
年度 監督 成績 備考
昭和40年度 第8回全関西大学空手道選手権大会 準優勝
昭和41年度 第9回全関西大学空手道選手権大会 準優勝
昭和46年度 小寺　輝洋 第9回西日本大学空手道選手権大会 3位
昭和51年度 宇野　幸三 第14回西日本大学空手道選手権大会 3位
昭和52年度 宇野　幸三 第20回全関西学生空手道選手権大会 優勝 初優勝
昭和53年度 宇野　幸三 第16回西日本大学空手道選手権大会 優勝 初優勝

第21回全関西学生空手道選手権大会 優勝 2年連続 2回目優勝
昭和54年度 清水　基示 第17回西日本学生空手道選手権大会 準優勝

第22回全関西学生空手道選手権大会 準優勝
昭和57年度 清水　基示 第25回全関西学生空手道選手権大会 3位
昭和58年度 清水　基示 第21回西日本学生空手道選手権大会 準優勝
昭和59年度 清水　基示 第28回全日本学生空手道選手権大会 準優勝

第22回西日本学生空手道選手権大会 優勝 2回目優勝
第27回全関西学生空手道選手権大会 優勝 3回目優勝

昭和60年度 清水　基示 第29回全日本学生空手道選手権大会 準優勝
第23回西日本学生空手道選手権大会 優勝 2年連続 3回目優勝
第28回全関西学生空手道選手権大会 優勝 2年連続 4回目優勝

昭和61年度 清水　基示 第24回西日本学生空手道選手権大会 優勝 3年連続 4回目優勝
第29回全関西学生空手道選手権大会 優勝 3年連続 5回目優勝

昭和62年度 清水　基示 第25回西日本学生空手道選手権大会 優勝 4年連続 5回目優勝
第30回全関西学生空手道選手権大会 優勝 4年連続 6回目優勝

昭和63年度 清水　基示 第32回全日本大学空手道選手権大会 優勝 初優勝
第26回西日本学生空手道選手権大会 優勝 5年連続 6回目優勝
第31回全関西学生空手道選手権大会 準優勝

平成元年度 清水　基示 第27回西日本大学空手道選手権大会 優勝 6年連続 7回目優勝
第32回全関西学生空手道選手権大会 優勝 7回目優勝

平成2年度 清水　基示 第28回西日本大学空手道選手権大会 準優勝
第33回全関西学生空手道選手権大会 準優勝

平成3年度 清水　基示 第35回全日本大学空手道選手権大会 準優勝
第29回西日本学生空手道選手権大会 優勝 2年ぶり 8回目優勝

平成5年度 清水　基示 第37回全日本学生空手道選手権大会 3位
第31回西日本大学空手道選手権大会 準優勝
第36回全関西学生空手道選手権大会 準優勝

平成6年度 清水　基示 第38回全日本学生空手道選手権大会 3位
第32回西日本大学空手道選手権大会 3位
第37回全関西学生空手道選手権大会 準優勝

平成7年度 清水　基示 全日本空手道連盟選抜ﾁｰﾑｽﾍﾟｲﾝ遠征 出場 池田　清剛
第38回全関西学生空手道選手権大会 優勝 8回目優勝

平成8年度 清水　基示 国際空手大会 (ｶﾅﾀﾞﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ市) 団体 準優勝 橋本　好生
第40回全日本大学空手道選手権記念大会 3位
第34回西日本大学空手道選手権大会 3位
第39回全関西学生空手道選手権大会 準優勝

平成9年度 清水　基示 第35回西日本大学空手道選手権大会 準優勝
平成10年度 清水　基示 第36回西日本大学空手道選手権大会 準優勝

第41回全関西学生空手道選手権大会 準優勝
平成11年度 清水　基示 第43回全日本学生空手道選手権大会 3位

第37回西日本大学空手道選手権大会 準優勝
平成12年度 清水　基示 第44回全日本学生空手道選手権大会 優勝 2回目優勝

第38回西日本大学空手道選手権大会 3位
第43回全関西学生空手道選手権大会 準優勝

平成13年度 清水　基示 第39回西日本大学空手道選手権大会 準優勝
第44回全関西学生空手道選手権大会 3位

平成14年度 清水　基示 第40回西日本大学空手道選手権大会 3位
平成17年度 清水　基示 第49回全日本学生空手道選手権大会 3位

第43回西日本大学空手道選手権大会 3位
第48回全関西学生空手道選手権大会 準優勝

平成18年度 清水　基示 第44回西日本大学空手道選手権大会 準優勝
第49回全関西大学空手道選手権大会 3位

平成19年度 清水　基示 第51回全日本学生空手道選手権大会 準優勝
第45回西日本大学空手道選手権大会 男子団体 準優勝

女子団体 3位
第50回全関西大学空手道選手権大会 優勝 9回目優勝

空手道部 団体 大会記録 (昭和27年 創部)

