
年度 監督 成績 備考

昭和31年度 第1回関西学生拳法選手権大会 3位

昭和32年度 第2回関西学生拳法選手権大会 3位

昭和33年度 第3回関西学生拳法選手権大会 3位

昭和34年度 第4回全日本学生拳法選手権大会 準優勝

昭和35年度 第5回関西学生拳法選手権大会 3位

昭和42年度 相馬　康男 第12回全日本学生選手権大会 準優勝
第12回関西学生拳法選手権大会 3位

昭和43年度 相馬　康男 第13回関西学生拳法選手権大会 優勝 初優勝
第13回全日本学生拳法選手権大会 3位

昭和50年度 相馬　康男 第20回全日本学生拳法選手権大会 3位

昭和53年度 相馬　康男 第23回全日本学生拳法選手権大会 準優勝

昭和55年度 相馬　康男 第25回全日本学生拳法選手権大会 準優勝

昭和56年度 相馬　康男 第26回全日本学生拳法選手権大会 準優勝

昭和57年度 清水　英五郎 第27回全日本学生拳法選手権大会 3位

昭和58年度 清水　英五郎 第28回全日本学生拳法選手権大会 優勝 初優勝
第28回関西学生拳法選手権大会 優勝 2回目優勝

昭和59年度 清水　英五郎 第29回全日本学生拳法選手権大会 準優勝
第29回関西学生拳法選手権大会 3位

昭和60年度 清水　英五郎 第30回全日本学生拳法選手権大会 準優勝
第30回関西学生拳法選手権大会 準優勝

昭和61年度 清水　英五郎 第31回全日本学生拳法選手権大会 準優勝
第31回関西学生拳法選手権大会 3位

昭和62年度 清水　英五郎 第32回全日本学生拳法選手権大会 準優勝

昭和63年度 清水　英五郎 第1回日本拳法全国大学選抜選手権大会 準優勝
第33回全日本学生拳法選手権大会 準優勝
第33回関西学生拳法選手権大会 3位

平成元年度 川内　松幸 第34回全日本学生拳法選手権大会 3位
第2回日本拳法全国大学選抜選手権大会 3位
第34回関西学生拳法選手権大会 優勝 3回目優勝

平成2年度 川内　松幸 第35回関西学生拳法選手権大会 優勝 2年連続 4回目優勝

平成3年度 川内　松幸 第36回関西学生拳法選手権大会 3位

平成4年度 川内　松幸 第37回関西学生拳法選手権大会 ﾍﾞｽﾄ4

平成5年度 川内　松幸 第38回全日本学生拳法選手権大会 3位
第38回関西学生拳法選手権大会 準優勝

平成6年度 川内　松幸 第39回全日本学生拳法選手権大会 優勝 2回目優勝
第39回関西学生拳法選手権大会 優勝 5回目優勝

平成7年度 川内　松幸 第38回全日本学生拳法選手権大会 ﾍﾞｽﾄ4
第40回関西学生拳法選手権大会 3位

平成8年度 川内　松幸 第41回関西学生拳法選手権大会 優勝 6回目優勝

平成9年度 川内　松幸 第1回西日本学生拳法選手権大会 準優勝

平成10年度 川内　松幸 第11回日本拳法全国大学選抜選手権大会 準優勝
第2回西日本学生拳法選手権大会 準優勝

平成11年度 川内　松幸 第3回西日本学生拳法選手権大会 準優勝

平成12年度 川内　松幸 第4回西日本学生拳法選手権大会 準優勝

平成13年度 川内　松幸 第5回西日本学生拳法選手権大会 準優勝

平成14年度 川内　松幸 第15回日本拳法全国大学選抜選手権大会 準優勝
第47回全日本学生拳法選手権大会 準優勝
第6回西日本学生拳法選手権大会 準優勝

平成15年度 川内　松幸 第48回全日本学生拳法選手権大会 3位
第7回西日本学生拳法選手権大会 ﾍﾞｽﾄ4

平成16年度 川内　松幸 第49回全日本学生拳法選手権大会 準優勝
第8回西日本学生日本拳法選手権大会 準優勝

平成17年度 川内　松幸 第50回全日本学生拳法選手権大会 準優勝
第9回西日本学生日本拳法選手権大会 準優勝

平成18年度 高橋　敏嗣 第10回西日本学生拳法選手権大会 3位

平成19年度 川内　松幸 第11回西日本学生拳法選手権大会 3位

昭和20年度 高橋　敏嗣 第21回日本拳法全国大学選抜選手権大会 ﾍﾞｽﾄ4
女子西日本ﾁｰﾑ 優勝 前田   晴加

第12回西日本学生拳法選手権大会 優勝 初優勝
最優秀選手賞 呉宮　榮一

昭和21年度 高橋　敏嗣 第13回西日本学生拳法選手権大会 準優勝
敢闘賞 品田　茂人

日本拳法部 団体 大会記録 (昭和26年 創部)

