










































試合動画のご紹介

20 

平成9年度関西大学ラグビ ーAリ ーグ

H 程： 1997年11月308

近畿大学 vs 大阪体育大学

30 21 

コメント: 関西大学ラグビーAリーグ2位となり、
全国大学選手権初出場を決める

第34回全国大学選手権大会1回戦

H 程： 1997年12月148

近畿大学 vs 帝京大学

21 46 

コメント: 全国大学選手権に初出場

第39回全国大学選手権大会1回戦

H 程： 2002年12月15日

近畿大学 vs 明治大学

48 43 

コメント: 名門明治大学を倒し、初のベスト8入り

平成24年度関西大学ラグビ ーAリ ーグ

H 程： 2012年10月78

近畿大学 vs 同志社大学

21 17 

コメント: 創部以来初めて同志社大学を破る

https://youtu.be/PixArN1NS0g
https://youtu.be/s7DySTQ2Bnw
https://youtu.be/YeR3MT0hj3o
https://youtu.be/VzKD590DAzo






主な代表歴

●日本代表： U 1 9 (1 9歳以下）
年 日程 大会名 開催国 氏名 学年 ポジション 出身高校
1998 3/26 ~ 4/4 ジュニアワールトチャンピオンシップ ウエールズ 倉持圭介 2年 L O 大阪桐蔭

本多貴 1年 F L 大阪工大
1999 12/10 ~ 12/20 アジアユース大会 台湾 荒井大輔 l年 CTB 大阪桐蔭
2000 4/11 ~ 4/24 ジュニアワー ルドチャンピオンシップ フランス 荒井大輔 2年 CTB 大阪桐蔭

12/14 ~ 12/23 アジアユース大会 スリラン力 神田昌明 1年 S 0 島本
2003 ジュニアワールドチャンピオンシップ フランス 吉川修司 1年 F B 関西創価
2004 12/9 ~12/ アジアユース大会 中国 李賢祉 l年 CTB 大阪朝鮮

●日本代表： U2 0 (2 0歳以下）
年 日程 大会名 開催国 氏名 学年 ポジション 出身高校
2010 8/18~8/29 uzo世界大会アジア予選 夕 イ 西本祐樹 1年 L O 天理
2011 4/7~4/22 スコットランド遠征 スコットラント

ゞ

小林亮太 2年 FL 天理
2011 5/24~6/7 uzoグルジア大会 グルジア 小林亮太 2年 FL 天理
2011 6/25~7/3 uzo世界大会アジア予選 香港 西本祐樹 2年 L O 天理
2011 6/25~7/3 uzo世界大会アジア予選 香港 竹内琢恭 1年 No.8 大阪桐蔭
2016 3/2~3/23 U2 0バシフィック フイジ一 竹内嘉章 1年 HO 東福岡
2016 7/ U2 0世界大会 イングラント｀

竹内嘉章 2年 HO 東福岡

●日本代表： U2 3 (2 3歳以下）

1996 日本 中山浩司 13年I SH 

●日本選抜： 1 0人制国際大会

●日本代表
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アース製薬株式会社ニューチャネル事業部
〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-12-1
お客様窓口 0120-81-6456 
受付時間 9：00～ 17：00（土、日、祝日を除く）

マウスピースの汚れ気にしていますか？
使用後放置すると雑菌の温床に

※アメリカンフットボールの選手が８ヵ月間、

※イメージ

スポーツモンダミンの特長

●マウスピース装着後に使用すると、清潔な状態に保ちます。
●練習場や試合場などの屋外で手軽に使用できます。
●スプレーしやすく、爽やかなペパーミントの香り。
●ドーピング禁止薬剤不使用

スポーツモンダミン 検索
商品の詳細 ・ ご注文はスポーツモンダミンで検索

使い方

今まで水で洗っていたけど、それが汚いというの
が分かり、そこからこのスプレーを使うととても
安心感があり良かったです。
20 代 / 男性 / 空手選手

口の中に入れるものなので常に清潔にしていたい
が時間と手間がかかった。この商品ならいつでも
どこでもすぐに洗浄でき使いやすい。
20 代 / 女性 / 空手選手

日本大学松戸歯学部 共同開発
鈴木浩司先生

通常マウスピースをどの様に
お手入れされてますか？

スポーツモンダミンを使用してみて
使い続けたいと思いましたか？

A.水で洗浄するだけ A.使い続けたい

2018/8~9アンケート結果より 自社調べ(N=65)

https://www.earthbeauty.jp/sports-mondahmin


https://www.rugbypro-uekado.com/


 

