
関西大学体育会KAISERS関西大学体育会KAISERS

編
集
・
発
行
／
関
西
大
学
学
生
セ
ン
タ
ー
　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
　
体
育
会
本
部
　
画
像
提
供
：
関
大
ス
ポ
ー
ツ
編
集
局

住
所
／
〒
564-8680　

大
阪
府
吹
田
市
山
手
町
３
丁
目
３
番
35
号
　
電
話
／
06
-6368

-1121（
代
表
）

2016-2019
K

an-D
ai SPO

RTS 4YEAR
S R

EC
O

R
D

 

発行日／ 2020年３月 31日
2016-2019
Kan-Dai SPORTS 4YEARS RECORD 

関西大学体育会KAISERS関西大学体育会KAISERS

編
集
・
発
行
／
関
西
大
学
学
生
セ
ン
タ
ー
　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
　
体
育
会
本
部
　
画
像
提
供
：
関
大
ス
ポ
ー
ツ
編
集
局

住
所
／
〒
564-8680　

大
阪
府
吹
田
市
山
手
町
３
丁
目
３
番
35
号
　
電
話
／
06
-6368

-1121（
代
表
）

2016-2019
K

an-D
ai SPO

RTS 4YEAR
S R

EC
O

R
D

 

発行日／ 2020年３月 31日
2016-2019
Kan-Dai SPORTS 4YEARS RECORD 



2016-2019  4 YEARS RECORD 

C O N T E N T S
学生センター所長　岡本 哲和

　この冊子は、2016年度から2019年度までの関西大学
KAISERSの記録を示したものです。記録の対象となる4年
間は、関西大学体育会の長い歴史の中ではごく短い時間と
いえます。しかし、この中には、関西大学体育会を構成する
45クラブ・約2400人の体育会学生の苦闘、努力、勝利、そし
て栄光が凝縮されています。体育会学生の諸君には、自分
たちのこれまでの歩みを振り返り、そこから新たな目標へ
と向かって再び歩みを始めるためのきっかけの1つとして、
そして体育会以外の関西大学学生や教職員の皆さん、さら
に一般の多くの方々には、KAISERSの活動についての理解
をさらに深めていただくための手立ての1つとして、この冊
子を役立ててくだされば幸いです。

　2020年は東京でオリンピック・パラリンピックが開催さ
れる年となります。また、2021年にはワールドマスターズ
ゲームズ関西の開催が控えています。ラグビーワールドカッ
プ日本大会が開催された2019年から続く、いわゆる「ゴー
ルデン・スポーツ・イヤーズ」の最中、関西大学は「スポーツ
宣言」を制定しました。そこでは、スポーツを大学教育にお
ける重要な構成要素と位置づけるとともに、スポーツに関
わるすべての学生が学業を優先し、フェアプレイの精神を
守り法令を遵守することを求めています。KAISERSの一人一
人が同宣言の内容をしっかりと理解し、それを行動で示す
ことができるならば、次の「体育会戦績記録冊子」には、さ
らに輝かしい結果が記されることと確信しています。

KAISERSをテーマに、戦いのシンボル、盾
をデザイン化。関西大学の「K」、カイザー
（KAISERS）を中心に配し堅実さを表現、
上部には、勝利と栄光のシンボル、月桂樹
を配し、スポーツマンシップに乗っ取り、あ
らゆるスポーツシーンにおいて、つねに頂
点を目指す姿勢を表現している。また、そ
れらを取りまくモチーフは、大きく広げた
翼、王者のたてがみ、燃えさかる炎をイメー
ジし、対戦相手を威圧する力強さと誇り高
き関大生のパワーを表現している。

KAISERSの展開として、チームネームをデ
ザイン化。チームネームを各チームで統一
し使用することで、関西大学と体育会が高
い求心力を発揮することを期待されてい
る。

KAISERSをテーマに、戦いのシンボル、
羽飾りのついた「かぶと」をデザイン化。
皇帝が指揮官として戦いに赴く勇姿に、勝
利を目指して突き進むスポーツマンシップ
を重ね合わせ、あらゆるスポーツシーンに
おいて、つねに頂点を目指す姿勢を表現し
ている。

　関西大学体育会は関西大学の応援歌の一節にあるKAISER（王者・皇帝・帝王）をテーマに戦いのシンボル、「盾」と「かぶと」
を統一マスコットとして推奨しています。
　皇帝が指揮官として戦いに赴く勇姿に、勝利を目指して突き進むスポーツマンシップを重ね合わせ、あらゆるスポーツシーン
において、つねに頂点を目指す姿勢を見習い、体育会全体にKAISERSというチームネームをつけています。

関西大学KAISERS

体育施設30
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体育会支援・就職実績36

体育会研修プログラム・修学支援フォローアップ体制等33

体育会本部主催行事38

体育会団体一覧40
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アメリカンフットボール部／サッカー部

野球部／ラグビー部

陸上競技部

テニス部／器械体操部

バレーボール部／拳法部

弓道部／射撃部

ハンドボール部／バスケットボール部

ソフトテニス部／ソフトボール部

卓球部／馬術部

フェンシング部／レスリング部

ホッケー部／ボクシング部

ヨット部／バドミントン部
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空手道部／剣道部

アーチェリー部／柔道部

重量拳部／水上競技部

ゴルフ部／漕艇部

スキー競技部／相撲部

自転車部／なぎなた部

準硬式野球部／少林寺拳法部

合気道部／航空部／古武道部

自動車部／ワンダーフォーゲル部

関大スポーツ編集局／
ＡＴルーム学生トレーナー部／
学生Ｓ＆Ｃ

応援団リーダー部／
応援団バトン・チアリーダー部／
応援団吹奏楽部
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アイスホッケー部
ICE HOCKEY

1948年創部
関西無敵の王者。狙うは全国ベスト4以上。

アイススケート部
ICE SKATING

1948年創部

月、木曜／7：15～8：45　火曜／19：00～20：30（浪速スケート場）
土曜／19：45～21：15

スピード／活動時間

火、水曜／7：15～8：45　土曜／10：30～13：00
日曜／13：30～16：30

フィギュア／活動時間

私たちアイススケート部は、スピード、フィギュアの2部門に分かれて練習を行っています。大学から競技を始めた部員が多く在籍し、日々自ら
のスキルアップに励んでいます。これからも応援のほど、よろしくお願いいたします。

HOME PAGE Twitter スピード共通 Twitter 共通 Twitter フィギュア
twitter.com/
kandaiss

ku-skate.jimdo.com/ twitter.com/
kandaiskate

twitter.com/
kandaisf

「リスペクトされるチーム」を目指し、選手の人間性向上を目標に、
日々精進しております。スーパースターはいませんが、持ち前のチー
ムワークと緻密なシステムを駆使し、インカレ優勝を成し遂げます。 月・水・金曜／19：00～24：00

火・木曜／19：00～21：00

活動時間

HOME PAGE
kaisers.blog2.
fc2.com/

Twitter
twitter.com/
KAISERS_IH

アメリカン
フットボール部
AMERICAN FOOTBALL

1935年創部 2016年～2019年リーグ戦では上位につける関西の強豪。
KAISERSを代表するチームとして日本一奪還を目指す。

アメリカンフットボール部は、現在部員157人が所属しています。関
西学生リーグのDiv.1に所属しており、甲子園Bowlを制しての学生
日本一、そしてRiceBowlを制しての社会人リーグも含めた日本一を
目指して日々活動しております。

月～土曜／17：00～22：00
日曜／16：00～20：00

活動時間

HOME PAGE
www.
ku-kaisers.com/

Twitter Facebook Instagram
twitter.com/
Kaisers_topics

www.
instagram.com/
kaisers_football/
?hl=ja

www.
facebook.com/
KansaiUniv.
Kaisers/

サッカー部
SOCCER

1921年創部 2017年インカレ3位。2019年総理大臣杯3位。
全員サッカーで日本一を目指す！ 文武両道の常勝軍団！

サッカー部は、クラブ活動や清掃活動、スクール活動などを通して、人と人との関係を大切にすることで、自分も周りも輝き、歓びのあるチー
ムになることを目指しています。目標は全員サッカーで日本一。

毎日／7：00～9：00　　15：00～17：00 毎日／7：00～9：00

男子部／活動時間 女子部／活動時間

HOME PAGE
kufc.p2.weblife.me/

Twitter
twitter.com/
kufc2011

Instagram
www.
instagram.com/
kaisers_soccer/

2018年平昌オリンピック女子フィギュアで宮原知子さん（文学部）が4位入賞。
フィギュア部門で2016年度男子団体、2018年度女子団体がインカレで優勝。
スピード部門で2018年度インカレ男子団体4位、男子リレー3位。

クラブ紹介
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野球部
BASEBALL

1915年創部 2016年、2017年、2019年関西学生野球連盟秋季リーグ戦優勝の強豪。
2019年明治神宮野球大会準優勝。目指すは全国制覇。

ラグビー部
RUGBY

1923年創部 古豪復活へ。
2019年Bリーグで結果を残し、2020年Aリーグへ復帰。

陸上競技部
TRACK AND FIELD

1921年創部
伝統を超える集団へ。

全国大会上位入賞へ！！全日本大学女子駅伝2017年5位、2019年8位入賞。

2014年に創部100周年を迎えると、同年、42年ぶりに神宮大会出
場。以降6年で4度同大会に出場し、2019年には準優勝を果たすな
ど新たな歴史を刻んでいます。全国制覇を目標に掲げ、今後も躍進
を続ける野球部に乞うご期待。

毎日／9：30～、13：10～、15：00～、16：40～、18：30～

活動時間

HOME PAGE
www.kandai.ne.jp/
~cl_baseball/

Facebook Instagram
www.
instagram.com/
kaisers_baseball/

www.
facebook.com/
kubbc1915

千里山キャンパスの中央グラウンドで練習しています。『克己』というチーム目標を掲げ、高い
目標に向かって日々精進しています。

日、火、水、金、土曜／15：00～

活動時間

HOME PAGE
kutf-sportclub-
official.com/

Twitter Instagram
twitter.com/
UKansai

www.
instagram.
com/
kutf_official/

創部は1923年と古く、関西のみならず全国でも有数の歴史を持つ
クラブです。ラグビーだけでなく、勉学、私生活にも重きを置き活動
しています。
2015年には、47年ぶりとなる全国大会に出場を果たしました。

火～金曜／17：30～20：00  
土、日曜／試合

活動時間

HOME PAGE
kandairugby.
com/
index.html twitter.com/

KURFT1923
www.instagram.
com/kurft1923/

www.facebook.
com/KURFT1923/

Twitter FacebookInstagram BLOG
ameblo.jp/
kurft1923/

野球部
BASEBALL

1915年創部 2016年、2017年、2019年関西学生野球連盟秋季リーグ戦優勝の強豪。
2019年明治神宮野球大会準優勝。目指すは全国制覇。

ラグビー部
RUGBY

1923年創部 古豪復活へ。
2019年Bリーグで結果を残し、2020年Aリーグへ復帰。

陸上競技部
TRACK AND FIELD

1921年創部
伝統を超える集団へ。

全国大会上位入賞へ！！全日本大学女子駅伝2017年5位、2019年8位入賞。

2014年に創部100周年を迎えると、同年、42年ぶりに神宮大会出
場。以降6年で4度同大会に出場し、2019年には準優勝を果たすな
ど新たな歴史を刻んでいます。全国制覇を目標に掲げ、今後も躍進
を続ける野球部に乞うご期待。

毎日／9：30～、13：10～、15：00～、16：40～、18：30～

活動時間

HOME PAGE
www.kandai.ne.jp/
~cl_baseball/

Facebook Instagram
www.
instagram.com/
kaisers_baseball/

www.
facebook.com/
kubbc1915

千里山キャンパスの中央グラウンドで練習しています。『克己』というチーム目標を掲げ、高い
目標に向かって日々精進しています。

日、火、水、金、土曜／15：00～

活動時間

HOME PAGE
kutf-sportclub-
official.com/

Twitter Instagram
twitter.com/
UKansai

www.
instagram.
com/
kutf_official/

創部は1923年と古く、関西のみならず全国でも有数の歴史を持つ
クラブです。ラグビーだけでなく、勉学、私生活にも重きを置き活動
しています。
2015年には、47年ぶりとなる全国大会に出場を果たしました。

火～金曜／17：30～20：00  
土、日曜／試合

活動時間

HOME PAGE
kandairugby.
com/
index.html twitter.com/

KURFT1923
www.instagram.
com/kurft1923/

www.facebook.
com/KURFT1923/

Twitter FacebookInstagram BLOG
ameblo.jp/
kurft1923/

04 05



テニス部
TENNIS

1921年創部

器械体操部
GYMNASTICS

1951年創部 2018年東体育館に器械体操専用場が完成。
2019年男子団体は西日本学生選手権で上位入賞。

バレーボール部
VOLLEYBALL

1946年創部

拳法部
KEMPO

1930年創部

「名実共に日本一」を達成すべくチーム一丸となり
全国の舞台で戦う！

2019年西日本インカレ男子ベスト8。目指すはインカレベスト8。
2019年西日本インカレ女子3位。目指すはインカレベスト4。

2016年・17年全日本学生拳法選手権大会女子団体連覇。
関西大学発祥の日本拳法！男女団体優勝を目標に活動！

私たちテニス部は、団体戦日本一を目標に日々練習に励んでいま
す。目的・目標・行動を結びつけることを常に意識し、組織における
自分の強みを理解し、スキルアップを目指します。そして、悲願の王
座優勝へ。

平日／3部練 7：00～10：00、15：00～18：00、18：00～21：00
土曜／2部練 15：00～18：00、18：00～21：00　  日曜／一日練

活動時間

HOME PAGE
www.
kandai-tennis.com/

Twitter Facebook Instagram
twitter.com/
kandaitennis

www.
instagram.com/
kansai.u.
tennisteam/

www.
facebook.com/
kandai.tennis/

器械体操部は人との繋がり、そして体操を楽しむ事を大事にしてい
ます。体操は日々努力し、辛い時に自分と向かい合うことで上達しま
す。新しい技が出来た時、その事を全員で喜べる、そんな瞬間がたく
さんあります。

