊高
83㎏級 準優勝 浅井   清治
91㎏級 優勝 藤沢   和隆
99㎏級 優勝 吉原   靖幸

第10回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 54㎏級 優勝 松尾   光一
59㎏級 優勝 樫原   雅之
70㎏級 優勝 宮路   由久
76㎏級 優勝 浅井   清治
91㎏級 優勝 藤沢   和隆
99㎏級 優勝 吉原   靖幸

第42回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 54㎏級 優勝 松尾   光一
54㎏級 準優勝 鍛冶谷博昭
59㎏級 優勝 喜中   裕司
64㎏級 優勝 樫原   雅之
70㎏級 優勝 村田   豊高
76㎏級 準優勝 川人   史隆
83㎏級 準優勝 浅井   清治
91㎏級 優勝 村田   潤治
91㎏級 準優勝 藤沢   和隆
99㎏級 準優勝 加治工   宰
99㎏級 3位 前田   幸司
99㎏超級 3位 西尾   一成

平成7年度 阪上   勝美 世界ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 64㎏級 19位 宮路   由久
世界ｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 70㎏級 13位 村田   豊高
ｱｼﾞｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 64㎏級 6位 宮路   由久
北京ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾄｰﾅﾒﾝﾄ 70㎏級 3位 宮路   由久
第25回全日本学生東西対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会 64㎏級 優勝 安田   吏

76㎏級 優勝 村田   豊高
83㎏級 準優勝 川人   史隆
99㎏級 準優勝 吉原   靖幸
108㎏級 準優勝 富山   一禎

第55回全日本ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 64㎏級 優勝 宮路   由久
第41回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 70㎏級 優勝 宮路   由久

76㎏級 3位 村田   豊高
                                                             99㎏級 優勝 吉原   靖幸
第41回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 64㎏級 3位 安田   吏

70㎏級 優勝 宮路   由久
76㎏級 準優勝 村田   豊高

第35回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 54㎏級 準優勝 前田   和樹



54㎏級 3位 鍛冶谷博昭
64㎏級 優勝 安田   吏
70㎏級 優勝 宮路   由久
76㎏級 優勝 村田   豊高
83㎏級 準優勝 川人   史隆
99㎏級 優勝 吉原   靖幸
108㎏級 優勝 西尾   一成
108㎏超級 3位 中西賢次郎

第11回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 59㎏級 3位 前田   和樹
64㎏級 優勝 安田   吏
70㎏級 優勝 村田   豊高
76㎏級 優勝 川人   史隆
76㎏級 3位 吉田   憲正
83㎏級 3位 宮崎   雅澄
91㎏級 3位 前田   幸司
99㎏級 準優勝 加治   工宰
108㎏級 優勝 西尾   一成

平成7年度 阪上   勝美 第11回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 +108㎏級 準優勝 富山   一禎
+108㎏級 3位 中西賢次郎

第43回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 54㎏級 優勝 鍛治谷博昭
64㎏級 優勝 安田   吏
70㎏級 優勝 宮路   由久
70㎏級 準優勝 村田   豊高
76㎏級 優勝 川人   史隆
83㎏級 準優勝 宮崎   雅澄
91㎏級 優勝 前田   幸司
99㎏級 優勝 吉原   靖幸

平成8年度 阪上   勝美 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾄｰﾅﾒﾝﾄ 76㎏級 4位 村田   豊高
第42回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 76㎏級 優勝 村田   豊高
第42回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 64㎏級 準優勝 安田   吏

76㎏級 優勝 村田   豊高
99㎏級 優勝 吉原   靖幸

第36回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 54㎏級 準優勝 小野   剛義
59㎏級 準優勝 上野   修
64㎏級 準優勝 安田   吏
70㎏級 優勝 村田   豊高
76㎏級 準優勝 吉田   憲正
83㎏級 準優勝 川人   史隆
99㎏級 優勝 吉原   靖幸
108㎏級 優勝 加治   工宰