大会名 (団体)



平成20年度 清水　基示 第52回全日本学生空手道選手権大会 3位
優秀選手賞 寺本　吉希

第46回西日本大学空手道選手権大会 3位
第51回全関西大学空手道選手権大会 準優勝

優秀選手賞 寺本　吉希
優秀選手賞 松本　卓也

平成21年度 清水　基示 第47回西日本大学空手道選手権大会 準優勝
第52回全関西大学空手道選手権大会 準優勝
第53回全日本学生空手道選手権大会 3位

平成22年度 清水　基示 第54回全日本大学空手道選手権大会 男子団体 3位
優秀選手賞 松本　卓也

第48回西日本大学空手道選手権大会 男子団体 3位
優秀選手賞 山本　裕樹

女子団体 3位
優秀選手賞 釜　ひかり

第53回全関西大学空手道選手権大会 女子団体 3位
優秀選手賞 今村　楓

平成23年度 清水　基示 第49回西日本大学空手道選手権大会 男子団体 3位
優秀選手賞 松本　卓也

女子団体 3位
優秀選手賞 山田　里奈

平成24年度 清水　基示 第50回西日本大学空手道選手権大会 男子団体 3位
優秀選手賞 溝口　弘樹

第55回全関西大学空手道選手権大会 男子団体 3位
優秀選手賞 坂井　聡

平成25年度 清水　基示 第57回全日本大学空手道選手権大会 男子団体 3位
優秀選手賞 黒川　大和

第51回西日本大学空手道選手権大会 男子団体 3位
優秀選手賞 黒川　大和

第56回全関西大学空手道選手権大会 男子団体 準優勝
優秀選手賞 黒川 大和
優秀選手賞 西山 貴明

平成26年度 福島　真司 第58回全日本大学空手道選手権大会 男子団体 3位
優秀選手賞 飯作　雄太郎

第52回西日本大学空手道選手権大会 男子団体 3位
優秀選手賞 川島　健吾

第57回全関西大学空手道選手権大会 男子団体 準優勝
優秀選手賞 高井　魁人
優秀選手賞 市本　寛

平成27年度 清水　基示 第53回西日本大学空手道選手権大会 男子団体 3位
優秀選手賞 飯作　雄太郎

平成28年度 清水　基示 第59回全関西大学空手道選手権大会　 男子団体 3位
平成29年度 清水　基示 第60回全関西大学空手道選手権大会　 男子団体 3位

優秀選手賞 柏　裕樹
平成30年度 清水　基示 第61回全関西大学空手道選手権大会　 男子団体 3位

優秀選手賞 溝口　誠
令和元年度 清水　基示 第62回全関西大学空手道選手権大会 男子団体 3位

優秀選手 田中　雄吏



年度 監督 成績 氏名
昭和37年度 第6回全日本学生空手道選手権大会 準優勝 政井
昭和47年度 石飛　芳信 第6回全関西空手道個人選手権大会 形 3位 上田
昭和48年度 石飛　芳信 第7回全関西空手道個人選手権大会 優勝 堤　健郎
昭和49年度 石飛　芳信 東南ｱｼﾞｱ大会代表 出場 山崎　博明
昭和50年度 岡田　充弘 第9回全関西空手道個人選手権大会 優勝 浅川　清一
昭和51年度 宇野　幸三 第10回全関西空手道個人選手権大会 準優勝 渡口
昭和52年度 宇野　幸三 第11回全関西空手道個人選手権大会 3位 柴田
昭和53年度 宇野　幸三 第12回全関西空手道個人選手権大会 3位 篠原
昭和54年度 清水　基示 第13回全関西空手道個人選手権大会 3位 真喜志
昭和58年度 清水　基示 第17回全関西空手道個人選手権大会 準優勝 正井
昭和59年度 清水　基示 第18回全関西空手道個人選手権大会 準優勝 正井
昭和60年度 清水　基示 第19回全関西空手道個人選手権大会 3位 山本
昭和61年度 清水　基示 第30回全日本学生空手道選手権大会 優勝 我妻　登

