
年度 監督 大会名 (団体) 成績 備考
昭和43年度 福原   祐三 関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 秋季 初優勝
昭和45年度 上野   尚志 関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 2回目優勝

関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 初優勝
昭和46年度 上野   尚志 関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 2季連続 3回目優勝

関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 3季連続 4回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 2年連続 2回目優勝

昭和47年度 上野   尚志 関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 4季連続 5回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 5季連続 6回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 3年連続 3回目優勝
西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 初優勝

昭和48年度 上野   尚志 第26回全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 初優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 6季連続 7回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 7季連続 8回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 4年連続 4回目優勝
西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 2年連続 2回目優勝

昭和49年度 上野   尚志 第27回全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 準優勝
近畿ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ総合選手権大会 優勝 初優勝
西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 3年連続 3回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 8季連続 9回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 9季連続 10回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 5年連続 5回目優勝

昭和50年度 上野   尚志 第28回全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 2回目優勝
第1回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 初優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 10季連続 11回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 11季連続 12回目優勝

昭和51年度 上野   尚志 第2回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 2年連続 2回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 6回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 12季連続 13回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 13季連続 14回目優勝

昭和52年度 上野   尚志 第30回全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 3回目優勝
第3回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 3年連続 3回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 14季連続 15回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 15季連続 16回目優勝

昭和53年度 上野   尚志 第31回全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 2年連続 4回目優勝
第4回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 4年連続 4回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 16季連続 17回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 17季連続 18回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 7回目優勝

昭和54年度 上野   尚志 第5回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 5年連続 5回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 18季連続 19回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 19季連続 20回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 2年連続 8回目優勝

昭和55年度 上野   尚志 第6回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 6年連続 6回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 20季連続 21回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 21季連続 22回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 3年連続 9回目優勝

昭和56年度 上野   尚志 第7回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 3位
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 22季連続 23回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 23季連続 14回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 4年連続 10回目優勝

昭和57年度 上野   尚志 第8回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 7回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 24季連続 25回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 25季連続 26回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 5年連続 11回目優勝

昭和58年度 上野   尚志 第9回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 2年連続 8回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 26季連続 27回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 27季連続 28回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 6年連続 12回目優勝

昭和59年度 上野   尚志 第10回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 3年連続 9回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 28季連続 29回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 29季連続 30回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 7年連続 13回目優勝

昭和60年度 上野   尚志 第11回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 4年連続 10回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 30季連続 31回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 31季連続 32回目優勝

昭和61年度 上野   尚志 第12回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 準優勝
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関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 33回目優勝
昭和62年度 上野   尚志 第13回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 11回目優勝
昭和63年度 上野   尚志 第14回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 準優勝

関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 2季連続 34回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 準優勝

平成元年度 上野   尚志 第15回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 3位
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 2季連続 35回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 2季連続 36回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 14回目優勝

平成2年度 上野   尚志 第16回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 3位
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 2年連続15回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 準優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 37回目優勝

平成3年度 上野   尚志 第17回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 12回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 3年連続 16回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 2季連続 38回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 3位

平成4年度 上野   尚志 第18回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 2年連続 13回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 39回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 2季連続 40回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 4年連続 17回目優勝

平成5年度 上野   尚志 関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 3季連続 41回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 4季連続 42回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 準優勝

平成6年度 上野   尚志 ｱｼﾞｱｼﾞｭﾆｱ男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会(ｶﾀｰﾙ) 出場 岸田浩樹
全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選抜強化合宿 (ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 出場 西田貢宏
第20回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 3位
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 5季連続 43回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 6季連続 44回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 18回目優勝

平成7年度 上野   尚志 全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選抜ﾁｰﾑﾊﾞﾝｺｸ遠征 出場 山名邦卓
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 3位
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 ﾍﾞｽﾄ4

平成8年度 上野   尚志 関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 3位
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 3位
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 準優勝

平成9年度 上野   尚志 第23回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 3位
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 準優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 3位
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 19回目優勝