第12回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 54㎏級 優勝 小野   剛義
59㎏級 優勝 上野   修
64㎏級 優勝 安田   吏
83㎏級 優勝 天野   徳浩
99㎏級 優勝 大坪   奨
108㎏級 優勝 加治   工宰
+108㎏級 優勝 中西賢次郎

第44回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 54㎏級 優勝 小野   剛義
59㎏級 優勝 上野   修
64㎏級 準優勝 安田   吏
70㎏級 優勝 村田   豊高
99㎏級 優勝 吉原   靖幸
108㎏級 優勝 富山   一禎

平成9年度 阪上   勝美 東ｱｼﾞｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会 (韓国･釜山) 70㎏級 4位 村田   豊高
第57回全日本ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 64㎏級 3位 安田   吏

70㎏級 4位 村田   豊高
第43回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 54㎏級 準優勝 小野   剛義

59㎏級 3位 上野   修
64㎏級 優勝 安田   吏

第43回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 64㎏級 準優勝 安田   吏
70㎏級 優勝 村田   豊高

第37回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 59㎏級 準優勝 上野   修
59㎏級 3位 前田   和樹
64㎏級 優勝 安田   吏
64㎏級 3位 飯野   芳郎
70㎏級 3位 福      隆彰
76㎏級 優勝 村田   豊高
108㎏級 準優勝 加治工   宰
108㎏超級 準優勝 富山   一禎

第13回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 59㎏級 優勝 前田   和樹
59㎏級 3位 小野   剛義
64㎏級 準優勝 崎原   栄二
64㎏級 3位 上野   修
70㎏級 優勝 安田   吏
70㎏級 3位 飯野   芳郎
76㎏級 優勝 村田   豊高
76㎏級 3位 鈴木   英治
91㎏級 準優勝 酒井   博明
99㎏級 準優勝 石嶋   智
99㎏級 3位 大坪   奨
108㎏級 優勝 加治工   宰
108㎏超級 優勝 富山   一禎
108㎏超級 準優勝 中西賢次郎

第45回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 54㎏級 優勝 小野   剛義
59㎏級 優勝 上野   修
59㎏級 準優勝 前田   和樹

第45回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 59㎏級 3位 釜床   彰
64㎏級 優勝 飯野   芳郎
64㎏級 準優勝 福      隆彰
70㎏級 優勝 安田   吏
70㎏級 準優勝 鈴木   英治
76㎏級 優勝 村田   豊高
83㎏級 準優勝 黒川   康孝



91㎏級 準優勝 酒井   博明
99㎏級 優勝 石嶋   智
99㎏級 準優勝 大坪   奨
108㎏級 優勝 加治工   宰
108㎏級 3位 中西賢次郎
108㎏超級 優勝 富山   一禎

平成10年度 阪上   勝美 第44回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 小野   剛義
第44回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 69㎏級 3位 鈴木   英治
第38回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 小野   剛義

62㎏級 優勝 上野   修
62㎏級 準優勝 前田   和樹
69㎏級 3位 福      隆彰
77㎏級 3位 鈴木   英治
94㎏級 3位 酒井   博明
105㎏超級 優勝 富山   一禎

第14回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 56㎏級 優勝 小野   剛義
62㎏級 優勝 崎原   栄二
62㎏級 準優勝 前田   和樹
69㎏級 3位 福      隆彰
77㎏級 準優勝 鈴木   英治
85㎏級 準優勝 天野   徳浩
85㎏級 3位 黒川   康孝
94㎏級 3位 酒井   博明
105㎏級 準優勝 石嶋   智
105㎏超級 優勝 富山   一禎

第46回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 小野   剛義
56㎏級 準優勝 伊藤   弘将
56㎏級 3位 釜床   彰
62㎏級 優勝 上野   修
62㎏級 準優勝 前田   和樹
69㎏級 優勝 鈴木   英治
69㎏級 3位 福      隆彰
77㎏級 3位 安藤   孝宣
85㎏級 3位 黒川   康孝
94㎏級 3位 天野   徳浩
105㎏級 優勝 石嶋   智
105㎏超級 優勝 富山   一禎
105㎏超級 準優勝 渡辺   温士