3位 和田
第20回全関西空手道個人選手権大会 優勝 藤田　典正

昭和62年度 清水　基示 第21回全関西空手道個人選手権大会 優勝 藤田　典正
準優勝 藤田　典正

昭和63年度 清水　基示 第16回全日本空手道選手権大会 優勝 藤田　典正
第22回関西学生空手道個人選手権大会 準優勝 藤田　典正

平成2年度 清水　基示 第24回関西学生空手道個人選手権大会 優勝 小原　悦嗣
3位 吉田　宏作

平成3年度 清水　基示 第19回全日本空手道選手権大会 優勝 藤田　典正
第25回関西学生空手道個人選手権大会 3位 小原　悦嗣
第25回関西学生空手体重別選手権大会 60㎏級未満 3位 福岡　健二
 70㎏級 優勝 小原　悦嗣
 無差別級 優勝 今岡　誠二

平成5年度 清水　基示 第37回全日本学生空手道選手権大会 3位 福迫　大司
第27回関西学生空手道個人選手権大会 優勝 福迫　大司

準優勝 池田　清剛
3位 坂　栄孝

平成6年度 清水　基示 日米･目墨(ﾒｷｼｺ)学生空手道親善試合 優勝 坂　栄孝
第28回関西学生空手道個人選手権大会 優勝 坂　栄孝

準優勝 宮田　大
平成7年度 清水　基示 第39回全日本学生空手道選手権大会 優勝 池田　清剛

第29回関西学生空手道個人選手権大会 準優勝 宮田　大
3位 池田　清剛

平成8年度 清水　基示 第40回全日本大学空手道選手権大会 準優勝 橋本　好生
第30回関西学生空手道個人選手権大会 優勝 那須　一弥

平成10年度 清水　基示 世界学生空手道選手権ﾘｰﾙ大会 出場 橋本　好生
第32回関西学生空手道選手権大会 3位 又江原　敦浩

平成11年度 清水　基示 第43回全日本学生空手道選手権大会 3位 奥本　健
第33回関西学生空手道個人選手権大会 軽量級 3位 浦野　哲路

中量級 準優勝 村田　道恒
中量級 3位 渡邊　貴生
重量級 優勝 奥本　健

平成12年度 清水　基示 第34回関西学生空手道個人選手権大会 軽量級 3位 町田　智幸
重量級 3位 田島　知英

平成13年度 清水　基示 第35回関西学生空手道個人選手権大会 軽量級 準優勝 町田　智幸
重量級 3位 田島　知英

平成14年度 清水　基示 ｱｼﾞｱｼﾞｭﾆｱ空手道選手権大会 +80kg級 優勝 角田　栄作
第36回関西学生空手道個人選手権大会 軽量級 準優勝 山崎　正豊

重量級 優勝 角田　栄作
平成15年度 清水　基示 第37回関西学生空手道個人選手権大会 68kg級 3位 林田　勇
平成17年度 清水　基示 世界ｼﾞｭﾆｱ&ｶﾚｯﾄﾞ空手道選手権大会 -60kg級 準優勝 土居　千真

+80kg級 2回戦敗退 寺本　吉希
第39回関西学生空手道個人選手権大会 63kg級 優勝 土居　千真

68kg級 準優勝 群司島　克志
73kg級 ﾍﾞｽﾄ4 中塚　康弘
73kg級 ﾍﾞｽﾄ4 葛西　良樹

空手道部 個人 大会記録 (昭和27年 創部)

大会名 (個人)



平成18年度 清水　基示 第4回世界大学空手道選手権大会 1回戦敗退 土居　千真
第40回関西学生空手道個人選手権大会 統合戦 準優勝 寺本　吉希
                                                        75kg級 準優勝 山田　英二
                                                        75kg級 3位 日高　誠充

+75kg級 優勝 寺本　吉希
平成19年度 清水　基示 第51回全日本学生空手道選手権大会 3位 土居　千真

第41回関西学生空手道個人選手権大会 68kg級 優勝 土居　千真
68kg級 3位 鯵坂　隆志

                                                        +75kg級 3位 寺本　吉希
                                                         男子形 3位 新城　武

平成20年度 清水　基示 第6回世界大学空手道選手権大会 1回戦敗退 寺本　吉希
第42回関西学生空手道個人選手権大会 62kg級 準優勝 平野　佳秀

75kg級 準優勝 新城　武
+75kg級 優勝 寺本　吉希
+75kg級 3位 工藤　将太

平成21年度 清水　基示 第43回関西学生空手道個人選手権大会 62kg級 準優勝 松本　卓也
                                                        68kg級 準優勝 坂井　聡

75kg級 準優勝 新城　武
75kg級 3位 西内　真由

第1回関西学生空手道ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ 男子ｼﾞｭﾆｱｸﾗｽ 優勝 増田　祐希
男子ｼﾞｭﾆｱｸﾗｽ 準優勝 西村　健
男子ｼﾞｭﾆｱｸﾗｽ 3位 松永　彬