月・火・木・金曜／17：00～21：00
土曜／16：30～20：30

活動時間

HOME PAGE
www.
kandai-gym.com/

Twitter
twitter.com/
KU_gym_diary

火～金曜／18：30～22：00  
土、日曜／9：00～13：00 or 13：00～17：00

男子部／活動時間

平日／18：30～21：00
土日／9：00～13：00 or 13：00～17：00

女子部／活動時間

私たちは人間性を高かめることを目的に、学生主体で活動し、全日
本インカレベスト８を目指して練習に励んでいます。

私たちは“自主性”を大切に部員同士で切磋琢磨し合いながら全日本
インカレベスト4を目指し活動しています。

HOME PAGE TwitterTwitter Instagram
男子部 男子部女子部共通

Instagram
女子部kandai-

volleyball.com/ twitter.com/
kandaivolley

twitter.com/
kaisers_volley

www.instagram.com/
kandai.volley/

www.instagram.com/
kaisers_volleyball/

日本拳法とは関大発祥の武道です。武道と聞くと敷居が高いかもし
れませんが、我々は多くの初心者で成り立っています。しかし、4年間
を通し練習に励むことにより、全国でも成績を残せています。 月～土曜／12：00～14：00　火曜／18：30～20：30

活動時間

HOME PAGE
www.
ku-kempo.jp/

Instagram
www.
instagram.com/
kandaikempo/

テニス部
TENNIS

1921年創部

器械体操部
GYMNASTICS

1951年創部 2018年東体育館に器械体操専用場が完成。
2019年男子団体は西日本学生選手権で上位入賞。

バレーボール部
VOLLEYBALL

1946年創部

拳法部
KEMPO

1930年創部

「名実共に日本一」を達成すべくチーム一丸となり
全国の舞台で戦う！

2019年西日本インカレ男子ベスト8。目指すはインカレベスト8。
2019年西日本インカレ女子3位。目指すはインカレベスト4。

2016年・17年全日本学生拳法選手権大会女子団体連覇。
関西大学発祥の日本拳法！男女団体優勝を目標に活動！

私たちテニス部は、団体戦日本一を目標に日々練習に励んでいま
す。目的・目標・行動を結びつけることを常に意識し、組織における
自分の強みを理解し、スキルアップを目指します。そして、悲願の王
座優勝へ。

平日／3部練 7：00～10：00、15：00～18：00、18：00～21：00
土曜／2部練 15：00～18：00、18：00～21：00　  日曜／一日練

活動時間

HOME PAGE
www.
kandai-tennis.com/

Twitter Facebook Instagram
twitter.com/
kandaitennis

www.
instagram.com/
kansai.u.
tennisteam/

www.
facebook.com/
kandai.tennis/

器械体操部は人との繋がり、そして体操を楽しむ事を大事にしてい
ます。体操は日々努力し、辛い時に自分と向かい合うことで上達しま
す。新しい技が出来た時、その事を全員で喜べる、そんな瞬間がたく
さんあります。

月・火・木・金曜／17：00～21：00
土曜／16：30～20：30

活動時間

HOME PAGE
www.
kandai-gym.com/

Twitter
twitter.com/
KU_gym_diary

火～金曜／18：30～22：00  
土、日曜／9：00～13：00 or 13：00～17：00

男子部／活動時間

平日／18：30～21：00
土日／9：00～13：00 or 13：00～17：00

女子部／活動時間

私たちは人間性を高かめることを目的に、学生主体で活動し、全日
本インカレベスト８を目指して練習に励んでいます。

私たちは“自主性”を大切に部員同士で切磋琢磨し合いながら全日本
インカレベスト4を目指し活動しています。

HOME PAGE TwitterTwitter Instagram
男子部 男子部女子部共通

Instagram
女子部kandai-

volleyball.com/ twitter.com/
kandaivolley

twitter.com/
kaisers_volley

www.instagram.com/
kandai.volley/

www.instagram.com/
kaisers_volleyball/

日本拳法とは関大発祥の武道です。武道と聞くと敷居が高いかもし
れませんが、我々は多くの初心者で成り立っています。しかし、4年間
を通し練習に励むことにより、全国でも成績を残せています。 月～土曜／12：00～14：00　火曜／18：30～20：30

活動時間

HOME PAGE
www.
ku-kempo.jp/

Instagram
www.
instagram.com/
kandaikempo/
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弓道部
KYUDO

1952年創部

射撃部
SHOOTING

1927年創部
全国屈指の精鋭が揃う！黄金時代再来の予感。

2017年全国大学選抜で女子優勝。 2016年全日本学生王座で女子準優勝。
2019年関西学生リーグ戦男子26年ぶりに優勝。

ハンドボール部
HANDBALL

1948年創部

バスケットボール部
BASKETBALL

1928年創部

2016年関西学生春季リーグ女子準優勝。
2019年関西学生秋季リーグ男子優勝。

2018年西日本インカレで男子はベスト4。目指すはインカレ上位。
女子は二部で奮闘中。悲願の一部昇格へ。

弓道部は、現在男女ともに1部リーグに所属しており、公式戦全タイ
トル制覇を目標に掲げ、日々練習を行っています。経験者だけでなく
初心者も多く活躍しており、部員全員で日本一を目指しています。 月～土曜／10：40～16：10

活動時間

HOME PAGE
kandai-kyudo.jp/

Twitter
twitter.com/
Kandai_kyudo

射撃部は10ｍエアライフル立射60発競技、10ｍエアピストル立射
60発競技、50ｍライフル三姿勢（膝射・伏射・立射）120発競技を
行っております。部員は16名です。関西大会優勝、全国大会入賞を
目標に活動しています。

月～土曜／9：00～19：30 個人練習
日曜／9：00～17：00 全体練習 

活動時間

HOME PAGE
kandairifle.
wixsite.com/kurifle#/

Twitter Instagram
mobile.
twitter.com/
ku_shooting

www.
instagram.com/
ku_syagekibu/

火～金曜／18：00～21：00　　土・日曜／9：00～17：00、13：00～16：00

男子部／活動時間

月～土曜／18：00～21：00　　日曜／9：00～12：00

女子部／活動時間

ハンドボール部は、練習においては学生主体で行っており、いつもとて
も楽しい雰囲気の中やっています。クラブ活動を通じて「やらされるの
ではなく、自らやる」精神を学んで日々練習に取り組んでいます。

女子部は、少ない人数ながらも元気に活動しています。一人一人が主
体性を持って取り組んでいます。

HOME PAGE TwitterTwitter 男子部 女子部共通
www.
ku-handball.com/

twitter.com/
ku_handball

twitter.com/
kaisershandball

火～金曜／18：15～　　土曜／15：00～　　日曜／10：00～

男子部／活動時間

月～土曜 もしくは 火～日曜／18:00～21：00

女子部／活動時間

バスケットボール男子部はインカレ出場目指して日々一丸となって練
習しています！応援よろしくお願いします！

現在、関西の2部リーグに所属していますが、創部初の1部昇格を目
指して練習に励んでおります。

TwitterHOME PAGE
www.
kubbc.com/

Twitter
twitter.com/
basket_kaisers

twitter.com/
ku_basket

男子部 女子部共通

弓道部
KYUDO

1952年創部

射撃部
SHOOTING

1927年創部
全国屈指の精鋭が揃う！黄金時代再来の予感。

2017年全国大学選抜で女子優勝。 2016年全日本学生王座で女子準優勝。
2019年関西学生リーグ戦男子26年ぶりに優勝。

ハンドボール部
HANDBALL

1948年創部

バスケットボール部
BASKETBALL

1928年創部

2016年関西学生春季リーグ女子準優勝。
2019年関西学生秋季リーグ男子優勝。

2018年西日本インカレで男子はベスト4。目指すはインカレ上位。
女子は二部で奮闘中。悲願の一部昇格へ。

弓道部は、現在男女ともに1部リーグに所属しており、公式戦全タイ
トル制覇を目標に掲げ、日々練習を行っています。経験者だけでなく
初心者も多く活躍しており、部員全員で日本一を目指しています。 月～土曜／10：40～16：10

活動時間

HOME PAGE
kandai-kyudo.jp/

Twitter
twitter.com/
Kandai_kyudo

射撃部は10ｍエアライフル立射60発競技、10ｍエアピストル立射
60発競技、50ｍライフル三姿勢（膝射・伏射・立射）120発競技を
行っております。部員は16名です。関西大会優勝、全国大会入賞を
目標に活動しています。

月～土曜／9：00～19：30 個人練習
日曜／9：00～17：00 全体練習 

活動時間

HOME PAGE
kandairifle.
wixsite.com/kurifle#/

Twitter Instagram
mobile.
twitter.com/
ku_shooting

www.
instagram.com/
ku_syagekibu/

火～金曜／18：00～21：00　　土・日曜／9：00～17：00、13：00～16：00

男子部／活動時間

月～土曜／18：00～21：00　　日曜／9：00～12：00

女子部／活動時間

ハンドボール部は、練習においては学生主体で行っており、いつもとて
も楽しい雰囲気の中やっています。クラブ活動を通じて「やらされるの
ではなく、自らやる」精神を学んで日々練習に取り組んでいます。

女子部は、少ない人数ながらも元気に活動しています。一人一人が主
体性を持って取り組んでいます。

HOME PAGE TwitterTwitter 男子部 女子部共通
www.
ku-handball.com/

twitter.com/
ku_handball

twitter.com/
kaisershandball

火～金曜／18：15～　　土曜／15：00～　　日曜／10：00～

男子部／活動時間

月～土曜 もしくは 火～日曜／18:00～21：00

女子部／活動時間

バスケットボール男子部はインカレ出場目指して日々一丸となって練
習しています！応援よろしくお願いします！

現在、関西の2部リーグに所属していますが、創部初の1部昇格を目
指して練習に励んでおります。

TwitterHOME PAGE
www.
kubbc.com/

Twitter
twitter.com/
basket_kaisers

twitter.com/
ku_basket

男子部 女子部共通
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ソフトテニス部
SOFT TENNIS

1916年創部
型にはまらぬ戦術で悲願の全国制覇へ。

ソフトボール部
SOFTBALL

1976年創部

卓球部
TABLE TENNIS

1925年創部

馬術部
EQUESTRIANISM

1924年創部
日本一を狙う常勝軍団！！2016年、2019年関西学生春季リーグ戦男子が優勝。

2018年インカレではベスト4。2017年から女子は3年連続インカレ出場。

2019年関西学生秋季1部リーグ、男子優勝！！

火～木曜／1～4限の空きコマ  
土日祝／半日または１日

男子部／活動時間

火～金曜：2～4限の空きコマ
　　土日：9時～13時、13時～17時（男女で入れ替わり）

女子部／活動時間

男子ソフトテニス部は、現在18名で活動しています。全国優勝を目
標に、部員同士で切磋琢磨しています。

女子は日本一という目標に向けて日々精進しています。質を上げなが
らも楽しむことができているチームです。

HOME PAGE
www.
kansaidaigaku-
soft-tennis.net/

Twitter Instagram
twitter.com/
kandai_tennis

www.
instagram.com/
kandai_tennis/

火、水、金曜／17：00～22：00　土、日曜／9：00～13：00
月、木曜／オフ

男子部／活動時間

月～日曜／7：00～11：00または、9：00～13：00

女子部／活動時間

男子ソフトボール部は、選手20名マネージャー3名で活動していま
す。日本一を目指して日々練習しています。

私たちは周りの人たちに、感動を与えられるチームになるために、
日々練習に取り組んでいます！シーズンで良い結果を出せるよう頑張
ります！Let's Go!!

HOME PAGE
kusbc.webu.jp/

Twitter Instagram
twitter.com/
kusbc123

www.
instagram.com/
kusbc_123/

Instagram
www.
instagram.com/
kusoft610/

男子部 男子部 男子部 女子部

私達卓球部は2019年の関西学生秋季リーグ戦において男子が53
年ぶりの1部リーグ優勝を果たしました。この勢いに続いて来季も男
女ともに目標に向かって頑張っていきたいと思います。 月～土（授業日）／14：30～22：00

祝日／9：00～17：00

活動時間

HOME PAGE
www.
kandai-ttc.com/

Twitter
twitter.com/
kandaittc

高槻キャンパスにある馬場にて、毎日7時半から活動しています。
全日本団体優勝を目指して日々練習に励んでいます。

火～日曜／7：30～11：00

活動時間

HOME PAGE
ku-equestrian.
jimdo.com/

Twitter
twitter.com/
kandai_uma

ソフトテニス部
SOFT TENNIS

1916年創部
型にはまらぬ戦術で悲願の全国制覇へ。

ソフトボール部
SOFTBALL

1976年創部

卓球部
TABLE TENNIS

1925年創部

馬術部
EQUESTRIANISM

1924年創部
日本一を狙う常勝軍団！！2016年、2019年関西学生春季リーグ戦男子が優勝。

2018年インカレではベスト4。2017年から女子は3年連続インカレ出場。

2019年関西学生秋季1部リーグ、男子優勝！！

火～木曜／1～4限の空きコマ  
土日祝／半日または１日

男子部／活動時間

火～金曜：2～4限の空きコマ
　　土日：9時～13時、13時～17時（男女で入れ替わり）

女子部／活動時間

男子ソフトテニス部は、現在18名で活動しています。全国優勝を目
標に、部員同士で切磋琢磨しています。

女子は日本一という目標に向けて日々精進しています。質を上げなが
らも楽しむことができているチームです。

HOME PAGE
www.
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Twitter Instagram
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www.
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kandai_tennis/
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月、木曜／オフ

男子部／活動時間

月～日曜／7：00～11：00または、9：00～13：00

女子部／活動時間

男子ソフトボール部は、選手20名マネージャー3名で活動していま
す。日本一を目指して日々練習しています。

私たちは周りの人たちに、感動を与えられるチームになるために、
日々練習に取り組んでいます！シーズンで良い結果を出せるよう頑張
ります！Let's Go!!