平成11年度 阪上   勝美 世界学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 出場 上野   修
第45回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 3位 小野   剛義
平成39回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 小野   剛義

56㎏級 準優勝 釜床   彰
62㎏級 優勝 上野   修
62㎏級 3位 藤田憲志朗
69㎏級 準優勝 鈴木   英治
69㎏級 3位 福      隆彰

第15回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 56㎏級 優勝 小野   剛義
56㎏級 準優勝 釜床   彰
56㎏級 3位 木村   幸雄
62㎏級 優勝 上野   修
62㎏級 3位 榊原   賢治
69㎏級 優勝 鈴木   英治
69㎏級 準優勝 崎原   栄二
69㎏級 3位 福      隆彰
77㎏級 優勝 藤田   一生
77㎏級 準優勝 安藤   孝宣
85㎏級 3位 薮田   弘二
94㎏級 3位 酒井   博明
105㎏級 優勝 石島   智
+105㎏級 3位 櫻井   武信

第47回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 小野   剛義
56㎏級 準優勝 釜床   彰

第47回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 3位 知念   幸也
62㎏級 準優勝 上野   修
62㎏級 3位 榊原   賢ニ
69㎏級 優勝 鈴木   英治
69㎏級 準優勝 福      隆彰
69㎏級 3位 月岡伸太郎
85㎏級 準優勝 黒川   康孝
105㎏級 準優勝 酒井   博明
105㎏超級 優勝 櫻井   武信

平成12年度 阪上   勝美 第46回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 釜床   彰
                                                              56㎏級 3位 知念   幸也
第40回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 釜床   彰

62㎏級 準優勝 鈴木   英治
62㎏級 3位 佐藤   正志
69㎏級 準優勝 安藤   孝宣
85㎏級 3位 薮田   弘二
105㎏級 3位 石島   智

第48回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 釜床   彰
56㎏級 準優勝 知念   幸也
56㎏級 優勝 佐々木健資
62㎏級 優勝 鈴木   英治
62㎏級 3位 加藤   健太
69㎏級 優勝 安藤   孝宣
77㎏級 準優勝 新谷   義人
85㎏級 準優勝 澤田   良平
105㎏級 優勝 薮田   弘二
105㎏級 3位 石嶋   智
105㎏超級 準優勝 櫻井   武信
105㎏超級 3位 宮迫晋太郎

第16回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 56㎏級 優勝 釜床   彰
56㎏級 準優勝 知念   幸也



56㎏級 3位 加藤   健太
62㎏級 優勝 佐藤   正志
62㎏級 準優勝 榊原   賢二
62㎏級 3位 木村   幸雄
69㎏級 3位 藤田憲四朗
77㎏級 準優勝 安藤   孝宣
77㎏級 3位 萩原   善樹
85㎏級 準優勝 長谷部弘志
85㎏級 3位 澤田   良平
94㎏級 準優勝 薮田   弘二
105㎏級 準優勝 石嶋   智
105㎏超級 準優勝 宮迫晋太郎

平成13年度 阪上   勝美 世界ｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 (ｽﾛﾊﾞｷｱ) 9位 岩田   正之
世界ｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 69㎏級 15位 新谷   義人
第47回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 3位 知念   幸也

69㎏級 準優勝 新谷   義人
第47回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 69㎏級 優勝 新谷   義人
第41回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 知念   幸也

62㎏級 3位 佐藤   正志
69㎏級 優勝 藤田憲四朗
69㎏級 準優勝 榊原   賢二
77㎏級 準優勝 新谷   義人
94㎏級 3位 伊東   孝広

第49回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 知念   幸也
56㎏級 3位 佐々木健資
62㎏級 優勝 徳永   猛士
62㎏級 準優勝 木村   幸雄
69㎏級 優勝 新谷   義人
69㎏級 3位 榊原   賢二
77㎏級 優勝 安藤   孝宣
85㎏級 準優勝 澤田   良平
94㎏級 優勝 薮田   弘二
94㎏級 準優勝 伊東   孝広
105㎏級 準優勝 藤沢   大輔
105㎏級 3位 原田   英晃
105㎏超級 準優勝 櫻井   武信