平成22年度 清水　基示 第44回関西学生空手道個人選手権大会 67kg級 準優勝 松本　卓也
                                               67kg級 3位 坂井　聡
第2回関西学生空手道ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ 男子ｼﾆｱｸﾗｽ 3位 西山　貴明

女子ｼﾆｱｸﾗｽ 3位 平島　亜梨沙
平成23年度 清水　基示 第45回関西学生空手道個人選手権大会 -60kg級 優勝 小島　将裕

-67kg級 優勝 松本　卓也
-75kg級 3位 坂井　聡

優秀選手 平野　皓大
優秀選手 岡本　小鉄
優秀選手 佐藤　延嘉

                                             女子-55kg級 3位 平島　亜梨沙
女子-55kg級 3位 山田　里奈

                                               優秀選手 林　真弓
第3回関西学生空手道ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ 男子ｼﾆｱｸﾗｽ 準優勝 西山　貴明

男子ｼﾆｱｸﾗｽ 優秀選手 山田　光嬉
平成24年度 清水　基示 FISU第8回世界大学空手道選手権大会 2回戦敗退 黒川　大和

第56回全日本学生空手道選手権大会並びに東西対抗戦 3位 溝口　弘樹
第46回関西学生空手道個人選手権大会 -60kg級 3位 平野　皓大

-67kg級 優勝 岡本　小鉄
-75kg級 準優勝 坂井　聡
-75kg級 3位 黒川　大和

                                                   +75kg級 3位 溝口　弘樹
女子-55kg級 3位 山田　里奈

第4回関西学生空手道ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ 男子ｼﾆｱｸﾗｽ 優勝 高井　魁人
男子ｼﾆｱｸﾗｽ 優秀選手 山田　光嬉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 男子ｴｸｾﾚﾝﾄｸﾗｽ 準優勝 黒川　大和
男子ｴｸｾﾚﾝﾄｸﾗｽ 優秀選手 西山　貴明
男子ｴｸｾﾚﾝﾄｸﾗｽ 優秀選手 坂井　聡

平成25年度 清水　基示 第3回東ｱｼﾞｱｼﾆｱ空手道選手権大会　ｼﾆｱ男子個人 -84kg級 準優勝 溝口　弘樹
第8回世界ｼﾞｭﾆｱ＆ｶﾃﾞｯﾄ・21ｱﾝﾀﾞｰ空手道選手権大会

　　　　　　　　　　　　　　　21ｱﾝﾀﾞｰ 男子個人-78kg級 2回戦敗退 溝口　弘樹
第47回関西学生空手道個人選手権大会 -60kg級 3位 平野　皓大

-75kg級 3位 高井　魁人
+75kg級 3位 飯作　雄太郎

平成26年度 福島　真司 第5回関西学生空手道ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ 男子ｼﾆｱｸﾗｽ 3位 高井　魁人
平成27年度 清水　基示 第9回世界ｼﾞｭﾆｱ＆ｶﾃﾞｯﾄ・21ｱﾝﾀﾞｰ空手道選手権大会

21ｱﾝﾀﾞｰ 男子個人+84kg級 3回戦敗退 飯作　雄太郎
第49回関西学生空手道個人選手権大会 +75kg級 優勝 溝口　弘樹
第7回関西学生空手道ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ 男子ｴｸｾﾚﾝﾄｸﾗｽ 優勝 溝口　弘樹

男子ｴｸｾﾚﾝﾄｸﾗｽ 3位 溝口　誠 



平成28年度 清水　基示 優秀選手 山下　大幹
第50回関西学生空手道個人選手権大会 -60kg級 準優勝 山下　大幹
第8回関西学生空手道ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ 男子ｼﾆｱｸﾗｽ 優勝 飯作　雄太郎

男子ｼﾆｱｸﾗｽ 準優勝 溝口　誠
男子ｼﾆｱｸﾗｽ 3位 山本　大悟
男子ｴｸｾﾚﾝﾄｸﾗｽ 優秀選手 山下　大幹

平成29年度 清水　基示 第51回関西学生空手道個人選手権大会 +75kg級 3位 古市　海人
第9回関西学生空手道ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ 男子ｼﾆｱｸﾗｽ 3位 山下　大幹

令和元年度 清水　基示 第53回関西学生空手道個人選手権大会 -67㎏級 3位 山下　大幹
令和3年度 長谷川　誠 第54回関西学生空手道個人選手権大会 +75kg級 3位 石田　彪雅

第60回全日本学生空手道選手権大会並びに東西対抗戦