HOME PAGE
kusbc.webu.jp/

Twitter Instagram
twitter.com/
kusbc123

www.
instagram.com/
kusbc_123/

Instagram
www.
instagram.com/
kusoft610/

男子部 男子部 男子部 女子部

私達卓球部は2019年の関西学生秋季リーグ戦において男子が53
年ぶりの1部リーグ優勝を果たしました。この勢いに続いて来季も男
女ともに目標に向かって頑張っていきたいと思います。 月～土（授業日）／14：30～22：00

祝日／9：00～17：00

活動時間

HOME PAGE
www.
kandai-ttc.com/

Twitter
twitter.com/
kandaittc

高槻キャンパスにある馬場にて、毎日7時半から活動しています。
全日本団体優勝を目指して日々練習に励んでいます。

火～日曜／7：30～11：00

活動時間

HOME PAGE
ku-equestrian.
jimdo.com/

Twitter
twitter.com/
kandai_uma
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フェンシング部
FENCING

1937年創部
素早い一突きで勝負を決める。

レスリング部
WRESTLING

1948年創部
不屈の闘志で１部復帰へ！

ボクシング部
BOXING

1929年創部
大迫力の拳闘士たち！関西リーグ制覇を目指す！

火・水・金曜／15：30～18：30　　土曜／14：30～17：30
日曜／10：00～13：00

男子部／活動時間

月～土曜／14：30～17：30　　日曜／10：00～13：00

女子部／活動時間

ホッケー部
HOCKEY

1928年創部 2016年、2019年男子インカレベスト8の大躍進。
2016年～2018年女子インカレ出場。男女とも全国上位を狙う。

男子部は関西学生リーグ2部優勝、1部昇格、インカレベスト8を目標
に活動しています。2019年度はインカレベスト8を達成しました。

女子部は部員の約7割が初心者です。「インカレ初戦突破」を目標に
掲げ、日々練習に励んでいます。

HOME PAGE Twitter Instagram BLOGTwitter Facebook Instagram男子部 男子部 男子部 女子部男子部 女子部 女子部HOME PAGE 女子部

私たちはリーグ1部昇格を目標に日々練習に励んでいます。春夏合
宿や他大学合同練習で技術の向上を図っています。また、部活を通
じて、礼儀作法を学ぶことができ、OBによる就活講座もあります。
初心者大歓迎です。

火、水曜／16：30～19：00　　木、金曜／18：00～20：00
土、日曜／10：00～13：00

活動時間

HOME PAGE
kansai-u-fencing.
org/

Facebook
www.
facebook.com/
kandai.fencing/

選手11人、マネージャー6人の合計17人で、週6日中央体育館1階レ
スリング場で活動しています。
先輩、後輩の壁がなく、仲の良い部活です。 火～金曜／18：00～20：00  

土、日曜／10：00～12：00

活動時間

Twitter
twitter.com/
kansai_univ_w

ボクシング部は男子13人、女子マネージャー1人の計14名で活動し
ています。千里山キャンパスの凱風館3Fボクシング場で、平日の月
～金は18：00～、土曜日は11：00～活動しています！ 月～金曜／18：00～19：30　　土曜／11：00～13：00

活動時間

Twitter Instagram
twitter.com/
kubox2013

www.
instagram.com/
kandai_boxing/

kandai-hockey.
webnode.jp

twitter.com/
kandai_hockey

facebook.com/
kufhockey/

instagram.com/
kandai_hockey/

kughockey.
webnode.jp/

twitter.com/
kughockey

instagram.com/
kughockey/ ameblo.jp/kughockey/

フェンシング部
FENCING

1937年創部
素早い一突きで勝負を決める。

レスリング部
WRESTLING

1948年創部
不屈の闘志で１部復帰へ！

ボクシング部
BOXING

1929年創部
大迫力の拳闘士たち！関西リーグ制覇を目指す！

火・水・金曜／15：30～18：30　　土曜／14：30～17：30
日曜／10：00～13：00

男子部／活動時間

月～土曜／14：30～17：30　　日曜／10：00～13：00

女子部／活動時間

ホッケー部
HOCKEY

1928年創部 2016年、2019年男子インカレベスト8の大躍進。
2016年～2018年女子インカレ出場。男女とも全国上位を狙う。

男子部は関西学生リーグ2部優勝、1部昇格、インカレベスト8を目標
に活動しています。2019年度はインカレベスト8を達成しました。

女子部は部員の約7割が初心者です。「インカレ初戦突破」を目標に
掲げ、日々練習に励んでいます。

HOME PAGE Twitter Instagram BLOGTwitter Facebook Instagram男子部 男子部 男子部 女子部男子部 女子部 女子部HOME PAGE 女子部

私たちはリーグ1部昇格を目標に日々練習に励んでいます。春夏合
宿や他大学合同練習で技術の向上を図っています。また、部活を通
じて、礼儀作法を学ぶことができ、OBによる就活講座もあります。
初心者大歓迎です。

火、水曜／16：30～19：00　　木、金曜／18：00～20：00
土、日曜／10：00～13：00

活動時間

HOME PAGE
kansai-u-fencing.
org/

Facebook
www.
facebook.com/
kandai.fencing/

選手11人、マネージャー6人の合計17人で、週6日中央体育館1階レ
スリング場で活動しています。
先輩、後輩の壁がなく、仲の良い部活です。 火～金曜／18：00～20：00  

土、日曜／10：00～12：00

活動時間

Twitter
twitter.com/
kansai_univ_w

ボクシング部は男子13人、女子マネージャー1人の計14名で活動し
ています。千里山キャンパスの凱風館3Fボクシング場で、平日の月
～金は18：00～、土曜日は11：00～活動しています！ 月～金曜／18：00～19：30　　土曜／11：00～13：00

活動時間

Twitter Instagram
twitter.com/
kubox2013

www.
instagram.com/
kandai_boxing/

kandai-hockey.
webnode.jp

twitter.com/
kandai_hockey

facebook.com/
kufhockey/

instagram.com/
kandai_hockey/

kughockey.
webnode.jp/

twitter.com/
kughockey

instagram.com/
kughockey/ ameblo.jp/kughockey/
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多彩な攻撃で勝利を目指す！

ヨット部
YACHT

1948年創部
未来に帆を張れ！海の勇者たち。

バドミントン部
BADMINTON

1950年創部

空手道部
KARATE

1938年創部
2016年～2018年全日本選手権大会に男女団体で出場。

剣道部
KENDO

1912年創部 2017年全日本学生剣道優勝大会で男子がベスト8の大躍進。
男女とも全国大会上位進出を目指す。

私たちヨット部は「全日本完全優勝」を目標に日々練習に取り組ん
でいます。部員同士は練習や合宿などの共同生活を通して絆を深
め、最高の仲間と呼べるような関係を築き上げています。 土・日曜／9：00～18：00

活動時間

HOME PAGE
kandaiyacht.
web.fc2.com/

Facebook
ja-jp.
facebook.com/
kuyc1935/

私たちはインカレを目標とし、厳しい練習もみんなで支え合いなが
ら一生懸命取り組んでいます。個性豊かなメンバーがたくさんいる
ので毎日が騒がしいですが、すごく楽しく笑顔が溢れるチームです。 月曜／18：00～21：00　火・木・金曜／15：00～18：30

土曜／14：30～18：00　日曜／10：00～13：00 or 13：00～17：00

活動時間

HOME PAGE
kandaibadmintonteam.
jimdo.com/

Twitter
twitter.com/
ku__badminton

空手道部は創部70年を超える歴史があるクラブであり、過去には
数々の輝かしい実績を誇っています。勉学とスポーツの両立を第一
に考えており、男女の仲も良く共に日本一を目指し日々練習に励ん
でいます。

月～金曜／18：30～20：30
日曜／9：00～12：00

活動時間

HOME PAGE
kukarate.com/

剣道部は人間形成を目的とし、関西学生の優勝と、全日本学生での
優勝を目標とし、部員一同、日々稽古しています。

火～土曜／7：30～9：30 　水、木曜／17：00～20：00
日曜／9：00～12：00

活動時間

Twitter
twitter.com/
kaisers_kendo

多彩な攻撃で勝利を目指す！

ヨット部
YACHT

1948年創部
未来に帆を張れ！海の勇者たち。

バドミントン部
BADMINTON

1950年創部

空手道部
KARATE

1938年創部
2016年～2018年全日本選手権大会に男女団体で出場。

剣道部
KENDO

1912年創部 2017年全日本学生剣道優勝大会で男子がベスト8の大躍進。
男女とも全国大会上位進出を目指す。

私たちヨット部は「全日本完全優勝」を目標に日々練習に取り組ん
でいます。部員同士は練習や合宿などの共同生活を通して絆を深
め、最高の仲間と呼べるような関係を築き上げています。 土・日曜／9：00～18：00

活動時間

HOME PAGE
kandaiyacht.
web.fc2.com/

Facebook
ja-jp.
facebook.com/
kuyc1935/

私たちはインカレを目標とし、厳しい練習もみんなで支え合いなが
ら一生懸命取り組んでいます。個性豊かなメンバーがたくさんいる
ので毎日が騒がしいですが、すごく楽しく笑顔が溢れるチームです。 月曜／18：00～21：00　火・木・金曜／15：00～18：30

土曜／14：30～18：00　日曜／10：00～13：00 or 13：00～17：00

活動時間

HOME PAGE
kandaibadmintonteam.
jimdo.com/

Twitter
twitter.com/
ku__badminton

空手道部は創部70年を超える歴史があるクラブであり、過去には
数々の輝かしい実績を誇っています。勉学とスポーツの両立を第一
に考えており、男女の仲も良く共に日本一を目指し日々練習に励ん
でいます。

月～金曜／18：30～20：30
日曜／9：00～12：00

活動時間

HOME PAGE
kukarate.com/

剣道部は人間形成を目的とし、関西学生の優勝と、全日本学生での
優勝を目標とし、部員一同、日々稽古しています。

火～土曜／7：30～9：30 　水、木曜／17：00～20：00
日曜／9：00～12：00

活動時間

Twitter
twitter.com/
kaisers_kendo
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アーチェリー部
ARCHERY

1960年創部

柔道部
JUDO

1915年創部
大舞台で見せろ！ 豪快な一本！

重量拳部
WEIGHTLIFTING

1958年創部
目指すはインカレ1部昇格！

水上競技部
SWIMMING

1924年創部
迫力と圧倒の泳力！多数の選手が全国の表彰台に！

2019年男女とも関西学生リーグで準優勝し、全国王座出場。
男子団体10位、女子団体11位と着実に力をつけてきている。狙うは全国上位。

私達アーチェリー部は、12年連続で全国大会に出場しております。
経験者はもちろん未経験者も多く活躍しており、互いに切磋琢磨し
ながら実力を磨きつつ、全国制覇・王座優勝を狙います。 月～土曜／9：00～22：00（自主練含む）

活動時間

HOME PAGE
kansai-u-archery.
com/

Twitter Facebook
twitter.com/
kaisers_archery

ja-jp.
facebook.com/
kaisers.archery/

私たち柔道部は、団体戦、個人戦ともに関西優勝、全国上位入賞を
目標とし、日々練習やトレーニングに励んでいます。

月～金曜／18：00～20：00
土、日曜／9：00～12：00

活動時間

我々重量挙部は、個人で優勝を目指すと共に全日本インカレで1部
昇格を目指し活動しています。チームとしては、全国で活躍している
部員がおり、また大学から競技を始めた部員が約半数を占めていま
す。

月～水曜／16：00～20：00　　金曜／16：00～20：00
土曜／12：45～18：00

活動時間

現在、部員数男子25名、女子15名の計40名が在籍しています。
100周年記念会館プールで週6日練習を行っています。
昨年は男女共に関西1部5位入賞を果たし、4年連続1部残留を決め
ました。

月～金曜／16：30～18：45、18：30～20：45 
土曜／6：45～8：45、8：30～10：30　　※男女合同　前後半制

活動時間

HOME PAGE
swimmerkansai.
wixsite.com/
kandai-swim-team

Twitter BLOGInstagram
twitter.com/
swimmerkansai

instagram.com/
swimmer_kansai/

blog.livedoor.jp/
kaiserswim/

HOME PAGE
www.kansai-u.ac.jp/
sports/activity/group/
detail.php?c=00070

HOME PAGE
www.kansai-u.ac.jp/
sports/activity/group/
detail.php?c=00071

アーチェリー部
ARCHERY

1960年創部

柔道部
JUDO

1915年創部
大舞台で見せろ！ 豪快な一本！

重量拳部
WEIGHTLIFTING

1958年創部
目指すはインカレ1部昇格！

水上競技部
SWIMMING

1924年創部
迫力と圧倒の泳力！多数の選手が全国の表彰台に！

2019年男女とも関西学生リーグで準優勝し、全国王座出場。
男子団体10位、女子団体11位と着実に力をつけてきている。狙うは全国上位。

私達アーチェリー部は、12年連続で全国大会に出場しております。
経験者はもちろん未経験者も多く活躍しており、互いに切磋琢磨し
ながら実力を磨きつつ、全国制覇・王座優勝を狙います。 月～土曜／9：00～22：00（自主練含む）

活動時間

HOME PAGE
kansai-u-archery.
com/

Twitter Facebook
twitter.com/
kaisers_archery

ja-jp.
facebook.com/
kaisers.archery/

私たち柔道部は、団体戦、個人戦ともに関西優勝、全国上位入賞を
目標とし、日々練習やトレーニングに励んでいます。

月～金曜／18：00～20：00
土、日曜／9：00～12：00

活動時間

我々重量挙部は、個人で優勝を目指すと共に全日本インカレで1部
昇格を目指し活動しています。チームとしては、全国で活躍している
部員がおり、また大学から競技を始めた部員が約半数を占めていま
す。

月～水曜／16：00～20：00　　金曜／16：00～20：00
土曜／12：45～18：00

活動時間

現在、部員数男子25名、女子15名の計40名が在籍しています。
100周年記念会館プールで週6日練習を行っています。
昨年は男女共に関西1部5位入賞を果たし、4年連続1部残留を決め
ました。

月～金曜／16：30～18：45、18：30～20：45 
土曜／6：45～8：45、8：30～10：30　　※男女合同　前後半制

活動時間

HOME PAGE
swimmerkansai.
wixsite.com/
kandai-swim-team

Twitter BLOGInstagram
twitter.com/
swimmerkansai

instagram.com/
swimmer_kansai/

blog.livedoor.jp/
kaiserswim/

HOME PAGE
www.kansai-u.ac.jp/
sports/activity/group/
detail.php?c=00070

HOME PAGE
www.kansai-u.ac.jp/
sports/activity/group/
detail.php?c=00071
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ゴルフ部
GOLF

1950年創部
男女1部定着に向けて奮闘中。

漕艇部
ROWING

1923年創部
実力は急上昇中！全国の上位争いに食い込む！

スキー競技部
SKIING

1926年創部
スピードと技術を駆使し、華麗な滑りを見せる！

相撲部
SUMO

1892年創部
関大一の歴史を誇る。古豪復活へ前進！

ゴルフ部の目標は、男女共に1部リーグ昇格と、関関戦の勝利です。
男女、経験者、初心者問わず、部員全員がゴルフを楽しみながら目標
に向けて日々練習に励んでいます。 月～金曜／18：00～21：00