第17回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 56㎏級 優勝 知念   幸也
56㎏級 3位 佐々木健資

第17回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 62㎏級 優勝 佐藤   正志
69㎏級 優勝 榊原   賢二
69㎏級 準優勝 藤田憲四朗
77㎏級 優勝 新谷   義人
77㎏級 準優勝 安藤   孝宣
85㎏級 優勝 澤田   良平
85㎏級 3位 長谷部弘志
94㎏級 準優勝 萩原   善樹
94㎏級 3位 伊東   孝広
105㎏級 準優勝 原田   英晃
105㎏超級 優勝 櫻井   武信
105㎏超級 準優勝 宮迫晋太郎

平成14年度 宮下日出海 世界ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 69㎏級 14位 新谷   義人
世界大学ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 69㎏級 4位 新谷   義人
第62回全日本ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 69㎏級 優勝 新谷   義人
第48回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 69㎏級 優勝 新谷   義人
第48回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 69㎏級 優勝 新谷   義人
第42回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 越智   一平

77㎏級 優勝 新谷   義人
85㎏級 3位 黒田   真司
105㎏級 3位 藤澤   大輔

第50回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 佐々木健資
56㎏級 3位 越智   一平
62㎏級 3位 佐藤   正志
69㎏級 準優勝 藤田憲四朗
94㎏級 準優勝 伊東   孝弘
105㎏級 優勝 薮田   弘二
105㎏級 準優勝 藤澤   大輔
105㎏超級 準優勝 奥村   大
105㎏超級 3位 森本   徹

第18回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 56㎏級 3位 越智   一平
62㎏級 優勝 佐藤   正志
69㎏級 準優勝 藤田憲四朗
85㎏級 3位 坂      敦史
94㎏級 準優勝 伊東   孝弘
94㎏級 3位 黒田   真司
105㎏級 優勝 薮田   弘二
105㎏級 準優勝 藤澤   大輔
105㎏超級 準優勝 奥村   大

平成15年度 宮下日出海 世界ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 69㎏級 20位 新谷   義人
第63回全日本ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 69㎏級 優勝 新谷   義人
第49回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 3位 岡田   英典

62㎏級 3位 徳永   猛士
69㎏級 優勝 新谷   義人

第43回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 3位 岡田   英典
62㎏級 優勝 徳永   猛士
77㎏級 優勝 新谷   義人

第51回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 越智   一平
56㎏級 3位 古澤   遼
62㎏級 準優勝 吉本   泰之
62㎏級 3位 岡田   英典
77㎏級 優勝 新谷   義人
77㎏級 3位 金子   将之
85㎏級 3位 黒田   真司
94㎏級 準優勝 伊東   孝宏



105㎏級 優勝 藤澤   大輔
105㎏級 準優勝 森本   徹
105㎏級 3位 伊藤   敬太
105㎏超級 3位 奥村   大

第19回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 56㎏級 優勝 越智   一平
62㎏級 3位 佐藤   正志
69㎏級 準優勝 岡田   光
85㎏級 準優勝 黒田   真司
85㎏級 3位 森下   洋介
94㎏級 3位 伊東   孝宏
105㎏級 優勝 森本   徹
105㎏超級 3位 奥村   大

平成16年度 宮下日出海 第50回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 3位 岡田   英典
62㎏級 3位 五百蔵正和

第50回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 62㎏級 3位 五百蔵正和
第44回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 岡田   英典

56㎏級 準優勝 越智   一平
62㎏級 優勝 五百蔵正和
105㎏級 優勝 藤澤   大輔

第52回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 越智   一平
56㎏級 準優勝 成尾   英士
62㎏級 優勝 吉本   泰之
62㎏級 準優勝 岡田   英典
69㎏級 優勝 五百蔵正和
69㎏級 準優勝 油野   智一
77㎏級 優勝 岡田   光
85㎏級 3位 黒田   真司
94㎏級 3位 片岡   貴志
105㎏級 優勝 藤澤   大輔
105㎏級 準優勝 伊藤   敬太
105㎏級 3位 中井   優樹
105㎏超級 3位 奥村   大