祝 創部７０周年 

近畿大学体育会 

ラグビー部 

合同会社 カドイスポーツ 
ＴＥＬ 072-621-3090 ＦＡＸ 072-646-5939 



https://www.kobelcosteelers.com


黄色い看板が

目印です！

建機等の買取も行っております
新古車も扱っております

トラックをお探しの際は是非ご連絡を！

小型・中型・大型 中古でも新車でもお探し致します。

また、ご不要になられたトラックの買取もしております。

車検切れや動かなくなったトラックもご相談下さい！

南港の陸運局の

すぐ側の会社です

古くなったトラックも海外に輸出されてまだまだ活躍してます。

https://www.koshimurashouten.com/


http://www.daiki-suisan.co.jp/


東伸商事株式会社
冷間鍛造金型製造販売

株式会社 テクモ

■東伸商事株式会社様　A4 広告

https://toshin-corp.co.jp/


トワロン株式会社

錆びない強さ TOWARON
トワロンは若手の女子ラグビー選手を育成する

「SWEET AS SEVENS GIRLS CAMP」を応援しています。

会長 藤本貴美嘉（昭和44年卒）

代表者 藤本和隆（平成5年卒）

錆びない強さ トワロン

［本社] TEL: 072-245-6500 / FAX: 072-245-7324 [東京] TEL: 03-5614-8688 / FAX: 03-5614-8689 [札幌] TEL: 011-214-0760 / FAX: (同番）

http://www.towaron.co.jp/


http://www.m-a-m.co.jp/


http://www.m-a-m.co.jp/


●Ｔｅｌ：+81 59 272 1101　●Ｆａｘ：+81 59 272 0220
●Ｅｍａｉｌ：mailto@misugi.com ●ＨＰ：www.misugi.com

火の谷温泉火の谷温泉美杉美杉
リゾートリゾート

合宿・ゼミ旅行プラン 8640 円より

 卓球

県下最大級！

大露天風呂！

 
　年輪蛋糕體驗

  ２０１８. ３

ビール風呂誕生

大和室

●Tel : 059 272 1101                  

バイキング
福利厚生利用可近畿大学

オールナイト

コンパあり

●Email : mailto@misugi.com 
●Fax : 059 272 1160
●WEB : :www.misugi.com

体験教室

http://www.misugi.com/


近畿大学ラグビ 一部創部

矢倉整骨院 ・鍼灸院
各種健保•生活保護・労災・交通事故•取り扱い

矢倉裕之
（昭和59年卒）

〒590-0018

堺市堺区今池町2-8-22

TEL.072-233-5995 

---------------―ーー診療時間·-----------------

: AMS:00--12:00 · PMS:00--8:00 : 

！ 休診日／土曜日午後 ・ 日曜日 ・ 祝H : 



奈良県奈良市大宮町6丁目1-11新大宮第二ビル3階

当社は今年おかげさまで24周年をむかえ、地域を大切に当社は今年おかげさまで24周年をむかえ、地域を大切に

https://www.royal-tourist.co.jp/


https://www.world-est.co.jp/


近畿大学ラグビ 一 部創部

祝 70 周年

平田学
（昭和53年卒）



内藤善彦
（平成１年卒）

近畿大学ラグビ 部創部

祝 70 周年

一





https://iritanishokai.co.jp/


http://kindai-koyu.jp/


http://kiclinic.jp/
http://www.komori-group.com/


http://kasa.co.jp/


http://www.takajyo.co.jp/


http://hotelseiryu.com/
http://uni-9.jp/


(昭和59年卒)

http://www.hanaguruma-taxi.com/
https://www.renoveru.jp/










http://www.purelait.co.jp/




https://www.oups.ac.jp/
http://www.ogfa.co.jp/


焼肉 海雲台

南得春（平成3年卒）

〒546-0014
大阪市東住吉区鷹合2-17-7
Tel/Fax 06-7509-1516 

近畿大学ラグビ 一部

創部70周年おめでとうございます。

株式会社鹿野木材

代表取締役 鹿野英樹

〒556-0006 大阪市浪速区H本橋東2-9-20
TEL: 06-6634-0501 mail: marui1266@yahoo.co.jp 

おめでとうございます。

匹ドーマ］ー菰レーシ 3 ン

代表取締役 凡し卜屡和�(昭和59年卒）

I 

〒553-0003 大阪市福島区福島5ー6-31 TAT S UM I福島ビル503号
Tel : 06-6940-6350 URL : https://www.domacorporation.eo.jp/ 

[ 

ニ」

株式会社なかく三国ヶ丘薬局

代表取締役社長 中屑{ i二孝：
（大阪薬科大学ラグビ 一 部OB)

〒590-0026

大阪府堺市堺区向陵西町4-7-20

TEL072-229-8931 

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270405/27093505/
https://www.domacorporation.co.jp/


http://www.fujimoto-trophy.jp/
http://www.e-wts.co.jp/




https://www.rakuten.co.jp/kuisinboukatsuki/


https://mondial.co.jp/






https://youtu.be/ilDuUdeUDdc
https://youtu.be/8jnZ023cOMI
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