土、日曜／7：00～17：00

活動時間

Twitter
twitter.com/
kandaigolf

スキー競技部はアルペン・クロスカントリー・ジャンプの3種目があ
り、夏は全員で体力づくり、冬～春は雪上でパート毎に集中的にト
レーニングを行います。2・3月の大会で昇格に向けて部員一丸と
なって取り組んでいます。

月・木曜／18：00～20：00　　土曜／9：00～12：00
他曜日／空きコマ

活動時間

HOME PAGE
kansaiuniv-ski.net/

Twitter
twitter.com/
kansaiuniv_ski

漕艇部は2023年に創部100周年を迎える歴史のあるクラブです。
部員のほとんどが大学からボートを始めています。男女ともに「イン
カレ上位入賞」を目指し、日々練習に取り組んでいます。 火～土曜／授業終了後

日曜／9：00～16：00

活動時間

HOME PAGE
kandai-rowing-2013.
jimdo.com/

Twitter
twitter.com/
kandai_rowing

相撲部は選手4年生1人、3年生1人、2年生2人、1年生4人で、マネー
ジャー4年生2人、1年生4人で構成されています。2019年度は西日
本2部団体優勝を果たし、西日本1部昇格のために日々稽古していま
す。

月、水、金曜／18：00～20：00
土曜／10：00～12：00

活動時間

HOME PAGE
www2.
kansai-u.ac.jp/
sumou/index.html

Twitter Instagram
twitter.com/
kandaisumou

www.
instagram.com/
kandai_sumou/

Instagram
www.
instagram.com/
kandaigolf/

ゴルフ部
GOLF

1950年創部
男女1部定着に向けて奮闘中。

漕艇部
ROWING

1923年創部
実力は急上昇中！全国の上位争いに食い込む！

スキー競技部
SKIING

1926年創部
スピードと技術を駆使し、華麗な滑りを見せる！

相撲部
SUMO

1892年創部
関大一の歴史を誇る。古豪復活へ前進！

ゴルフ部の目標は、男女共に1部リーグ昇格と、関関戦の勝利です。
男女、経験者、初心者問わず、部員全員がゴルフを楽しみながら目標
に向けて日々練習に励んでいます。 月～金曜／18：00～21：00

土、日曜／7：00～17：00

活動時間

Twitter
twitter.com/
kandaigolf

スキー競技部はアルペン・クロスカントリー・ジャンプの3種目があ
り、夏は全員で体力づくり、冬～春は雪上でパート毎に集中的にト
レーニングを行います。2・3月の大会で昇格に向けて部員一丸と
なって取り組んでいます。

月・木曜／18：00～20：00　　土曜／9：00～12：00
他曜日／空きコマ

活動時間

HOME PAGE
kansaiuniv-ski.net/

Twitter
twitter.com/
kansaiuniv_ski

漕艇部は2023年に創部100周年を迎える歴史のあるクラブです。
部員のほとんどが大学からボートを始めています。男女ともに「イン
カレ上位入賞」を目指し、日々練習に取り組んでいます。 火～土曜／授業終了後

日曜／9：00～16：00

活動時間

HOME PAGE
kandai-rowing-2013.
jimdo.com/

Twitter
twitter.com/
kandai_rowing

相撲部は選手4年生1人、3年生1人、2年生2人、1年生4人で、マネー
ジャー4年生2人、1年生4人で構成されています。2019年度は西日
本2部団体優勝を果たし、西日本1部昇格のために日々稽古していま
す。

月、水、金曜／18：00～20：00
土曜／10：00～12：00

活動時間

HOME PAGE
www2.
kansai-u.ac.jp/
sumou/index.html

Twitter Instagram
twitter.com/
kandaisumou

www.
instagram.com/
kandai_sumou/

Instagram
www.
instagram.com/
kandaigolf/
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なぎなた部
NAGINATA

1963年創部 2015年～2018年男子インカレ4連覇。
2018年、2019年女子インカレ3位。

準硬式野球部
JUNKO BASEBALL

1948年創部
2019年春季リーグ優勝！！

少林寺拳法部
SHORINJI KEMPO

1966年創部
鍛錬を積み己を磨く！全国レベルに成長！

□□ □□

自転車部
BICYCLE RACING

1963年創部 2018年全日本大学対抗戦レース班ベスト８。
2016年全日本サイクルサッカーリーグ戦で日本一。

自転車部はレース班、ツアー班、サイクルサッカー班の3班で成り立っています。レース、サッカー班はインカレ、ツアー班は合宿や個人ツアー
を目標とし、各班がそれぞれの目標に向かって日々活動しています。

日曜／全体練　　月～土／個人練

レース班／活動時間

Facebook InstagramTwitter

水・金・土曜／17：00～22：00

サイクルサッカー班／活動時間

Twitter

月～土／個人練

ツアー班／活動時間

Twitter

なぎなた部は男女全日本学生で団体優勝を目指し取り組んでいま
す。経験者だけでなく、初心者でも活躍できる部活です。武道なので
スポーツとは違う魅力があります。 木～日曜／9：00～12：00

　　火曜／18：00～21：00

活動時間

Twitter Instagram
twitter.com/
kandai__nagibu

www.
instagram.com/
kandainagibu/

少林寺拳法部は1年生7人、2年生6名、3年生（幹部）8名の21名で
活動しています。少人数ながらも、関西総合優勝に向けて日々練習
に取り組んでいます。 月、木、金、土曜／16：30～19：30

活動時間

HOME PAGE
www.
kandai-shorinji.com/

Twitter
twitter.com/
shorinji_ku

準硬式野球部は「目標とされるチーム」を目標に掲げ活動を行って
います。学生野球の精神に則り、人に感動を与えるプレーを行い、か
つ全国大会優勝を目指し、関西大学体育会の発展に寄与することを
目的としています。

水曜、休日、祝日／9：00～13：00

活動時間

HOME PAGE
kansai-u-j-baseball.
jimdo.com/

Twitter Instagram
twitter.com/
ku_jbaseball

www.
instagram.com/
kansaijbaseball/

共通ホームページ

HOME PAGE
ku-cycling-team.
x0.com/

twitter.com/ku_ccs twitter.com/KUCRT facebook.com/
KUCRT/

instagram.com/
ku_cycle_racing_team/ twitter.com/kutour555
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自動車部
AUTOMOBILE

1933年創部

ワンダーフォーゲル部
WANDERVOGEL

1960年創部

合気道部
AIKIDO

1960年創部
華麗な演武で見る者の心を奪う！ スピーディーな展開で観る者を魅了する！

様々な武器を使い分け、日々実力を磨く。

全国での活躍を期し、大空を駆ける！ 自然と戦い、心身を鍛え抜く！
航空部
SOARING

1930年創部

古武道部
KOBUDO

1966年創部

学生自動車連盟主催のジムカーナ、ダートトライアル、フィギュアに参戦し上
位を目指し日々活動しています。車を極めること＝人間力を極めることです。
他者への思いやり、こだわってやり抜く力が育つ部活です。 平日授業の空き時間、毎週土曜日

活動時間我々合気道部は現在4年生6名、3年生5名、2年生8名、1年生6名が所属して
おり日々の練習を切磋琢磨の部訓のもと研鑽し合っています。また、礼儀作
法にも力を入れる事で心技体を一つにする事も目指しています。 月～金曜／11：00～14：00　土曜／13：00～15：00

活動時間

ワンダーフォーゲル部は、日本の山々を登る、縦走することを主な活動として
います。年8回の合宿を通して、登山技術の養成と、部員のスポーツパーソン
シップの向上を図ります。 週3回　　月曜日／18：00～全体練習

活動時間航空部は関西大学で唯一の空飛ぶ部活です。珍しい部活で周りは初心者ばか
りです。そのため、空を飛ぶために必要な練習を丁寧に教えます。大学生の間
にしかできない事をしたい方はぜひ航空部へ。 月、木曜／18：10～20：00

活動時間

古武道部は、空手と杖、棒、釵、ヌンチャクといった武器術をメインに練習し
ています。男女ともに大学から初める人がほとんどですが、初心者でも在学
中に段位を取ることができます。 月～土曜／16：30～20：30

活動時間

Twitter

Twitter

HOME PAGE
kuwvinfo.
jimdo.com/

Twitter

HOME PAGE
kandaiaikimail.
wixsite.com/
kandaiaiki

Twitter

Facebook

HOME PAGE
kandaiglider.
wixsite.com/
hayate-shien

Twitter

HOME PAGE
kobuyarou.
blog68.
fc2.com/

2016～2019年の各部戦績はp.26～p.29の「関西大学体育会  主な競技実績一覧」をご覧ください。

2020年東京オリンピック出場内定
髙野 芹奈（ヨット部）

2019年デフテニス世界選手権女子シングルス優勝
喜多 美結（テニス部）

写真：本人提供

twitter.com/
aiki_KU

twitter.com/
kandai_glider

twitter.com/
kandai_kobudo

facebook.com/
kandaisoaringclub/

twitter.com/
kuac214

twitter.com/
kuwv_info
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最高の瞬間を届けます。 本気の応援を届ける。

KAISERSの勝利のために。 音楽を通して皆様に喜んでいただき、それを自らの喜びとする。

KAISERSの勝利のために。 関大に元気と笑顔を！！

応援団リーダー部 1922年創部

応援団
バトン・チアリーダー部 1962年創部

応援団吹奏楽部 1954年創部

関大スポーツ
編集局 1957年創部

ATルーム
学生トレーナー部 2006年創部

学生Ｓ＆Ｃ 2019年創部

関大スポーツ編集局は体育会の広報機関として、KAISERSの活躍を広める活
動をしています。年に6回新聞を発行し、WEBサイトでは試合の記事を掲載、
さらに号外作成など様々な媒体で体育会の魅力を伝えています。 新聞の編集期間は7日間で授業後～20時までです。

各自の仕事量によって作業時間や活動時間は異なります。

活動時間

Twitter

私たちはKAISERSの選手や学生スタッフを対象に様々な活動をしています。
傷害予防や現場での応急処置、また、選手がより高いパフォーマンスを発揮
しチームが勝つために行うべきことを日々考え尽力しています。 平日／13：00～20：30　土曜／10：00～18：00　他／帯同先で活動

活動時間

Twitter

HOME PAGE
kaisers-
kuat9.
webnode.jp/

私たち関西大学学生S&Cは、体育会に所属する全てのクラブまたはアスリー
トに対して筋力トレーニング及びコンディショニングについてサポートし、競
技力の向上に貢献するための団体です。 時間固定なし（各担当クラブまたは選手のトレーニングスケジュールに合わせて活動）

活動時間

Twitter

私達関西大学応援団リーダー部は、現在21名で活動をしています。
体育会の選手だけでなく、関西大学に関わる全ての人に活力、感動を与えるため、決して数値
では表すことのできない本気の応援とは何かを考え、日々精進しております。 月～土曜／12：10～12：50

活動時間

Twitter

Twitter

私たち応援団バトン・チアリーダー部は、学校行事、体育会KAISERSの応援、依頼行事、チア
リーディング大会、単独公演など様々な活動をしています。自分たちの活動はもちろん、
KAISERSの皆さんに元気と笑顔で活力を与え、全力で応援します。 月～金曜／17：00～20：30　土曜／15：30～19：30

日曜／9：30～13：30 or 15：30

活動時間

Facebook

応援団吹奏楽部は上記のビジョンを掲げ、「シンフォニック」「ポップス」「チアリング」「マーチング」という4
つのスタイルで年間を通して演奏会やコンクール、体育会の応援など様々な活動に精力的に取り組んでい
ます。私たちの織りなす「関大サウンド」で皆さまに喜びと感動を与えられるよう日々練習に励んでいます。

火・木・金曜／18：30～20：30　土曜／16：30～19：00
日曜／10：00～16：00

活動時間

Twitter

HOME PAGE
kusbinfo.
wixsite.com/
kusb

Instagram

Instagram

twitter.com/
kanspo

twitter.com/
kaisers_kuat

twitter.com/
kandai_sc

twitter.com/
kucp_leader

facebook.com/
helios.ku

twitter.com/
helios_ku

instagram.com/
helios.ku/

twitter.com/
kusb_

instagram.com/
ku_sb/
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関西大学体育会  主な競技実績一覧

ア
ー
チ
ェ
リ
ー

関西学生アーチェリーリーグ戦
団体（男子） 1部4位 1部B2位 1部A2位 1部A2位
団体（女子） 1部5位 1部5位 1部A2位 1部B2位

全日本学生アーチェリー王座決定戦
団体（男子） 出場（1回戦敗退） 出場、1回戦敗退 出場、2回戦敗退 10位
団体（女子） ― 出場、2回戦敗退 出場、準々決勝敗退 11位

関西学生アーチェリーターゲット個人選手権大会
個人

男子ベスト32 ― ― ―
関西学生アーチェリーフィールド個人選手権大会 ― 女子3位 男子5位 ―
全日本学生アーチェリーフィールド個人選手権大会 ― 男子10位 ― ―

ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト

五輪（オリンピック）

個人

出場（宮原）
ISU世界フィギュア選手権大会 ― 3位（宮原） 6位（宮原）
ISUグランプリシリーズ F2位、2位・3位（宮原） 5位（宮原） 6位（宮原） 2位、4位（宮原）
四大陸フィギュアスケート選手権大会 ― 3位（宮原） ― ―
全日本フィギュアスケート選手権大会 優勝（宮原） 優勝（宮原） 3位（宮原） 4位（宮原）、8位（須本）
国民体育大会 男子準優勝（吉野） 男子4位（本田）、女子5位（細田） 男子優勝（中村）、女子4位（細田） 男子2位（中村）、3位（須本）
ユニバーシアード競技大会 ― ― 男子8位（中村） ―

