
年度 監督 大会名 (団体) 成績 備考
昭和36年度 第15回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 3位 二部校

昭和37年度 第16回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 優勝 二部校

昭和38年度 第17回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 3位

昭和44年度 山田   一幸 第23回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 3位

昭和45年度 山田   一幸 第24回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 3位

昭和46年度 天野   晴雄 第25回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 3位

昭和47年度 天野   晴雄 第6回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦 準優勝
第26回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 3位

昭和48年度 天野   晴雄 第27回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 準優勝
関西ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾘｰｸﾞ戦 準優勝

昭和49年度 天野   晴雄 第28回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 準優勝
第8回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦 準優勝

昭和50年度 天野   晴雄 第29回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 準優勝

昭和51年度 天野   晴雄 第30回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 準優勝

昭和52年度 天野   晴雄 第31回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 準優勝

昭和56年度 植田   充雄 第35回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 3位

昭和57年度 植田   充雄 第36回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 3位

昭和61年度 天野   晴雄 第40回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 準優勝

昭和62年度 天野   晴雄 第41回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 3位

昭和63年度 天野   晴雄 第42回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 3位

平成6年度 垣本   博数 ｽｴｰﾃﾞﾝ･ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｵｰﾌﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ'95 出場 金岡   弘樹
第48回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 優勝 二部校

平成10年度 垣本   博数 第52回全日本大学ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ王座決定戦 準優勝
敢闘賞 萩原   常仁

第52回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 優勝 初優勝

平成12年度 菅原   博之 第54回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 準優勝

平成13年度 菅原   博之 第55回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 準優勝

平成14年度 菅原   博之 第56回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 準優勝

平成15年度 菅原   博之 第57回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 準優勝

平成16年度 菅原   博之 第58回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 3位

平成18年度 菅原   博之 第60回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 準優勝

平成19年度 菅原   博之 第61回全日本大学ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ王座決定戦 準優勝
第61回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 優勝 2回目優勝

平成20年度 菅原   博之 第62回近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 3位

平成24年度 菅原   博之 第66回関西学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 準優勝
技能賞 市村　蓮司
階級賞

（ﾗｲﾄﾌﾗｲ級)
京口　紘人

階級賞
(ﾊﾞﾝﾀﾑ級)

市村　蓮司

平成25年度 菅原   博之 第67回関西学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 準優勝
階級賞
(ﾗｲﾄ級)

長尾　朋範

階級賞
(ｳｪﾙﾀｰ級)

福森　翔太

平成26年度 菅原   博之 第68回全日本大学ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ王座決定戦 準優勝
技能賞 京口　紘人

第68回関西学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 優勝 3回目優勝
最優秀選手賞福森　翔太

階級賞
(ﾗｲﾄ級)

田中　洸太郎

階級賞
(ｳｪﾙﾀｰ級)

福森　翔太

平成27年度 菅原   博之 第69回関西学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 準優勝
階級賞

（ﾗｲﾄﾌﾗｲ級)
京口　紘人

階級賞
(ﾗｲﾄ級)

田中　洸太郎

階級賞
(ｳｪﾙﾀｰ級)

山田　大樹

平成28年度 菅原   博之 第70回関西学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 3位

平成29年度 菅原   博之 第71回関西学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 3位
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階級賞
（ﾊﾞﾝﾀﾑ級)

池側　純

平成30年度 菅原   博之 第72回関西学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦
階級賞

（ﾊﾞﾝﾀﾑ級)
池側　純

令和元年度 菅原   博之 第73回関西学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾘｰｸﾞ戦 優勝 4回目優勝
最優秀選手賞中谷　七都

敢闘賞 池側　純
階級賞

（ﾗｲﾄｳｴﾙ
ﾀｰ級）

細野　勝梧

第68回全日本大学ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ王座決定戦 準優勝
敢闘賞 細野　勝梧

年度 監督 大会名 (個人) 成績 氏名
平成13年度 菅原   博之 近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ個人選手権大会 ﾗｲﾄｳｴﾙﾀｰ級 優勝 中村   剛

ﾊﾞﾝﾀﾑ級 優勝 好川   誠二

ﾌｪｻﾞｰ級 優勝 吉村   英二

平成14年度 菅原   博之 近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ個人選手権大会 ｳｴﾙﾀｰ級A 優勝 田口   眞道

ﾗｲﾄﾌﾗｲ級C 優勝 中塚   博之

ﾗｲﾄﾐﾄﾞﾙ級 優勝 金澤   圭介

平成15年度 菅原   博之 近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ個人選手権大会 ﾊﾞﾝﾀﾑ級A 準優勝 酒井   啓輔

ﾗｲﾄﾌﾗｲ級A 準優勝 高橋   宙

ﾐﾄﾞﾙ級A 優勝 金澤   圭介

平成16年度 菅原   博之 近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ個人選手権大会 ｳｴﾙﾀｰ級A 優勝 嶋田   琢也

ﾐﾄﾞﾙ級A 優勝 金澤   博明

平成17年度 菅原   博之 近畿学生ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ個人選手権大会 ﾊﾞﾝﾀﾑ級A 優勝 酒井   啓輔

ﾗｲﾄﾌﾗｲ級A 優勝 高橋   宙

平成26年度 菅原   博之 第84回全日本ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ選手権大会 ﾗｲﾄﾌﾗｲ級 準優勝 京口　紘人

平成27年度 菅原   博之 第5回台北市カップ国際ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾄｰﾅﾒﾝﾝﾄ 男子ﾗｲﾄﾌﾗｲ級 準優勝 京口　紘人
令和元年度 菅原   博之 第89回全日本ボクシング選手権大会 60kg級 準優勝 山原　武人
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