
年度 監督 成績 備考
昭和50年 関西学生軟式庭球新人大会 優勝
昭和50年度 下糀雄次 西日本大学対抗軟式庭球選手権大会 優勝 初優勝
昭和51年度 下糀雄次 関西学生軟式庭球春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 初優勝

第16回全日本学生軟式庭球東西対抗戦 優勝 初優勝
西日本軟式庭球一般選手権 優勝 初優勝

昭和52年度 下糀雄次 西日本大学対抗軟式庭球選手権大会 優勝 2回目優勝
第17回全日本学生軟式庭球東西対抗戦 優勝 2年連続 2回目優勝

昭和54年度 下糀雄次 関西学生軟式庭球春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 2回目優勝
昭和57年度 下糀雄次 関西学生軟式庭球秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 3回目優勝
昭和58年度 下糀雄次 関西学生軟式庭球秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 4回目優勝

西日本大学対抗軟式庭球選手権大会 3位
昭和60年度 下糀雄次 第5回軟式庭球全日本大学ﾘｰｸﾞ王座決定戦 準優勝

西日本大学対抗軟式庭球選手権大会 準優勝
関西学生軟式庭球春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 5回目優勝

昭和62年度 下糀雄次 関西学生軟式庭球秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 6回目優勝
昭和63年度 下糀雄次 第41回文部大臣杯全日本大学対抗軟式庭球選手権大会 3位

西日本大学対抗軟式庭球選手権大会 準優勝
関西学生軟式庭球選手権大会 3位

平成元年度 下糀雄次 第42回文部大臣杯全日本大学対抗軟式庭球選手権大会 準優勝
関西学生軟式庭球秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 7回目優勝

平成2年度 下糀雄次 第43回文部大臣杯全日本大学対抗軟式庭球選手権大会 準優勝
西日本大学対抗軟式庭球選手権大会 準優勝
関西学生軟式庭球春季ﾘｰｸﾞ戦 準優勝
関西学生軟式庭球秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 8回目優勝

平成3年度 下糀雄次 第45回文部大臣杯全日本大学対抗軟式庭球選手権大会 優勝 初優勝
第11回全日本軟式庭球団体選抜王座決定戦 3位
西日本大学対抗軟式庭球選手権大会 3位
関西学生軟式庭球春季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 9回目優勝
関西学生軟式庭球秋季ﾘｰｸﾞ戦 優勝 2季連続 10回目優勝

平成4年度 下糀雄次 西日本大学対抗ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 3位
関西学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ春季ﾘｰｸﾞ戦 3位
関西学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ秋季ﾘｰｸﾞ戦 3位
関西学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 準優勝

平成5年度 下糀雄次 関西学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ春季ﾘｰｸﾞ戦 準優勝
関西学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ秋季ﾘｰｸﾞ戦 準優勝

平成6年度 下糀雄次 西日本大学対抗ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 3位
関西学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ秋季ﾘｰｸﾞ戦 3位

平成7年度 下糀雄次 関西学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ秋季ﾘｰｸﾞ戦 3位
平成8年度 下糀雄次 関西学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ春季ﾘｰｸﾞ戦 準優勝
平成9年度 下糀雄次 第17回全日本大学ｿﾌﾄﾃﾆｽ王座選手権大会 優勝 初優勝

第51回文部科学大臣杯全日本大学対抗ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 準優勝
西日本大学対抗ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 優勝 3回目優勝
関西学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ春季ﾘｰｸﾞ戦 準優勝
関西学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ秋季ﾘｰｸﾞ戦 3位

平成10年度 下糀雄次 第18回全日本大学ｿﾌﾄﾃﾆｽ王座選手権大会 3位
第52回文部科学大臣杯全日本大学対抗ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 準優勝
西日本大学対抗ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 準優勝

平成11年度 下糀雄次 西日本大学対抗ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 準優勝
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年度 監督 成績 氏名
昭和43年度 下糀雄次 西日本学生軟式庭球選手権大会 ｼﾝｸﾞﾙｽ 優勝 加藤　義宣
昭和45年度 下糀雄次 第13回全日本学生軟式庭球ｼﾝｸﾞﾙｽ大会 優勝 加藤　義宣