日本学生氷上競技選手権大会
個人 女子3位（細田）、男子3位（吉野） 男子2位（中村）、男子4位（本田）

男子優勝（中村）7.8級
男子3位（本田）7.8級
女子7位（十倉）7.8級

男子2位（須本）7.8級
男子3位（本田）7.8級

団体（男子） 全国A優勝 全国A優勝 全国7.8級3位 全国7・8級優勝
団体（女子） 全国A準優勝 全国7・8級3位 全国7.8級優勝 ―

西日本フィギュアスケート選手権大会（優勝のみ）
個人

― 男子優勝（中村） ― ―
近畿フィギュアスケート選手権大会（優勝のみ） 男子優勝（中村） ― ― 男子優勝（須本）、女子優勝（細田）

ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー

関西ＣＵＰ（2019年よりCHALLENG CUP）

団体

優勝 優勝 優勝 優勝
関西学生氷上競技選手権大会 優勝 優勝 優勝 優勝
関西学生アイスホッケーリーグ戦 1部優勝 1部優勝 1部優勝 1部優勝
日本学生氷上競技選手権大会 4位 4位 ベスト8 ベスト8

アメリカン
フットボール 関西学生アメリカンフットボールリーグ戦 団体 Div1: 3位 Div1: 4位 Div1: 3位 Div1： ４位

空
手
道

関西学生空手道個人選手権大会（準優勝以上） 個人 男子+75kg級、準優勝 ― ― ―
西日本大学空手道選手権大会（ベスト8以上）※組手 団体 男女出場 男女出場 男子ベスト8、女子2回戦敗退 男女出場
全日本学生空手道選手権大会（ベスト8以上） 個人 ― 男女2回戦敗退 ― ―
全関西大学空手道選手権大会（ベスト8以上） 団体 男子形4位 男子形5位、女子形3位 団体女子形3位 男子組手ベスト8、女子形準優勝

全日本大学空手道選手権大会（団体）

形（男子） 出場 ― ― ―
形（女子） ― 予選敗退 予選12位 ―

組手（男子） ベスト32 出場 出場 ―
組手（女子） ベスト32 出場 出場 ―

器
械
体
操

関西学生体操選手権大会
個人・団体

男子団体4位、女子団体4位 男子団体5位 男子団体2位、男子鉄棒1位 男子団体2位、男子個人あん馬優勝
西日本学生体操選手権大会 男子団体13位 男子団体12位 団体出場 男子団体10位
全日本学生体操競技選手権大会 ― ― 3名出場、跳馬男子・女子6位 男子2部団体9位

弓
道

関西学生弓道選手権大会

個人・団体

― 男子団体準優勝 女子団体3位、女子個人2位 ―
全国大学弓道選抜大会 男女団体、ベスト16 女子団体優勝 男子団体出場、女子団体出場 女子団体ベスト8、男子団体出場

全日本学生弓道選手権大会 男女団体、予選敗退 男子団体ベスト16、女子団体準優勝 男子団体ベスト8、男子個人5位、
女子団体出場 男子団体ベスト16、女子団体出場

関西学生弓道リーグ戦
団体（男子） 1部4位 2部1位 2部1位（1部昇格） 1部優勝
団体（女子） 1部優勝 1部3位 1部1位 1部2位

全日本学生弓道王座決定戦 団体 女子準優勝 ― 女子ベスト4 男子準優勝

剣
道

関西学生剣道選手権大会 個人 男子ベスト32 男子ベスト4 男子3位 ―
西日本学生剣道大会 団体 女子2回戦敗退 女子2回戦敗退 ― 出場
全日本学生剣道選手権大会 個人 ― 男子3回戦敗退 ― ―
関西学生剣道優勝大会

団体
男子ベスト8 男子ベスト4 ― 女子ベスト16

全日本学生剣道優勝大会 男子2回戦敗退 男子ベスト8 男子ベスト16 ―

拳
法

西日本学生拳法選手権
団体（男子） 準優勝 予選リーグ敗退 ― ―
団体（女子） 優勝 優勝 優勝 準優勝

全国大学拳法選抜選手権大会
団体（男子） ベスト8 準優勝 3位 男子3位
団体（女子） 準優勝

西日本学生拳法個人選手権（3位以上）、
男子:3段以上の部のみ　女子:2段以上の部のみ

個人
男子優勝・3位 男子優勝・準優勝、女子準優勝 男女準優勝、女子3位 女子準優勝

日本拳法総合選手権大会（ベスト4以上） 女子優勝、男子3位 女子準優勝・3位 男子3位 女子3位
全日本学生拳法個人選手権（ベスト8以上） 女子優勝・3位 男子準優勝、女子3位 男子3位、女子準優勝 女子優勝、女子3位

全日本学生拳法選手権大会
団体（男子） ベスト8 準優勝 出場 4位
団体（女子） 優勝 優勝 準優勝 優勝

ゴ
ル
フ

関西学生ゴルフ春季学校対抗戦
団体（男子） 2部3位 2部3位 2部4位 2部2位
団体（女子） 2部3位 1部8位 1部7位 1部7位

関西学生ゴルフ秋季学校対抗戦
団体（男子） 2部2位 2部3位 2部3位 2部5位
団体（女子） 2部3位 2部3位 2部3位 1部7位

関西学生ゴルフ選手権大会
個人

男子49位 男子18位 ― ―
日本学生ゴルフ選手権大会 ― 男子83位 ― ―

サ
ッ
カ
ー

関西学生サッカーリーグ戦（男子）

団体

1部4位 1部4位 1部3位 前期1部7位
関西学生サッカーリーグ戦（女子） （前）2部4位、（後）2部3位 （前）2部2位、（後）1部8位 （前）2部1位、（後）1部8位 （前）2部2位
関西学生サッカー選手権大会 優勝 4位 ベスト8 準優勝
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント ベスト16 ベスト16 ― 3位
全日本大学サッカー選手権 ベスト8 3位 ベスト16 ―
天皇杯全日本サッカー選手権 1回戦敗退 ― ― ―

自
転
車（
レ
ー
ス
）

西日本学生選手権トラック自転車競技大会

個人・団体

2位（4kmTP）、3位（スプリント） 5位（TP） 2位（スクラッチ） ―
西日本大学対抗選手権自転車競技ロードレース大会 9位（個人） ― ― ―

西日本大学対抗選手権自転車競技トラックレース
大会 学校対抗3位 個人3位（スプリント）

学校対抗3位、個人3位（スプリン
ト）、

個人2位（ケイリン）

団体3位（4㎞TP）、団体優勝（スプリント）、
個人3位（1㎞タイムトライアル）、

個人3位（スプリント）
全日本大学対抗選手権自転車競技大会 16位（TP）、14位（団体総合） 11位（TP）、17位（TS） 8位（団体） ―

クラブ名 大会名 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

自
転
車

（
レ
ー
ス
以
外
）

全日本サイクルサッカーリーグ戦
個人

優勝 準優勝 ― ―
全日本学生室内自転車競技選手権大会 優勝 4位 ― ―
室内自転車競技関西学生サイクルサッカー選手権大会 優勝 4位 ― ―

自
動
車

全日本学生ダートトライアル選手権 団体 19位 ― ― ―
全日本学生ジムカーナ選手権 団体 ― 16位 ― 出場

全日本学生自動車運転競技選手権
個人 小型貨物A7位 小型貨物A3位 ― 男子乗用自動車A7位
団体 12位 6位 ― 出場

※個人は全てベスト8以上のみ記載。

射
撃

春季全関西学生ライフル射撃選手権大会
（団体は総合順位、個人は優勝のみ記載）

男子個人 50m3×40M優勝、10S60M優勝 50m3×40M優勝、10S60M優勝 50m3×40M優勝、50P60M優勝、
10S60M優勝 ―

女子個人 50m3×20W優勝 10S40W優勝、50m3×20W優勝 ― ―
男子団体 優勝 優勝 2位 3位
女子団体 優勝 優勝 ― 3位

西日本学生ライフル射撃選手権大会
（団体は総合順位、個人は優勝のみ記載）

男子個人 ― 50m3×40M優勝、10S60M優勝 50m3×40M優勝、10S60M優勝 ―
女子個人 ― 10S40W優勝、50m3×20W優勝 ― 優勝　10AR60W
男子団体 ― 優勝 ― 3位
女子団体 3位 優勝 ― ―

全日本学生選抜ライフル射撃選手権大会
（個人は3位以上、種目別は優勝のみ記載）

男子個人 50m3×40M優勝、10S60M優勝、
50P60M3位 50m3×40M準優勝 ― ―

男子総合団体 2位 2位 ― ―
女子総合団体 3位 3位 ― ―
女子種目別団体 10S40W優勝 ― ― ―

秋季全関西学生ライフル射撃選手権大会
（団体は総合順位、個人は優勝のみ記載）

男子個人 10S60M優勝 ― 10S60M優勝、50m3×40M優勝 ―
男子団体 優勝 3位 2位 2位
女子団体 2位 ― ― 2位

全日本学生ライフル射撃選手権大会
（個人は3位以上、種目別は優勝のみ記載）

男子個人 10S60M優勝 10S60M3位 50m3×40M準優勝、10S60M3位 ―
男子総合団体 6位 ― ― ―
女子種目別団体 10S40W優勝 ― ― ―

世界学生射撃選手権大会（2008、2012、
2016）、ISSFジュニアカップ（2015） 男子個人 10S60M（個人5位・団体2位） ― ― ―

①10S60M=男子10m立射60発競技、②10S40W女子=10m立射40発競技、③50P60M=男子50m伏射60発競技、④50m3×40M=男子50m3姿勢120発競技、⑤50m3×20W=女子50m3姿勢60発競技、⑥50P60W=女子50m伏射60発競技

柔
道

関西学生柔道優勝大会（女子は3人制）
団体

男子ベスト4、女子4位 男子2回戦敗退、女子2回戦敗退 男子3位、女子出場 男子3位、女子出場
全日本学生柔道優勝大会（女子は3人制） 男子ベスト32 男子2回戦敗退 男子出場 男子ベスト32
関西学生柔道体重別選手権大会（準優勝以上）

個人
男子優勝（100kg級） ― 男子準優勝（100㎏超級） ―

全日本学生柔道体重別選手権大会（ベスト16以上） 男子ベスト8（100kg級） ― 男子出場（100㎏超級） 男子ベスト16（100㎏級）
全日本学生体重別団体優勝大会 団体 男子1回戦敗退 男子2回戦敗退 出場 男子出場

重
量
挙

全日本学生選抜ウエイトリフティング選手権大会
（準優勝以上）

男子個人 優勝（56kg級） ― 準優勝（109㎏級） ―
女子個人 準優勝（69kg級） ― ― ―

全日本学生個人ウエイトリフティング選手権大会
（準優勝以上）

男子個人 準優勝（77kg級） 準優勝（105+kg級） ― 準優勝（89㎏級）
女子個人 準優勝（63kg級） ― ― ―

全日本ウエイトリフティング選手権大会（3位以上のみ）
個人

準優勝（男子56kg級） ― ― ―
国民体育大会（準優勝以上） 準優勝（男子56kg級） ― ― ―
世界大学ウエイトリフティング選手権 優勝（男子56kg級） ― ― ―
全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会
（準優勝以上） 団体 14位 ― ― 6位

全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大
会
（個人は準優勝以上）

男子（団体） 2部2位 1部10位 2部8位 2部9位
女子（個人） 準優勝（69kg級） ― ― ―
女子（団体） 8位 2部9位 ― 2部6位

準
硬
式
野
球

関西学生準硬式野球春季リーグ戦

団体

出場停止 優勝 5位 優勝
関西学生準硬式野球秋季リーグ戦 5位 3位 2位 5位
関西地区大学準硬式野球選手権大会
（春季リーグ優勝時のみ出場できる） ― ベスト4 ― 出場

関西地区大学準硬式野球トーナメント（T） ― ― ベスト4 出場
全日本大学準硬式野球選手権大会 ― 1回戦敗退 ― ―

少
林
寺
拳
法

少林寺拳法関西学生大会（優勝のみ記載）

個人・団体

優勝（運用法女子） 優勝（運用法男子） 優勝（立合評価法男子重量級）
（立合評価法女子軽量級） ―

少林寺拳法全日本学生大会（3位以上記載）
女子（立会評価法中量級の部優勝・2位

/
軽量級の部3位）

優勝（男子重量級/女子軽量級）
男子（立合評価法:団体優勝/
重量級優勝/重量級準優勝）、
女子（立合評価法:軽量級3位）

3位（立合評価法：男子軽量級）

水
上
競
技

関西学生選手権水泳競技大会
（個人は優勝のみ記載）

男子（団体） 2部1位 1部6位 ― ー
女子（団体） 1部4位、400FR3位、400MR3位 1部5位 男子400mR、4位 ー

日本学生選手権水泳競技大会
（個人3位以上を記載）

男子（団体） ― ― ― 出場
女子（個人） ― 200Fr2位 ―
女子（団体） 400MR15位、大学対抗18位 ― ― 出場

①Fr=自由形、②Bk=背泳ぎ、③Br=平泳ぎ、④Fly=バタフライ、⑤IM=個人メドレー、⑥MR=メドレーリレー、⑦FR=フリーリレー
ス
キ
ー

競
技

全日本学生スキー選手権大会 個人・団体 男子:3部8位 ― 男子:3部3位（団体）、男子3部2位（個人） 男子:2部12位（団体）
全関西学生スキー選手権大会 男子:2部3位、女子:2部12位 ― 男子:2部3位（団体）、男子2部1位（個人） ―

相
撲

西日本学生相撲個人体重別選手権大会（準優勝以上） 個人 ― ― ― 準優勝（75㎏未満級）
西日本学生相撲選手権大会 団体 ― 2部5位 ― 2部優勝
全国学生相撲選手権大会 団体 C級1回戦敗退 ― ― ―

漕
艇

関西選手権競漕大会

個人・団体

4位（男子8+） 優勝（男子8+）、4位（女子4×+） 優勝（女子2×）、4位（男子8+） 4位（女子2×）、6位（男子4×）

朝日レガッタ 5位（女子1×） ベスト4（男子8+）、決勝進出（女子4
×+） 3位（女子4×+）、5位（男子8+） 2位（女子個人1×）、4位（男子団体8

＋）、6位（男子団体2×）

全日本大学選手権競漕大会 ベスト16（女子1×） ベスト4（女子1×） 女子出場 出場（男子団体2－、4－、4＋）、
出場（女子団体4×＋）、8位（男子団体4+）

関西学生秋季選手権大会 不出場 優勝（女子1×） 4位（男子2－） 2位（男子2－、4＋）、2位（女子1×）、
4位（女子2×）

①4+=舵手つきフォア、②2×=ダブルスカル、③2－=舵手なしペア、④1×=シングルスカル、⑤2+=舵手つきペア、⑥4－=舵手なしフォア、⑦4×=舵手なしクオドルプル、⑧8+=エイト、⑨4×+=舵手つきクオドルプル