大会名 (団体)



平成22年度 平見　和也 第14回西日本学生拳法選手権大会 3位

平成23年度 平見　和也 第15回西日本学生拳法選手権大会 優勝 3年ぶり2回目優勝
最優秀選手賞 坂口　恭平

日本拳法第24回全国大学選抜選手権大会 優勝 初優勝
最優秀選手賞 松岡　史晃

平成25年度 平見　和也 第17回西日本学生拳法選手権大会 3位
敢闘賞 江口　昌吾

平成26年度 平見　和也 第18回西日本学生拳法選手権大会 準優勝
技能賞 西尾　勇輝

日本拳法第27回全国大学選抜選手権大会 3位
敢闘賞 西尾　勇輝

第59回全日本学生拳法選手権大会 準優勝
平成29年度 井尻　丈士 第21回西日本学生拳法選手権大会 優勝 3回目優勝
令和2年度 井尻　丈士 第65回全日本学生拳法選手権大会 3位

敢闘賞 大西　晴陽

年度 監督 成績 氏名

昭和46年度 相馬　康男 全日本学生拳法選手権大会 優勝 富谷　雄三

昭和50年度 相馬　康男 全日本学生拳法選手権大会 公級 敢闘賞 川内　松幸

昭和56年度 相馬　康男 第4回全日本学生拳法王座個人選手権大会 準優勝 高　信志

昭和60年度 清水　英五郎 第1回全日本学生拳法個人選手権大会(改称) 3位 小森　保博

平成2年度 川内　松幸 第6回全日本学生拳法個人選手権大会 優勝 松田　裕史

平成5年度 川内　松幸 第9回全日本学生拳法個人選手権大会 3位 金新　憲彦

平成6年度 川内　松幸 第10回全日本学生拳法個人選手権大会 優勝 金新　憲彦

平成14年度 川内　松幸 第2回西日本学生拳法個人選手権大会 参段以上の部 優勝 川東　祐助

平成15年度 川内　松幸 第19回全日本学生日本拳法個人選手権大会 ﾍﾞｽﾄ4 恩智　敏夫
第3回西日本学生拳法個人選手権大会 参段以上の部 ﾍﾞｽﾄ4 内田　貴久

平成16年度 川内　松幸 第20回全日本学生日本拳法個人選手権大会 ﾍﾞｽﾄ4 松本　章
第4回西日本学生拳法個人選手権大会 参段以上の部 優勝 恩智　敏夫

平成17年度 川内　松幸 第21回全日本学生日本拳法個人選手権大会 3位 松本　章
3位 森長　幹晋

第5回西日本学生拳法個人選手権大会 参段以上の部 優勝 松本　章
                                                     女子の部 準優勝 前田　晴加

平成18年度 高橋　敏嗣 第6回西日本学生拳法個人選手権大会 女子の部 優勝 前田　晴加

平成20年度 高橋　敏嗣 第24回全日本学生日本拳法個人選手権大会 女子個人戦 3位 前田　晴加

平成21年度 高橋　敏嗣 第9回西日本学生拳法個人選手権大会 参段以上の部 優勝 松岡　佑樹

平成23年度 平見　和也 第12回西日本学生拳法個人選手権大会　 参段以上の部 優勝 松岡　史晃
初段・弐段の部　 優勝 西尾　勇輝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 段外の部 準優勝 宮本　龍
第27回全日本学生拳法個人選手権大会 準優勝 松岡　史晃

平成24年度 平見　和也 第13回西日本学生拳法個人選手権大会 参段以上の部 準優勝 江口　昌吾

平成25年度 平見　和也 第14回西日本学生拳法個人選手権大会 参段以上の部 優勝 江口　昌吾

平成28年度 井尻　丈士 第32回全日本学生拳法個人（男・女）選手権大会 優勝 前田　稔輝
平成30年度 井尻　丈士 第34回全日本学生拳法個人選手権大会 男子の部 準優勝 前田　稔輝
令和元年度 井尻　丈士 第20回西日本学生拳法個人選手権大会 男子初段の部 準優勝 友滝　大雅

大会名 (個人)

日本拳法部 個人 大会記録 (昭和26年 創部)