西日本学生軟式庭球選手権大会 ｼﾝｸﾞﾙｽ 優勝 加藤　義宣
昭和52年度 下糀雄次 西日本学生軟式庭球選手権大会 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 優勝 古谷･坂本

全日本学生選手権大会 個人 準優勝 氏名不明
昭和55年度 下糀雄次 西日本学生軟式庭球選手権大会 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 優勝 宮岡･近藤
昭和56年度 下糀雄次 西日本学生軟式庭球選手権大会 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 優勝 宮岡･近藤
昭和58年度 下糀雄次 関西学生軟式庭球選手権大会 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 優勝 西山･山口
昭和61年度 下糀雄次 第28回全日本学生軟式庭球ｼﾝｸﾞﾙｽ大会 優勝 橋本　康徳

関西学生軟式庭球選手権大会 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 優勝 稲森･柴戸
昭和61年度 下糀雄次 西日本学生軟式庭球選手権大会 ｼﾝｸﾞﾙｽ 優勝 橋本　康徳
昭和63年度 下糀雄次 西日本学生軟式庭球選手権大会 ｼﾝｸﾞﾙｽ 優勝 稲森
平成元年度 下糀雄次 第44回全日本学生軟式庭球ｼﾝｸﾞﾙｽ大会 優勝 荒木　琢也

第44回全日本軟式庭球ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 2位 井上　佳宏・松口　哲也
西日本学生軟式庭球選手権大会 ｼﾝｸﾞﾙｽ 優勝 荒木　琢也
西日本軟式庭球ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 準優勝 荒木　琢也・後藤　淳二
関西学生軟式庭球選手権大会 優勝 井上　佳宏・後藤　淳二
関西学生軟式庭球ｼﾝｸﾞﾙｽ大会 優勝 荒木　琢也
関西学生軟式庭球ｼﾝｸﾞﾙｽ大会 3位 佐藤　博司

平成2年度 下糀雄次 西日本学生軟式庭球選手権大会 ﾀﾞﾌﾞﾙｽの部 優勝 井上　佳宏・松口　哲也
西日本学生軟式庭球選手権大会 ﾀﾞﾌﾞﾙｽの部 3位 伝村　貴夫・後藤　淳二
西日本学生軟式庭球選手権大会 ｼﾝｸﾞﾙｽの部 2位 井上　佳宏
関西学生軟式庭球ｼﾝｸﾞﾙｽ大会 優勝 伝村　貴夫

平成3年度 下糀雄次 第46回全日本学生軟式庭球ｼﾝｸﾞﾙ大会 優勝 井上　佳宏
西日本学生軟式庭球選手権大会 優勝 井上　佳宏・千田　治

平成4年度 下糀雄次 西日本学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 2位 伝村　貴夫・千田　治
平成5年度 下糀雄次 西日本学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 3位 西山　和伸・花井　伸幸

西日本学生ｿﾌﾄﾃﾆｽｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 2位 西山　和伸
関西学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ﾍﾞｽﾄ4 近藤　直・宮川　忠大

ﾍﾞｽﾄ4 棟久　正啓・梅田　康文
平成7年度 下糀雄次 関西学生ｿﾌﾄﾃﾆｽｲﾝﾄﾞｱ大会 準優勝 三原　明・岩永　淳
平成8年度 下糀雄次 関西学生ｿﾌﾄﾃﾆｽｲﾝﾄﾞｱ大会 準優勝 三原　明・岩永　淳
平成9年度 下糀雄次 関西学生ｿﾌﾄﾃﾆｽｲﾝﾄﾞｱ大会 優勝 岡村　正和・村上　広昭

3位 三原　明・岩永　淳
西日本学生ｿﾌﾄﾃﾆｽｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 優勝 岡村　正和

平成10年度 下糀雄次 西日本学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 準優勝 岡村　正和・村上　広昭
平成11年度 下糀雄次 西日本学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ﾍﾞｽﾄ4 岡村　正和・小林　弘典

関西学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ﾍﾞｽﾄ4 岡村　正和・小林　弘典
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