バスケットボール部 大会記録 (昭和27年 創部)
年度
昭和38年度

監督

昭和39年度
昭和40年度
昭和41年度
昭和42年度 島田 三郎

昭和43年度 島田 三郎
島田 三郎
昭和44年度 島田 三郎
昭和45年度 島田 三郎

昭和46年度 島田 三郎
昭和47年度 島田 三郎
昭和48年度 島田 三郎
昭和49年度 島田 三郎

昭和50年度 島田 三郎

昭和51年度 島田 三郎

昭和52年度 島田 三郎

昭和53年度 島田 三郎
島田 三郎
昭和54年度 島田 三郎
昭和55年度 島田 三郎

昭和56年度 島田 三郎

昭和57年度 島田 三郎

大会名 (団体)
第13回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
第14回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
第15回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
第16回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
東京ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ 全日本学生代表参加
第17回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
近畿総合ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
第18回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
第19回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
東京ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ 全日本学生代表参加
第20回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
第21回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
第22回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
第26回全日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
第24回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
第1回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
第25回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
第2回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
第26回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
第3回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
第27回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
第4回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
近畿総合ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
第28回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
第5回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
第6回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
第30回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
第7回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
第31回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
第8回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
第32回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
第9回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

成績
3位
準優勝
3位
3位
準優勝
優勝
準優勝
出場
優勝
優勝
優勝
3位
準優勝
3位
準優勝
出場
優勝
優勝
優勝
準優勝
優勝
準優勝
優勝
3位
準優勝
優勝
準優勝
優勝
3位
優勝
優勝
3位
3位
優勝
優勝
準優勝
優勝
準優勝
優勝
優勝
準優勝
準優勝
優勝
準優勝
準優勝
優勝
3位
3位
準優勝
3位
3位

備考

初優勝
杉田勝彦
2年連続 2回目優勝
初優勝
初優勝

千草信雄
3回目優勝
2回目優勝
2年連続 4回目優勝
3年連続 5回目優勝
3回目優勝

2年連続 4回目優勝
6回目優勝
初優勝
2年連続 7回目優勝

3年連続 8回目優勝
2年連続 2回目優勝
2回目優勝
5回目優勝
3年連続 3回目優勝

9回目優勝

2年連続 10回目優勝

昭和58年度 島田 三郎 第33回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
3位
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
準優勝
第10回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
準優勝
昭和59年度 島田 三郎 第34回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
準優勝
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
優勝
6回目優勝
第11回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
準優勝
昭和60年度 島田 三郎 第35回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
優勝
11回目優勝
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
3位
昭和61年度 島田 三郎 第13回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
3位
昭和62年度 島田 三郎 第37回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
準優勝
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
3位
昭和63年度 島田 三郎 第38回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
準優勝
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
3位
平成元年度 島田 三郎 関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
準優勝
平成2年度 島田 三郎 関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
優勝
7回目優勝
第17回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
3位
平成3年度 島田 三郎 関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
準優勝
第18回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
3位
平成4年度 島田 三郎 関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
ﾍﾞｽﾄ4
平成11年度 島田 三郎 第49回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
3位
第26回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
準優勝
平成12年度 島田 三郎 第50回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
3位
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
準優勝
平成13年度 島田 三郎 男子第77回全日本総合ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 1回戦敗退
第48回近畿総合ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
準優勝
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
優勝
8回目優勝
平成14年度 島田 三郎 第29回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
3位
平成15年度 島田 三郎 第30回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
優勝
4回目優勝
平成16年度 島田 三郎 第31回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
3位
平成18年度 島田 三郎 第53回近畿総合ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
3位
第33回関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
3位
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
3位
平成21年度 樋口 泰
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
ﾌﾘｰｽﾛｰ王 道原 紀晃
平成22年度 樋口 泰
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
ﾌﾘｰｽﾛｰ王 道原 紀晃
平成23年度 樋口 泰
関西学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦
得点王 道原 紀晃