平成10年度 上野   尚志 ｱｼﾞｱｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 6位 出場   吉田竜児
第51回全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 準優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 45回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 2季連続 46回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 20回目優勝

平成11年度 上野   尚志 ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 準優勝 出場   川村慎二
ｱｼﾞｱｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 4位 出場   吉田竜児､久保尚志
第25回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 3位
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 準優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 秋季2季連続 47回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 準優勝

平成12年度 上野   尚志 第53回全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 準優勝
第26回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 14回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 2季連続 48回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 3季連続 49回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 21回目優勝

平成13年度 上野   尚志 ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 9位 出場   久保尚志
第54回全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 準優勝
第27回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 2年連続 15回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 4季連続 50回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 5季連続 51回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 2年連続 22回目優勝



平成14年度 上野   尚志 東ｱｼﾞｱ地区ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 3位 出場   吉田   護
第28回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 3年連続 16回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 3位
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 52回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 準優勝

平成15年度 上野   尚志 ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 準優勝 出場   吉田   護
第29回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 準優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 2季連続 53回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 3季連続 54回目優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 23回目優勝

平成16年度 上野   尚志 関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 4季連続 55回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 準優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 準優勝

平成17年度 上野   尚志 関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 56回目優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 準優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 24回目優勝

平成18年度 上野   尚志 第32回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 3位
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 3位
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 準優勝
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 3位

平成19年度 中嶋   英喜 近畿ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ総合選手権大会 3位
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 準優勝
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 25回目優勝

平成20年度 中嶋   英喜 関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 ｽﾊﾟｲｸ賞 天本　智成
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 準優勝 　

敢闘賞 横田　一義
ﾌﾞﾛｯｸ賞 横田　一義
ｽﾊﾟｲｸ賞 天本　智成

平成21年度 中嶋   英喜 関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 57回目優勝
最優秀監督賞 中嶋   英喜
最優秀選手賞 増本   篤

ｽﾊﾟｲｸ賞 天本　智成
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 ﾍﾞｽﾄ4

平成22年度 中嶋   英喜 関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 58回目優勝
最優秀監督賞 中嶋   英喜
最優秀選手賞 越猪　竜之介

ｽﾊﾟｲｸ賞 天本　智成 
ｾｯﾀｰ賞 須藤　竜太

関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 準優勝
敢闘賞 越猪　竜之介

ﾍﾞｽﾄｻﾎﾟｰﾀｰ賞 (団体)

関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 優勝 26回目優勝
第63回全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学選手権大会 4位

平成23年度 中嶋   英喜 関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 ﾌﾞﾛｯｸ賞 河戸　俊亮
ﾘﾍﾞﾛ賞 瀬川　拓也

第37回西日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学男子選手権大会 優勝 9年ぶり17回目優勝
優勝監督賞 中嶋　英喜

最優秀選手賞 瀬川　拓也
ｾｯﾀｰ賞 三田村　一成
ﾘﾍﾞﾛ賞 瀬川　拓也

ｽﾊﾟｲｸ賞 河戸　俊亮
猛打賞 田中　恭平
ｻｰﾌﾞ賞 中河　諒
ﾌﾞﾛｯｸ賞 惣田　祐生
ﾚｼｰﾌﾞ賞 田中　恭平

全日本大学男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ東西選抜優勝大会 3位
ﾌﾞﾛｯｸ賞 岡本　智秀
ﾚｼｰﾌﾞ賞 田中　恭平

関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 猛打賞 田中　恭平
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学男女選手権大会 準優勝

平成24年度 中嶋   英喜 関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 ｻｰﾌﾞ賞 上田　弘樹
関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学男女選手権大会 準優勝

平成25年度 長谷川　博之 関西ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学男女選手権大会 3位
平成29年度 酒井　淳 関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 14季ぶり59回目優勝

最優秀監督賞 酒井　淳
最優秀選手賞 酒井　鴻

ｾｯﾀｰ賞 中野　将太
関西大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 ｻｰﾌﾞ賞 岡田　忠樹