第20回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 56㎏級 準優勝 成尾   英士
62㎏級 準優勝 古澤   遼
69㎏級 優勝 五百蔵正和
85㎏級 優勝 黒田   真司
85㎏級 準優勝 片岡   貴志
94㎏級 準優勝 伊東   孝宏
105㎏級 優勝 藤澤   大輔
105㎏級 準優勝 伊藤   敬太
105㎏級 3位 中井   優樹
105㎏超級 3位 奥村   大

平成17年度 宮下日出海 第51回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 3位 岡田   英典
62㎏級 優勝 五百蔵正和

第51回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 62㎏級 準優勝 五百蔵正和
第45回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 越智   一平

56㎏級 準優勝 成尾   英士
62㎏級 準優勝 五百蔵正和

第53回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 越智   一平
56㎏級 3位 成尾   英士
62㎏級 優勝 古澤   遼
62㎏級 準優勝 岡田   英典
69㎏級 準優勝 五百蔵正和
69㎏級 3位 吉本   泰之
77㎏級 優勝 岡田   光
77㎏級 準優勝 油野   智一
85㎏級 準優勝 丹崎   豪
94㎏級 優勝 片岡   貴志
94㎏級 3位 黒田   真司
105㎏級 準優勝 中井   優樹
105㎏級 3位 野中   仁史
105㎏超級 優勝 伊藤   敬太
105㎏超級 準優勝 浦田   章弘
105㎏超級 3位 奥村   大

第21回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 56㎏級 優勝 越智   一平
56㎏級 準優勝 成尾   英士
62㎏級 準優勝 古澤   遼
62㎏級 3位 岡田   英典
69㎏級 優勝 五百蔵正和
77㎏級 準優勝 岡田   光
77㎏級 3位 金子   将之
85㎏級 準優勝 黒田   真司
85㎏級 3位 武田   良誠
94㎏級 優勝 片岡   貴志
94㎏級 準優勝 野中   仁史
105㎏級 優勝 伊藤   敬太
105㎏級 準優勝 中井   優樹
105㎏超級 優勝 浦田   章弘
105㎏超級 準優勝 奥村   大

平成18年度 宮下日出海 世界学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 岡田   英典
世界学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 62㎏級 6位 五百蔵正和
第52回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 岡田   英典
                                                            62㎏級 優勝 古澤   遼
第52回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 62㎏級 準優勝 五百蔵正和
第3回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 56㎏級 準優勝 岡田   英典

62㎏級 準優勝 五百蔵正和
第46回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 岡田   英典

62㎏級 優勝 古澤   遼
62㎏級 3位 江本   慶伸
69㎏級 準優勝 五百蔵正和
77㎏級 3位 金子   将之
105㎏超級 準優勝 伊藤   敬太

第54回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 岡田   英典



62㎏級 優勝 古澤   遼
62㎏級 3位 江本   慶伸
69㎏級 準優勝 五百蔵正和
77㎏級 3位 金子   将之
85㎏級 優勝 丹崎   豪
94㎏級 準優勝 片岡   貴志
94㎏級 3位 野中   仁史
105㎏級 優勝 伊藤   敬太
105㎏級 準優勝 中井   優樹
105㎏超級 優勝 浦田   章弘

第22回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 56㎏級 優勝 成尾   英士
62㎏級 優勝 古澤   遼
62㎏級 3位 得永   孝雄
69㎏級 3位 吉本   泰之
77㎏級 準優勝 七位   慎也
77㎏級 3位 金子   将之
85㎏級 優勝 丹崎   豪
94㎏級 準優勝 野中   仁史
105㎏級 準優勝 中井   優樹
105㎏超級 優勝 伊藤   敬太
105㎏超級 3位 浦田   章弘

平成19年度 宮下日出海 第67回全日本ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 62㎏級 3位 五百蔵正和
第53回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 69㎏級 3位 五百蔵正和