クラブ名 大会名 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

26 272726



ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

関西学生ソフトテニス春季リーグ戦
団体（男子） 2部2位 2部1位 1部6位、2部降格 1部2位
団体（女子） 1部2位 1部優勝 1部優勝 1部4位

関西学生ソフトテニス秋季リーグ戦
団体（男子） 2部2位 1部2位 2部1位 1部2位
団体（女子） 1部優勝 1部3位 1部3位 1部優勝

全日本大学ソフトテニス王座決定戦
（春季リーグで1部優勝時のみ出場） 団体 ― 女子予選R敗退 女子3位 ―

全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 個人 ― 女子ベスト8（複） ― 男子3位（複）

西日本大学対抗ソフトテニス選手権大会/
西日本学生ソフトテニス選手権大会
（個人は、ベスト4以上のみ）

男子（団体） ベスト16 ― 優勝 準優勝
男子（個人） ― ― 3位（複） ―
女子（団体） 準優勝 3位 優勝 準優勝
女子（個人） 準優勝（単）、3位（複） 3位（単） ― 優勝（複）、3位（複）

全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会/
全日本学生ソフトテニス選手権大会
（個人は、ベスト8以上のみ）

男子（団体） 1回戦敗退 ベスト8 ベスト8 3位
男子（個人） ― ベスト8 ベスト8（複）、3位（複） 3位（複）
女子（団体） 準優勝 5位 3位 3位
女子（個人） ベスト8（単） 優勝・3位（単） ― ベスト8（複）

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

関西学生ソフトボール春季リーグ戦

団体（男子）

1部優勝 1部3位 1部3位 1部優勝
関西学生ソフトボール秋季リーグ戦 1部3位 1部2位 1部3位 １部4位
西日本大学ソフトボール選手権大会 準優勝 ベスト8 雨天中止 出場
全日本大学ソフトボール選手権大会 出場 ベスト4 出場 ベスト8
関西学生ソフトボール春季リーグ戦

団体（女子）

2部4位 2部2位 1部6位 1部6位
関西学生ソフトボール秋季リーグ戦 2部3位 1部7位 2部3位 1部4位
西日本大学ソフトボール選手権大会 ― 2回戦敗退 出場 出場
全日本大学ソフトボール選手権大会 ― 出場 出場 出場

卓
球

関西学生卓球連盟春季リーグ戦
団体（男子） 1部6位 2部2位 1部8位 1部6位
団体（女子） 2部2位 2部3位 1部7位 1部7位

関西学生卓球連盟秋季リーグ戦
団体（男子） 1部8位 2部2位 2部1位 1部1位
団体（女子） 2部4位 2部1位 1部7位 1部7位

関西学生卓球選手権大会（ベスト8以上） 個人 男子優勝（単）、男子ベスト8（複） 男子準優勝（単）、男子5位（複） 男子準優勝（単） 男子準優勝（複）、女子ベスト8（複）、
男子ベスト8（単）

全日本大学総合卓球選手権大会
（個人はベスト16以上）

団体 ― ― 男女ベスト32 女子ベスト32
個人 ― 男子単2回戦敗退、男子複1回戦敗退 ベスト16（単） 男子ベスト16（複）

テ
ニ
ス

関西学生春季テニストーナメント（準優勝以上）
個人（男子） 優勝（単）、準優勝（単）、優勝（複） 準優勝（単）、優勝（複）、準優勝（複） 準優勝（単）、準優勝（複） 優勝・準優勝（複・単）
個人（女子） 準優勝（単） 優勝・準優勝（単） 優勝・準優勝（単）、準優勝（複） 準優勝（複・単）

関西学生テニス選手権大会（準優勝以上）
個人（男子） 優勝（単）、準優勝（単）、優勝（複） 優勝（単）、優勝（複）、準優勝（複） 準優勝（単） 準優勝(単・複）
個人（女子） ― 優勝（単）、優勝（複） ― 優勝（複・単）、準優勝（複・単）

全日本学生テニス選手権大会（ベスト16以上）
個人（男子） ベスト8（単）、ベスト8（複）、ベスト16

（複） ベスト8（単）、ベスト8（複） 3位（複）、ベスト8（単）、ベスト8（複） 準優勝（単）、3位（複）、ベスト8（複）、ベスト16（複）
個人（女子） ベスト16（単） ベスト16（単） ベスト8（単）、ベスト8（複）2組 3位（複）

関西大学対抗テニスリーグ戦
団体（男子） 1部優勝 1部優勝 1部2位 1部2位
団体（女子） 1部2位 1部優勝 1部優勝 1部優勝

全日本大学対抗テニス王座決定試合
団体（男子） 3位 3位 3位 3位
団体（女子） 4位 3位 3位 準優勝

全日本学生室内テニス選手権大会（ベスト4以上） 個人 ― ― 準優勝（女子複）、3位（男子複） 3位（女子複）、3位（男子単）

な
ぎ
な
た

関西学生なぎなた選手権大会（準優勝以上）
女子団体 準優勝（試合） ― 準優勝（試合） 4位（試合）
男子個人 優勝（試合） ― ― ―

全日本学生なぎなた選手権大会（ベスト4以上）

女子団体 4位（試合） ― 3位（試合） 3位（試合）
男子団体 優勝（試合） 優勝（試合） 優勝（試合） ―
女子個人 優勝（試合） 優勝（試合） ― ―
男子個人 優勝（試合） 3位（試合） 準優勝（試合） ―

西日本学生なぎなた選手権大会（準優勝以上）
女子団体 準優勝（試合） ― ― ―
女子個人 優勝（試合） ― ― ―

馬
術

全関西学生馬術大会（個人は優勝のみ記載）、
＊LA=Lクラス障害飛越競技A、
＊MA=Mクラス障害飛越競技A（その他同様）

個人 優勝（LB）、※バーが低いクラス 優勝（MB） 優勝（複合） ―

団体 3位（総合） 3位（総合） 3位（総合） 優勝（総合）

関西学生賞典総合馬術大会（準優勝以上）
個人 ― 準優勝 ― 優勝
団体 優勝 優勝 ― 優勝

関西学生賞典馬場馬術大会（6位以上） 個人 4位 ― ― ―

関西学生賞典障害馬術大会（個人は、準優勝以
上）

個人 ― 優勝 優勝 準優勝
団体 3位 優勝 優勝 準優勝

全日本学生賞典障害飛越競技大会、
全日本学生賞典馬場馬術競技大会、
全日本学生賞典総合馬術競技大会

個人
（8位以上） ― 3,4,6位（障害） 優勝（障害） 4位（障害）

団体 4位（障害）、9位（3種総合） 優勝（障害）、3位（総合） 8位（総合） 11位（総合）

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

関西学生バスケットボールリーグ戦
団体（男子）

1部9位（2部降格） 2部1位（1部昇格） 1部6位 1部7位
関西学生バスケットボール選手権大会 7位 5位 4位 6位
西日本学生バスケットボール選手権大会 ベスト8 ベスト16 ベスト4 ベスト8
関西学生バスケットボールリーグ戦

団体（女子）
2部2位 2部3位 2部2位 2部3位

関西学生バスケットボール選手権大会 ベスト16 ベスト16 ベスト16 ベスト16
西日本学生バスケットボール選手権大会 初戦敗退（ベスト16） 2回戦敗退（ベスト16） ベスト32 出場

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

関西学生バドミントン連盟春季リーグ戦
団体（男子） 2部4位 2部4位 2部2位 1部7位（2部降格）
団体（女子） 2部3位 1部6位 2部2位 2部1位（1部昇格）

関西学生バドミントン連盟秋季リーグ戦
団体（男子） 2部6位 2部3位 1部8位 2部2位
団体（女子） 2部1位 1部7位 2部1位 1部8位

西日本学生バドミントン選手権大会
（個人はベスト8以上）

団体（男子） ベスト32 ― ― ベスト16
団体（女子） ベスト8 ― ― ベスト16

全日本学生バドミントン選手権大会
（個人はベスト16以上） 団体（女子） 1回戦敗退 ― ― ―

クラブ名 大会名 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

関西大学バレーボール春季リーグ戦

団体（男子）

1部11位 2部5位 2部1位（1部昇格） 2部1位（1部昇格）
関西大学バレーボール秋季リーグ戦 2部3位 2部5位 1部12位 1部6位
西日本バレーボール大学選手権大会 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8
全日本バレーボール大学選手権大会 ― ― ベスト32 2回戦敗退
関西大学バレーボール春季リーグ戦

団体（女子）

1部10位 1部7位 1部優勝 1部3位
関西大学バレーボール秋季リーグ戦 1部11位 1部6位 1部4位 1部2位
西日本バレーボール大学選手権大会 2回戦敗退 3回戦敗退 ベスト8 3位
全日本バレーボール大学選手権大会 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト16 ベスト16

ハ
ン
ド
ボ
ー
ル

関西学生ハンドボール春季リーグ戦

団体（男子）

1部6位 1部4位 1部2位 1部6位
関西学生ハンドボール秋季リーグ戦 1部3位 1部3位 1部2位 1部優勝
西日本学生ハンドボール選手権大会 出場 出場 出場 出場
全日本学生ハンドボール選手権大会 ベスト8 ベスト8 出場 出場
関西学生ハンドボール春季リーグ戦

団体（女子）

1部2位 1部8位 1部9位 1部7位
関西学生ハンドボール秋季リーグ戦 1部4位 1部8位 1部6位 1部8位
西日本学生ハンドボール選手権大会 ベスト4 3回戦敗退 ― 出場
全日本学生ハンドボール選手権大会 ベスト16 ― ベスト16 ベスト16

フ
ェ
ン
シ
ン
グ

関西学生フェンシングリーグ戦（男子）

総合 2部4位 2部3位 2部2位 2部2位
フルーレ 2部4位 2部2位 2部3位 2部2位
サーブル 2部1位 2部2位 2部2位 2部2位
エペ 2部5位 2部4位 2部3位 2部3位

関西学生フェンシングリーグ戦（女子）

総合 2部1位 人数不足のため不参加 2部1位 人数不足のため不参加
フルーレ 2部1位 人数不足のため不参加 2部1位 人数不足のため不参加
サーブル 2部1位 人数不足のため不参加 棄権 人数不足のため不参加
エペ 2部2位 人数不足のため不参加 2部1位 人数不足のため不参加

関西学生フェンシング選手権大会
（ベスト4以上）

個人（男子） ― ― 2位（エペ） ―
団体（男子） ― ― 4位（エペ） ―

全日本学生フェンシング選手権大会
（ベスト16以上）

個人 ― ― ― 8位（男子エペ）
団体（男子） ベスト16（フルーレ・サーブル・エペ） ― ― 14位(エペ）

ボ
ク
シ
ン
グ

関西学生ボクシングリーグ戦 団体 1部5位 1部5位 1部5位 1部5位
国民体育大会ボクシング競技（ベスト8以上）

個人
3位（LW級） ベスト8（W級） 準優勝（W級） ―

全日本アマチュアボクシング選手権大会（ベスト8以上） ベスト8（W級） ― ― ―

ホ
ッ
ケ
ー

関西学生ホッケー春季リーグ戦

団体（男子）

1部8位 2部5位 2部2位 2部2位
関西学生ホッケー秋季リーグ戦 1部8位 2部1位 2部3位 2部1位（1部昇格）
西日本学生ホッケー選手権大会 8位 8位 廃止 ―
全日本学生ホッケー選手権大会 ベスト8 ― ベスト16 ベスト8
関西学生ホッケー春季リーグ戦

団体（女子）

1部6位 1部7位 1部6位 1部7位
関西学生ホッケー秋季リーグ戦 1部7位 1部6位 1部9位 1部7位
西日本学生ホッケー選手権大会 出場 出場 廃止 ―
全日本学生ホッケー選手権大会 出場 出場 出場 ―

野
球

関西学生野球連盟春季リーグ戦

団体

3位 3位 2位 4位
関西学生野球連盟秋季リーグ戦 優勝 優勝 3位 優勝
関西地区代表決定戦 優勝（第1代表） 準優勝（第2代表） ― 優勝（第1代表）
全日本大学野球選手権/明治神宮野球大会 神宮ベスト8 神宮ベスト8 ― 神宮準優勝

ヨ
ッ
ト

関西学生ヨット夏季選手権大会 団体 準優勝 ― ― 5位（スナイプ級）
関西学生ヨット選手権大会 団体 準優勝 ― 優勝（470級） 2位（470級）、8位（スナイプ級）、総合6位
全日本学生ヨット個人選手権大会（ベスト8以上） 個人 ― ― 5位（470級） ―
全日本学生女子ヨット選手権大会（ベスト4以上） 個人 4位（スナイプ級） ― ― ―

全日本学生ヨット選手権大会
470級 18位 ― 12位 4位
スナイプ級 12位 14位 ― ―
団体総合 11位 ― ― ―

ラグビー 関西大学ラグビーリーグ戦 団体 A8位 A5位 A8位 B1位

陸
上
競
技

（
駅
伝・長
距
離
）

日本学生陸上競技対校選手権大会（8位入賞まで） ― 5位（女子1500m） ― ―
関西学生女子駅伝対校選手権大会

団体

4位 3位 5位 3位
全日本大学女子駅伝対校選手権大会 9位 5位、シード権獲得 12位 8位、シード権獲得
富士山女子駅伝（全日本大学女子選抜駅伝） 11位 20位 12位 18位
関西学生対校駅伝競走大会 丹後3位 丹後4位 丹後7位 丹後7位
全日本大学駅伝対校選手権大会 21位 ― ― ―

陸
上
競
技（
駅
伝・長
距
離
以
外
）

関西学生陸上競技対校選手権大会
（個人は優勝のみ）

男子（個人・団体） 総合:1部9位 総合:1部10位 総合:1部10位 優勝（100m）、総合1部8位
女子（個人・団体） 総合:12位 総合:11位 優勝（三段跳び）、総合10位 優勝（三段跳び）、総合9位

日本学生陸上競技個人選手権大会（1~3位） 個人 2位（女子三段跳）、3位（女子
100mH） 優勝（女子100mH） ― 2位（女子三段跳び・女子5000m）、