105㎏級 3位 中井   優樹
第4回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 62㎏級 優勝 五百蔵正和
第53回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 69㎏級 優勝 五百蔵正和

105㎏級 準優勝 中井   優樹
105㎏超級 準優勝 浦田   章弘

第47回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 62㎏級 準優勝 江本   慶伸
69㎏級 優勝 五百蔵正和 大会新記録
105㎏級 優勝 中井   優樹
105㎏超級 準優勝 浦田   章弘

第55回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 3位 成尾   英士
62㎏級 優勝 江本   慶伸
62㎏級 準優勝 山本   健晴
69㎏級 準優勝 五百蔵正和
85㎏級 3位 丹崎   豪
94㎏級 準優勝 野中   仁史
105㎏級 優勝 中井   優樹
105㎏超級 優勝 浦田   章弘

第23回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 56㎏級 優勝 成尾   英士
62㎏級 優勝 得永   孝雄
62㎏級 3位 江本   慶伸
69㎏級 優勝 五百蔵正和
85㎏級 3位 丹崎   豪
94㎏級 準優勝 野中   仁史
94㎏級 3位 松原   寛佳
105㎏級 優勝 中井   優樹
105㎏超級 優勝 浦田   章弘

平成20年度 宮下日出海 第54回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 江本   慶伸
第5回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 105㎏超級 3位 浦田   章弘
第48回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 62㎏級 3位 江本   慶伸
第56回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 江本   慶伸

56㎏級 3位 永井   千尋
62㎏級 優勝 得永   孝雄
62㎏級 準優勝 山本   健晴
62㎏級 3位 文屋   紀彦
69㎏級 優勝 森松   孝徳
85㎏級 3位 麻生川嶺平
94㎏級 準優勝 松原   寛佳
105㎏超級 優勝 浦田   章弘

第24回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 62㎏級 優勝 江本   慶伸
62㎏級 3位 文屋   紀彦
69㎏級 準優勝 森松   孝徳
94㎏級 準優勝 松原   寛佳
105㎏超級 優勝 浦田   章弘

平成21年度 宮下日出海 第55回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 62㎏級 3位 山本   健晴
第6回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 56㎏級 優勝 江本   慶伸
第49回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 94㎏級 3位 松原   寛佳
第57回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 江本   慶伸

56㎏級 3位 丹下   雄介
62㎏級 準優勝 山本   健晴
62㎏級 3位 得永   孝雄
69㎏級 準優勝 下原   玄大
94㎏級 準優勝 松原   寛佳
94㎏級 3位 須田   真

第25回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 56㎏級 優勝 丹下   雄介
62㎏級 優勝 山本   健晴
62㎏級 準優勝 得永   孝雄
62㎏級 3位 江本   慶伸
69㎏級 優勝 森松   孝徳
85㎏級 準優勝 麻生川嶺平
94㎏級 優勝 松原   寛佳
105㎏超級 3位 須田   真

平成22年度 宮下日出海 第7回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 62㎏級 3位 山本   健晴
第56回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ個人選手権大会 56㎏級 準優勝 文屋   紀彦

69㎏級 優勝 下原   玄大
第50回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 文屋   紀彦

62㎏級 優勝 山本   健晴
69㎏級 準優勝 下原   玄大

第26回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 56㎏級 優勝 丹下   雄介
62㎏級 優勝 山本   健晴
62㎏級 3位 文屋   紀彦



69㎏級 優勝 下原   玄大
77㎏級 準優勝 下原   卓朗
85㎏級 準優勝 麻生川嶺平
94㎏級 優勝 須田   真
+105㎏級 3位 内野   史一

第58回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 丹下   雄介
56㎏級 準優勝 文屋   紀彦
62㎏級 優勝 山本   健晴
62㎏級 準優勝 洲崎   秀成
62㎏級 3位 永井   千尋
69㎏級 優勝 下原   玄大
77㎏級 3位 牧尾宗一郎
85㎏級 優勝 下原   卓朗
94㎏級 優勝 須田   真
94㎏級 3位 松原   寛佳
105㎏級 準優勝 久保   健太
+105㎏級 優勝 太田   圭祐
+105㎏級 3位 内野   史一

平成23年度 宮下日出海 第57回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ個人選手権大会 56㎏級 3位 丹下　雄介
69㎏級 3位 下原　玄大

第51回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 丹下　雄介
77㎏級 準優勝 下原　玄大
+105㎏級 3位 太田　圭祐

第27回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 56㎏級 優勝 丹下　雄介
69㎏級 優勝 下原　玄大
85㎏級 優勝 下原　卓朗
94㎏級 準優勝 須田　真
+105㎏級 優勝 太田　圭祐

第59回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 丹下　雄介
69㎏級 3位 永井　千尋
77㎏級 準優勝 下原　玄大

85㎏級 優勝 下原　卓朗
スナッチ＆トータル

大会新記録

85㎏級 3位 藤本　健太
94㎏級 優勝 須田　真
105㎏級 準優勝 久保　健太
105㎏級 3位 津田　拓輝
+105㎏級 3位 内野　史一

平成24年度 宮下日出海 第58回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ個人選手権大会 85㎏級 3位 下原　卓朗
第52回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 62㎏級 準優勝 洲﨑　秀成

94㎏級 3位 下原　卓朗
105㎏級 準優勝 久保　健太

第28回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜選手権大会 85㎏級 優勝 下原　卓朗
スナッチ

大会新記録
94㎏級 優勝 藤本　健太
105㎏級 優勝 久保　健太
105㎏級 3位 津田　拓輝

第60回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 丹下　雄介
56㎏級 準優勝 出口　貴也
62㎏級 優勝 洲﨑　秀成
85㎏級 優勝 藤本　健太

94㎏級 優勝 下原　卓朗
スナッチ＆トータル

大会新記録

105㎏級 優勝 久保　健太
105㎏級 3位 津田　拓輝
+105㎏級 準優勝 内野　史一

平成25年度 宮下日出海 2013年日韓中フレンドシップ大会 94㎏級 準優勝 下原　卓朗
第59回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 94㎏級 準優勝 下原　卓朗
第10回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜大会 94㎏級 準優勝 下原　卓朗
第59回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ個人選手権大会 94㎏級 準優勝 下原　卓朗
第53回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 出口　貴也

94㎏級 優勝 下原　卓朗
スナッチ

大会新記録
105㎏級 準優勝 久保　健太

第29回関西学生選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 出口　貴也

94㎏級 優勝 下原　卓朗
スナッチ＆トータル

大会新記録

105㎏級 優勝 久保　健太
第61回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 出口　貴也

56㎏級 3位 島　　幸雄
62㎏級 準優勝 伊藤　章記
85㎏級 優勝 藤本　健太
85㎏級 3位 髙村　奈央稀

94㎏級 優勝 下原　卓朗
スナッチ,C＆ｼﾞｬｰｸ,
トータル

大会新記録

105㎏級 優勝 久保　健太
105㎏級 準優勝 亀岡　高基
+105㎏級 準優勝 森　　祐樹

平成26年度 宮下日出海 第30回関西学生選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 島　　幸雄
56㎏級 3位 守安　暁紀
62㎏級 優勝 今川　祐示
69㎏級 優勝 前島　祐貴
77㎏級 準優勝 溝根　輝之
94㎏級 優勝 髙村　奈央稀
105㎏級 優勝 山本　峻介

第62回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 守安　暁紀
62㎏級 準優勝 島　　幸雄
62㎏級 3位 今川　祐示
69㎏級 3位 前島　祐貴
77㎏級 準優勝 北田　翔平
94㎏級 準優勝 溝根　輝之
105㎏級 優勝 髙村　奈央稀
105㎏級 準優勝 山本　峻介

平成27年度 宮下日出海 ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ 第７回全日本女子選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 58㎏級 3位 岡本　唯衣



第27回全日本女子学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 58㎏級 3位 岡本　唯衣
第54回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 島　　幸雄