優勝（男子100m）
日本陸上競技選手権大会 個人・団体 6位（男子4×100） ― 12位（女子三段跳び）、6位（男子100m）

日本学生陸上競技対校選手権大会
（個人は、8位入賞まで）

男子（個人） 3位（三段跳） ― ― ―
男子（団体） 総合28位 ― ― ―
女子（個人） 優勝（三段跳）、2位（100mH） 5位（女子1500m）、8位（100mH） ― 5位（三段跳）
女子（団体） 総合21位（中長距離除く） 総合39位（中長距離除く） 総合45位 総合42位

レ
ス
リ
ン
グ

西日本学生春季リーグ戦
団体

2部1位 2部1位 2部1位 2部1位
西日本学生秋季リーグ戦 1部8位 1部8位 1部8位 1部8位
全日本大学グレコローマン選手権大会（ベスト8以上）

個人
― 5位（71） ― 5位（72）、8位（87）

西日本学生レスリング選手権（準優勝以上） 準優勝（G71） 準優勝（G71）、3位（G85）、3位（86） ― 準優勝（G87）

全日本大学レスリング選手権（個人はベスト8
以上）

個人 ― 5位（65） ― ―
大学対抗 21位 ― ― ―

性別の記載がない場合は、全て男子。G=グレコローマンスタイル、F=フリースタイル

学生S&C ジャパンクラシックパワーリフティング選手権 個人 ― ― ― 4位（Jr74㎏級）

クラブ名 大会名 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

団体は全て掲載する。個人は基本的に、全国ベスト16（過去に全国ベスト32以上で掲載している所は、32でも掲載）以上、西日本3位以上、関西2位以上のみ掲載するが、過去の実績一覧表の記載にならってそれ以下の記録でも
記載をしている場合もある。
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千里山キャンパス
（体育施設周辺）

4

5

8

9

6

7

1

2

3

千里山キャンパスの体育施設は、部室、会議室等が集まる新凱風館を中心に、周囲に凱風館、中央グラウンド、中央体育館、
東体育館、養心館等が集中的に配され、機能的なスポーツ環境を形成しています。

機能的なスポーツ環境を形成する
千里山キャンパスの体育施設
1 中央グラウンド 2 北広場 7 養心館 8 凱風館

体育会専用　千里凱風寮
【男子寮】・・・・・定員54人
　2004年に教育後援会の寄贈により建
設された体育会男子専用寮で、千里山キャ
ンパスから徒歩25分程度の住宅地に建て
られています。寮室は1人部屋で在寮年限
は4年間。鉄骨造3階建で、1階にはコイン
ランドリー、乾燥室があり各階にシャワー
室やパントリーがあります。
　また、空手道場の「千秀館」が同じ敷地
内にあります。

3 KAISERS BASEBALL FIELD 4 中央体育館

1F 射撃場
2F 柔道場、剣道場
屋上 アーチェリー場

5 東体育館 6 空中テニスコート

メインアリーナ

サブアリーナ

ブルペン 室内練習場

アリーナ ATルーム

器械体操練習場 フィットネススタジオ

9 ソフトテニスコート

射撃場（エアライフル） 柔道場 剣道場

アーチェリー場

1F トレーニングルーム
 （パワージム）
 重量挙道場
2F 多目的ルーム
3F 武道場
 ボクシング場

武道場 ボクシング場 トレーニングルーム（パワージム）
【利用クラブ】アメリカンフットボール、サッカー、ラグビー、陸上競技など

【利用クラブ】野球
【利用クラブ】バレーボール、バドミントン、ハンドボール、レスリング、
 なぎなた、フェンシング、自転車など

【利用クラブ】アメリカンフットボール、サッカー、ホッケー、ラグビーなど 【利用クラブ】射撃、柔道、剣道、アーチェリー 【利用クラブ】ボクシング、拳法、重量挙、少林寺拳法

【利用クラブ】ソフトテニス

【利用クラブ】テニス【利用クラブ】バスケットボール、卓球、器械体操、応援団など

体育施設

千里山キャンパス
（体育施設周辺）

4

5

8

9

6

7

1

2

3

千里山キャンパスの体育施設は、部室、会議室等が集まる新凱風館を中心に、周囲に凱風館、中央グラウンド、中央体育館、
東体育館、養心館等が集中的に配され、機能的なスポーツ環境を形成しています。

機能的なスポーツ環境を形成する
千里山キャンパスの体育施設
1 中央グラウンド 2 北広場 7 養心館 8 凱風館

体育会専用　千里凱風寮
【男子寮】・・・・・定員54人
　2004年に教育後援会の寄贈により建
設された体育会男子専用寮で、千里山キャ
ンパスから徒歩25分程度の住宅地に建て
られています。寮室は1人部屋で在寮年限
は4年間。鉄骨造3階建で、1階にはコイン
ランドリー、乾燥室があり各階にシャワー
室やパントリーがあります。
　また、空手道場の「千秀館」が同じ敷地
内にあります。

3 KAISERS BASEBALL FIELD 4 中央体育館

1F 射撃場
2F 柔道場、剣道場
屋上 アーチェリー場

5 東体育館 6 空中テニスコート

メインアリーナ

サブアリーナ

ブルペン 室内練習場

アリーナ ATルーム

器械体操練習場 フィットネススタジオ

9 ソフトテニスコート

射撃場（エアライフル） 柔道場 剣道場

アーチェリー場

1F トレーニングルーム
 （パワージム）
 重量挙道場
2F 多目的ルーム
3F 武道場
 ボクシング場

武道場 ボクシング場 トレーニングルーム（パワージム）
【利用クラブ】アメリカンフットボール、サッカー、ラグビー、陸上競技など

【利用クラブ】野球
【利用クラブ】バレーボール、バドミントン、ハンドボール、レスリング、
 なぎなた、フェンシング、自転車など

【利用クラブ】アメリカンフットボール、サッカー、ホッケー、ラグビーなど 【利用クラブ】射撃、柔道、剣道、アーチェリー 【利用クラブ】ボクシング、拳法、重量挙、少林寺拳法

【利用クラブ】ソフトテニス

【利用クラブ】テニス【利用クラブ】バスケットボール、卓球、器械体操、応援団など

体育施設
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体育会研修プログラム 体育会学生への修学支援

指導者研修会

高槻キャンパス13

4

5

6

2

関西大学学生アスリート約2,400人に対して、スポーツ
を通じた人間形成のため、各学年にあわせた研修を実施
しています。
新入生に対しては、コンプライアンス研修、体育会で活
動をする目的・目標の明確化、栄養講習会などアスリート
としての必要な知識の講習を実施しています。２年生では
フォローアップ研修として入学当初の思いと１年間の振り
返りを行い、更なる成長に向けて考える研修、３年生では
就職活動に向けてキャリア教育などを実施しています。
また、専門的にトレーニング講習会や心肺蘇生法、応
急処置などの講習会も実施しています。

年に２回全クラブの監督・コーチを対象に、コンプライ
アンス、修学支援、応急処置・危機管理対応、トレーニン
グプログラムなどの講習を行い、最新の情報を学んでい
ます。
研修会では、グループワークを通じて、情報の共有、指
導方法や悩みなどの意見交換等ができる機会を提供し
て、指導者同士の横のつながりを構築し見識を広げてい
ます。
また、年に２回全クラブの顧問・副顧問を対象とした会
議を実施し、大学スポーツについて議論する機会を設け
ています。

本学教授による、文書作成能力向上講習会を年間数回
実施し、レポートを作成する能力を身につけられるようにし
ています。
また、各学期での成績が一定基準を満たしていない学
生に対しては、修学支援面接などで個別に話を聞く機会
を設けアドバイスやサポートを行っています。
各クラブの監督・コーチへの研修や会議を年に数回実
施し、学業優先であることや修学面をしっかり行うように
指導の協力と理解を得ています。

体育会研修プログラム・修学支援フォローアップ体制等体育施設

高槻キャンパスはさまざまなスポーツに対応した
アスレティックスペースが設けられています
1 たかつきアイスアリーナ 2 第1、第2グラウンド 3 第3グラウンド

4 馬場 5 体育館 6 テニスコート

【利用クラブ】アメリカンフットボール、サッカー、
 ラグビー

【利用クラブ】野球、準硬式野球

【利用クラブ】アイススケート、アイスホッケー

【利用クラブ】馬術 【利用クラブ】バスケットボール、バレーボール 【利用クラブ】テニス、ソフトテニス
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ます。
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ています。
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ています。
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アスレティックトレーニングルームパワージム体育会本部スポーツ振興センター

体育会本部は、体育会員約2,400人を統括する学生組
織です。メンバー全員が体育会に所属する部員で構成され
ており、全国の体育会でも先駆けた統一組織である
KAISERSのために、体育会各部の競技力向上、一体感の
醸成を目指して日々活動をしています。
体育会本部のスローガンとして「本気のKAISERS」を掲
げ、勝利という結果を追い求める姿勢が、競技成績だけで
なく人としての成長に繋がるという考えのもと、年間行事
の企画・運営、提出書類の受理や主務会などによる連絡
や情報共有を実施しています。
また、全国の各大学体育会本部組織とも交流会を実施
し、大学スポーツの発展について学んでいます。

体育会KAISERS全45クラブ約2,400人の学生アスリー
トが安心安全にクラブ活動を行えるように支援を行って
いる事務室です。学生・指導者への研修の企画・実施、施
設の管理、相談の窓口など様々なサポートを行っていま
す。スポーツの素晴らしさを学生と共に考え、大学内はも
とより社会へと広めています。
関西大学スポーツ振興センターは、体育会に所属する
学生に対して文武両道を目指し、スポーツのみならず、卒
業後のキャリアも考え、人としての成長を大切にしていま
す。

パワージムは、各競技で求められる体力要素（体格・筋
力・スピード・柔軟性など）を向上させるためのトレーニン
グを行う、関西大学体育会学生専用のトレーニング施設
です。４名の専門スタッフ（Ｓ＆Ｃコーチ）が常駐し、チーム
や個人の目標、競技特性、体力レベルに合わせた科学的根
拠に基づくトレーニング・コンディショニングプログラムを
作成し、指導を行います。また、必要に応じてストレッチや
栄養講習などトータル的なサポートも行っています。
体育会専用であるため器具も一般フィットネスクラブと
は異なり、高強度なトレーニングを実施する事の出来るフ
リーウエイトを中心に揃えています。

アスレティックトレーニング（ＡＴ）の目的は、体育会に
所属する学生アスリートに対して、適切なスポーツ外傷予
防、救急手当、そしてアスレティックリハビリテーションを
提供することです。３名の専門スタッフ（アスレティックト
レーナー）と学生トレーナーが、学生アスリート一人一人と
向き合い、カスタマイズした運動療法、物理療法、水治療
法のプログラムを提供しています。トレーナーから専門的
な知識を学んだ学生トレーナーがクラブに帯同するなど、
KAISERSが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、学生
アスリートが自身のコンディションを高めるためのサポー
トや安全なスポーツ環境を提供しています。

凱風館１階場　所

東体育館1階場　所

ジム内のプレート
総量は8トン超え！

日本体育大学との体育会本部交流会での写真

約50人の団体でも
利用可能！
満員になるほど学
生は熱心に取り組
んでいます。

セルフケアグッズ
はもちろん、スポー
ツや怪我に関する
本なども置いてい
ます。

水治療法スペース
選手がコンディション
を整える為、練習前
後などに交代浴を行
うスペースです。

地域の小中学生を対象とした一日クラブ体験の様子

体育会指導者ミーティングの様子

体育会サポート部署
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大島鎌吉スポーツ文化賞

オリンピアン

活躍する卒業生

清水 希容　空手形／2016年卒　ミキハウス所属
東京オリンピック有力候補

荒木 隼人　サッカー／2019年卒　J1サンフレッチェ広島所属　
2019年日本代表選出

八川 綾佑　射撃／2019年卒　デンケン所属
日本代表強化選手

阪本 大樹　野球／2018年卒　大阪ガス所属
2019年社会人野球日本選手権　最高殊勲選手賞

体育会学生のキャリアサポート体制

スポーツ界において世界的に活躍された本学ＯＢの故
大島鎌吉氏の偉業を偲び、大島鎌吉スポーツ文化賞を贈
ることにより、本学のみならず日本におけるスポーツ文化
の振興・推進に資することを目的とした賞です。1989年
以降、広く社会的なスポーツ文化の発展に貢献し、顕著な
実績を残した団体及び個人を表彰しています。大島氏は、
1932年のロサンゼルスオリンピック三段跳びで銅メダ
ル、1934年には15m82cmの世界新記録を樹立しまし
た。また、1964年の東京オリンピックでは、日本選手団団
長、1982年には日本人として初めてオリンピック平和賞を
授与されています。

関西大学では、2019年12月現在、夏季・冬季あわせて
26名のオリンピアンを輩出しています。

体育会卒業生の就職実績
　２０１８年度関西大学体育会卒業生の企業規模別就職実績
は、巨大・大企業に６８%となっています。大学全体として就職
率は驚異の98.5％です。
　また、関西大学エクステンションリードセンターの公務員講
座等を受講し、教員や公務員試験などに多数合格しています。

スポーツイベントの運営を学ぶことができるラグビー部新入生歓迎マッチの様子体育会研修プログラムの先輩学生から
就職体験を聴く様子

卒業後の活躍に注目の4選手
社会人やプロの世界で大活躍されています

　本学のキャリアセンターと連携し、体育会所属の３年生を
対象に自己分析や先輩学生の就職活動体験談を学ぶ機会を
提供しています。必要に応じて、希望者はキャリアカウンセリ
ングによる自己分析を実施しています。

　キャリア形成の一環として、新入生歓迎マッチなど、各団体
と協力してスポーツを通したイベントの企画・運営を経験し
学べる機会もあります。

メダリストは、4名
① 1934年 ロサンゼルスオリンピック
  男子三段跳び　大島鎌吉氏　銅メダル
② 1964年 東京オリンピック
  レスリング　市口政光氏　金メダル　
③ 1968年 メキシコオリンピック
  男子サッカー　湯口栄蔵氏　銅メダル
④ 2014年 バンクーバーオリンピック
  アイススケート男子フィギュア　高橋大輔氏　銅メダル

 　2020年 東京オリンピック　出場内定・有力候補（2020年2月現在）
  セーリング　髙野芹奈氏（ヨット部・4年生）
  空手女子形　清水希容氏（ミキハウス）
  東京パラリンピック
  男子陸上　和田伸也氏（長瀬産業） 

(注)1 巨大企業＝従業員3,000人以上
 大企業＝従業員2,999人～500人
 中企業＝499人～100人
 小企業＝従業員99人以下
(注)2 規模別就職状況には、
 公務員・公立学校教員は含まない

34.7%

33.3%

16.0%

16.0%

体育会卒業生の就職実績
巨大企業
大企業
中企業
小企業

体育会支援・就職実績
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以降、広く社会的なスポーツ文化の発展に貢献し、顕著な
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1932年のロサンゼルスオリンピック三段跳びで銅メダ
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関西大学では、2019年12月現在、夏季・冬季あわせて
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ングによる自己分析を実施しています。

　キャリア形成の一環として、新入生歓迎マッチなど、各団体
と協力してスポーツを通したイベントの企画・運営を経験し
学べる機会もあります。

メダリストは、4名
① 1934年 ロサンゼルスオリンピック
  男子三段跳び　大島鎌吉氏　銅メダル
② 1964年 東京オリンピック
  レスリング　市口政光氏　金メダル　
③ 1968年 メキシコオリンピック
  男子サッカー　湯口栄蔵氏　銅メダル
④ 2014年 バンクーバーオリンピック
  アイススケート男子フィギュア　高橋大輔氏　銅メダル

 　2020年 東京オリンピック　出場内定・有力候補（2020年2月現在）
  セーリング　髙野芹奈氏（ヨット部・4年生）
  空手女子形　清水希容氏（ミキハウス）
  東京パラリンピック
  男子陸上　和田伸也氏（長瀬産業） 

(注)1 巨大企業＝従業員3,000人以上
 大企業＝従業員2,999人～500人
 中企業＝499人～100人
 小企業＝従業員99人以下
(注)2 規模別就職状況には、
 公務員・公立学校教員は含まない

34.7%

33.3%

16.0%

16.0%

体育会卒業生の就職実績
巨大企業
大企業
中企業
小企業

体育会支援・就職実績

36 37



総合関関戦

2019年で42回目を迎えた、関西大学と関西学院大学による伝
統の対抗戦です。良き友・良きライバルとして、長きに渡り日本学
生スポーツの振興を目指している両大学が、毎年交互にホーム校
となり体育会同士の試合を開催しています。また、開催に先立ち、
団結式や応援団による演舞を中心とした「前夜祭」、一般の方も参
加できる「大島鎌吉記念健康マラソン大会」を実施し、イベントを
盛り上げています。

妙見山参り
毎年1月、能勢妙見山にて、関西大学体育会の戦勝報告と、
１年間の体育会各クラブのより一層の発展と勝利を祈願するた
めに行っています。主将･主務をはじめとする各クラブの代表者
が一堂に会し、KAISERSのさらなる飛躍を願い、応援団リーダー
部による妙見拍子を奉納します。

フレッシャーズキャンプ リーダーズキャンプ
体育会の新入生を対象に例年８月に開催しています。全クラブ
の１年生が、討論や講演会を通じて体育会で活動する目的や目標
を見つけ出すことでモチベーションを向上させ、しいては、各クラ
ブにおける競技成績が向上することを目的としています。また、
体育会員としての「自覚」を持たせるとともに、クラブの垣根を超
えた横の繋がりを深めます。

例年12月中旬に、体育会全クラブの新幹部(主将・主務・副将)
を対象に実施しており、リーダーとしての自覚を高め、各クラブの
相互の関係を深めています。またリーダーの研修に留まらず、体育
会の更なる発展を期することを目的として開催しています。成功
例や失敗例を各クラブで共有できる貴重な機会となっています。

フォローアップ研修
フレッシャーズキャンプで確立させた目的を基に2年生になる
直前の時期に1年間を振り返り、自分自身を見つめ直し、部に貢
献するために何ができるか考えます。そして討論の場を通じてク
ラブの垣根を越えた他者との意見交換をすることにより
KAISERSの繋がりを深めます。

KAISERSクリーンデー ピカピカイザーズ

例年行っているKAISERSクリーンデイは2019年で第10回目を
迎えました。この行事は年に約2回、体育会学生でいつも利用し
ている体育会施設をメインに掃除しています。

主務会／主将・主務会
主務会は、毎週火曜日に各部の主務が集まり、スポーツ振興グ
ループ・体育会本部からのお知らせをお伝えしています。また、今
週の試合予定・前週の試合結果などもお知らせしています。

主将・主務会は、各部の主将・主務が集まり、スポーツ振興グ
ループ・体育会本部からのお知らせをお伝えしています。主務会
とは違いこの場では体育会をよりよくしていくため、何か提案が
あれば協議を行っています。また2ヶ月に1回、副将を含めた
H.A.P.というリーダー研修を行っています。クラブの垣根を越え
て、リーダー同士による意見交換を行っています。

前夜祭

試合の様子

前夜祭

団結式

閉会式

体育会本部主催行事

総合関関戦

2019年で42回目を迎えた、関西大学と関西学院大学による伝
統の対抗戦です。良き友・良きライバルとして、長きに渡り日本学
生スポーツの振興を目指している両大学が、毎年交互にホーム校
となり体育会同士の試合を開催しています。また、開催に先立ち、
団結式や応援団による演舞を中心とした「前夜祭」、一般の方も参
加できる「大島鎌吉記念健康マラソン大会」を実施し、イベントを
盛り上げています。

妙見山参り
毎年1月、能勢妙見山にて、関西大学体育会の戦勝報告と、
１年間の体育会各クラブのより一層の発展と勝利を祈願するた
めに行っています。主将･主務をはじめとする各クラブの代表者
が一堂に会し、KAISERSのさらなる飛躍を願い、応援団リーダー
部による妙見拍子を奉納します。

フレッシャーズキャンプ リーダーズキャンプ
体育会の新入生を対象に例年８月に開催しています。全クラブ
の１年生が、討論や講演会を通じて体育会で活動する目的や目標
を見つけ出すことでモチベーションを向上させ、しいては、各クラ
ブにおける競技成績が向上することを目的としています。また、
体育会員としての「自覚」を持たせるとともに、クラブの垣根を超
えた横の繋がりを深めます。

例年12月中旬に、体育会全クラブの新幹部(主将・主務・副将)
を対象に実施しており、リーダーとしての自覚を高め、各クラブの
相互の関係を深めています。またリーダーの研修に留まらず、体育
会の更なる発展を期することを目的として開催しています。成功
例や失敗例を各クラブで共有できる貴重な機会となっています。

フォローアップ研修
フレッシャーズキャンプで確立させた目的を基に2年生になる
直前の時期に1年間を振り返り、自分自身を見つめ直し、部に貢
献するために何ができるか考えます。そして討論の場を通じてク
ラブの垣根を越えた他者との意見交換をすることにより
KAISERSの繋がりを深めます。

KAISERSクリーンデー ピカピカイザーズ

例年行っているKAISERSクリーンデイは2019年で第10回目を
迎えました。この行事は年に約2回、体育会学生でいつも利用し
ている体育会施設をメインに掃除しています。

主務会／主将・主務会
主務会は、毎週火曜日に各部の主務が集まり、スポーツ振興グ
ループ・体育会本部からのお知らせをお伝えしています。また、今
週の試合予定・前週の試合結果などもお知らせしています。

主将・主務会は、各部の主将・主務が集まり、スポーツ振興グ
ループ・体育会本部からのお知らせをお伝えしています。主務会
とは違いこの場では体育会をよりよくしていくため、何か提案が
あれば協議を行っています。また2ヶ月に1回、副将を含めた
H.A.P.というリーダー研修を行っています。クラブの垣根を越え
て、リーダー同士による意見交換を行っています。
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体育会団体一覧　　顧問名は2020年3月1日時点、部員数は2019年12月末時点のものです。 学歌・応援歌・逍遙歌

総合関関戦クラブ別通算成績（2019年度開催・第42回大会終了時点）

総合関関戦通算成績　関西大学　17勝23敗1分
■ 第42回大会（2019） 関西大学 17勝17敗3分 関西学院大学
■ 第41回大会（2018） 関西大学 17勝15敗5分 関西学院大学
■ 第40回大会（2017） 関西大学 15勝17敗 関西学院大学
■ 第39回大会（2016） 関西大学 15勝17敗 関西学院大学

No 団体名 顧問名 部員数 練習場所・活動拠点合計 男 女
1 アーチェリー部 永田　尚三 社会安全学部 52 41 11 養心館アーチェリー場

2 合気道部 森田　雅也 社会学部 25 15 10 養心館柔道場

3 アイススケート部 岡田　忠克 人間健康学部 50 17 33 高槻キャンパスたかつきアイスアリーナ

4 アイスホッケー部 名取　良太 総合情報学部 42 38 4 高槻キャンパスたかつきアイスアリーナ

5 アメリカンフットボール部 笹倉　淳史 商学部 163 141 22 千里山中央グラウンド、千里山北広場

6 空手道部 三村　尚彦 文学部 33 19 14 千秀館

7 器械体操部 西山　哲郎 人間健康学部 28 21 7 千里山東体育館器械体操練習場

8 弓道部 酒井　真道 文学部 110 72 38 千里山弓道場

9 剣道部 髙瀨　武典 社会学部 61 41 20 養心館剣道場

10 拳法部 佐伯　和也 法学部 37 24 13 凱風館３階道場

11 航空部 倉田　純一 システム理工学部 19 13 6 格納庫他

12 古武道部 友谷　知己 文学部 11 7 4 千里山中央体育館サブアリーナ、新凱風館1階多目的フロア

13 ゴルフ部 里見　　繁 社会学部 50 36 14 新御堂ゴルフセンター

14 サッカー部 黒田　　勇 社会学部 235 198 37 千里山中央グラウンド、千里山北広場

15 山岳部 2017.4～活動休止中
16 自転車部 徳丸　正孝 システム理工学部 34 27 7 学外ロード、千里山中央体育館サブアリーナ

17 自動車部 新井　泰彦 システム理工学部 9 9 0 千里山ガレージ他

18 射撃部 赤尾　勝己 文学部 26 18 8 養心館射撃場

19 柔道部 三浦　敏弘 人間健康学部 48 39 9 養心館柔道場

20 重量挙部 樫原　正澄 経済学部 13 9 4 凱風館重量挙場

21 準硬式野球部 亀井　克之 社会安全学部 73 66 7 高槻キャンパス第3グラウンド、屋内練習場

22 少林寺拳法部 与謝野有紀 社会学部 23 14 9 凱風館3階道場

23 水上競技部 市原　靖久 法学部 63 40 23 100周年記念会館プール

24 スキー競技部 古川　　誠 社会学部 14 12 2 凱風館2階多目的フロア、学外スキー場

25 相撲部 杉本　貴志 商学部 14 10 4 新凱風館相撲道場

26 漕艇部 小川　一仁 社会学部 71 42 29 神崎川艇庫（東淀川区）

27 ソフトテニス部 岡　　照二 商学部 50 27 23 千里山キャンパスソフトテニスコート

28 ソフトボール部 平野　義明 化学生命工学部 53 19 34 柴島グラウンド、堺キャンパスEvergreen（広場）他

29 卓球部 林　　　勲 総合情報学部 36 25 11 千里山東体育館メインアリーナ

30 テニス部 小田　伸午 人間健康学部 41 24 17 千里山空中テニスコート、高槻キャンパステニスコート

31 なぎなた部 池内　裕美 社会学部 12 2 10 千里山中央体育館サブアリーナ

32 馬術部 施　　學昌 総合情報学部 25 15 10 高槻キャンパス馬場

33 バスケットボール部 弘原海　剛 人間健康学部 79 45 34 千里山東体育館メインアリーナ

34 バドミントン部 吾妻　重二 文学部 31 19 12 千里山中央体育館メインアリーナ

35 バレーボール部 河端　隆志 人間健康学部 72 31 41 千里山中央体育館メインアリーナ

36 ハンドボール部 宇惠　勝也 商学部 45 29 16 千里山中央体育館メインアリーナ

37 フェンシング部 西澤希久男 政策創造学部 16 14 2 千里山中央体育館サブアリーナ

38 ボクシング部 内藤　友紀 政策創造学部 19 18 1 凱風館ボクシング場

39 ホッケー部 涌井　忠昭 人間健康学部 55 28 27 千里山北広場

40 野球部 田尻　悟郎 外国語学部 198 193 5 KAISERS BASEBALL FIELD

41 ヨット部 新熊　隆嘉 経済学部 14 8 6 新西宮ヨットハーバー

42 ラグビー部 廣瀬　幹好 商学部 111 102 9 千里山中央グラウンド、千里山北広場

43 陸上競技部 柴田　　一 文学部 165 108 57 千里山中央グラウンド

44 レスリング部 吉田　栄司 法学部 16 11 5 千里山中央体育館サブアリーナ

45 ワンダーフォーゲル部 脇田　貴文 社会学部 18 15 3 トレーニングルーム、六甲山他

46 関大スポーツ編集局 26 12 14 新凱風館2階部室

47 ＡＴルーム学生トレーナー部 18 1 17 東体育館1階ATルーム

48 学生S＆C 12 10 2 凱風館パワージム
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クラブ名 通算成績

 アーチェリー部 18勝10敗13分
 アイススケート部 10勝24敗１分
 アイスホッケー部 31勝6敗4分

 アメリカンフットボール部 5勝33敗2分
 空手道部 30勝9敗

 器械体操部 19勝19敗3分
 弓道部 22勝16敗2分
 剣道部 14勝25敗2分
 拳法部 33勝8敗
 航空部 18勝19敗

 ゴルフ部 5勝36敗
 サッカー部 13勝13敗14分
 自動車部 15勝25敗
 射撃部 35勝6敗
 柔道部 25勝8敗1分

 重量挙部 33勝7敗1分
 準硬式野球部 13勝20敗5分
 水上競技部 11勝24敗3分

 スキー競技部 20勝19敗1分

クラブ名 通算成績

 相撲部 14勝25敗

 漕艇部 30勝11敗

 ソフトテニス部 12勝24敗

 卓球部 16勝16敗7分

 テニス部 3勝25敗5分

 馬術部 25勝10敗１分

 バスケットボール部 12勝20敗8分

 バドミントン部 9勝15敗16分

 バレーボール部 16勝22敗3分

 ハンドボール部 17勝7敗17分

 フェンシング部 22勝17敗1分

 ボクシング部 24勝16敗

 ホッケー部 5勝30敗5分

 野球部 18勝16敗3分

 ヨット部 15勝24敗

 ラグビー部 15勝25敗

 陸上競技部 14勝21敗1分

 レスリング部 23勝15敗
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