56㎏級 3位 守安　暁紀
77㎏級 準優勝 土本　貴大
77㎏級 3位 北田　翔平

第14回西日本学生女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 58㎏級 準優勝 岡本　唯衣
第31回関西学生選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 守安　暁紀

62㎏級 優勝 今川　祐示
62㎏級 準優勝 岡田　樹
69㎏級 準優勝 安井　悟
77㎏級 3位 北田　翔平
85㎏級 3位 須藤　匠海
105㎏級 準優勝 髙村　奈央稀

第63回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 守安　暁紀
62㎏級 準優勝 今川　祐示
62㎏級 3位 岡田　樹
69㎏級 優勝 土本　貴大
69㎏級 準優勝 北田　翔平
94㎏級 準優勝 髙村　奈央稀
105㎏級 3位 瀨戸川　柊作
女子58㎏級 優勝 岡本　唯衣

平成28年度 早瀬　昇 第28回全日本女子学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 58㎏級 3位 岡本　唯衣
第55回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 守安　暁紀

56㎏級 3位 東野　凌大
69㎏級 3位 北田　翔平
77㎏級 3位 土本　貴大

第32回関西学生選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 東野　凌大
62㎏級 優勝 岡田　樹
62㎏級 準優勝 脇田　勇平
77㎏級 準優勝 土本　貴大
77㎏級 3位 北田　翔平
94㎏級 優勝 須藤　匠海
105㎏級 準優勝 山本　峻介

第64回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 東野　凌大
62㎏級 優勝 脇田　勇平
69㎏級 準優勝 北田　翔平
77㎏級 準優勝 土本　貴大
77㎏級 3位 一瀬　駿
94㎏級 優勝 塚原　湧斗
94㎏級 準優勝 須藤　匠海
105㎏級 3位 瀨戸川　柊作
+105㎏級 3位 山本　峻介

平成29年度 早瀬　昇 第63回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ個人選手権大会 56㎏級 3位 東野　凌大
第33回関西学生選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 62㎏級 優勝 守安　暁紀

62㎏級 準優勝 東野　凌大
69㎏級 準優勝 北田　翔平
69kg級 3位 脇田　勇平
77kg級 優勝 一瀬　駿
77kg級 準優勝 土本　貴大
94kg級 優勝 須藤　匠海
94kg級 3位 尾﨑　太悟

第56回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 準優勝 東野　凌大
62㎏級 準優勝 脇田　勇平
69kg級 3位 北田　翔平
77㎏級 3位 一瀬　駿

第65回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 東野　凌大
62㎏級 優勝 脇田　勇平
62kg級 準優勝 守安　暁紀
69㎏級 準優勝 北田　翔平
77㎏級 優勝 一瀬　駿
94㎏級 3位 塚原　湧斗
105㎏級 準優勝 須藤　匠海
女子48㎏級 優勝 板東　友香
女子53kg級 優勝 岡本　唯衣

平成30年度 早瀬　昇 第64回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ個人選手権大会 56㎏級 優勝 東野　凌大
第34回関西学生選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56kg級 優勝 東野　凌大

62㎏級 準優勝 吉﨑　優太朗
77kg級　 優勝 一瀬　駿
85kg級 3位 吉川　敦啓

個人賞 優秀選手賞 東野　凌大
個人賞 最優秀新人選手賞 吉川　敦啓

2018年日韓中フレンドシップ大会 55㎏級 優勝 東野　凌大
第57回西日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56kg級 優勝 東野　凌大

62kg級 優勝 脇田　勇平
77kg級 準優勝 一瀬　駿

第66回関西学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 56㎏級 優勝 東野　凌大
62㎏級 準優勝 吉﨑　優太朗
69㎏級 3位 岡田　樹
77㎏級 優勝 一瀬　駿
85㎏級 優勝 塚原　湧斗
94㎏級 3位 尾﨑　太悟
105㎏級 3位 須藤　匠海
女子48kg級 優勝 板東　友香第64回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権

大会
56kg級

優勝 東野　凌大
62㎏級 3位 脇田　勇平

第15回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 55㎏級 優勝 東野　凌大


