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体育会本部について

我々、体育会本部は所属する体育会クラブを統括し、大学と各クラブとの

中間中立の立場に立って、双方が抱える諸問題の解決を図りながら、体

育会クラブ学生の学生生活の充実とクラブ活動の成果、成績の向上を図

ることを目的として活動しておリます。

活動人数／ 5名

活動方針／ー

活動内容／

く年間スジュ ー ル＞

4月 クリーンキャンペーン
キャンパスタ ート
入学式

10月 クリ ーンキャンペーン
2月 体育会総会

リー ダースキャンプ
3月 卒業証書・学位記授与式

私たちは文化会本部、学生会と連携しながら、10年後、20年後、100年後の阪南大学の良き伝統を築くために今後も精進していきたいと

考えております。

文化会本部について

我々、文化会本部は13団体の文化会クラブを総括し、部活動に対し親

身になって、問題解決を図っています。文化会は横のつながりを重視し

ており、部活動同士の協力を大切にしています。そのために、本部は文

化会クラブの活性化及び、部活を通じての学校生活の充実化を目的に

協力し合いその懸け橋として活動しています。また、広報活動に力を入

れながら文化会クラブの魅力を発信することに貢献していきたいと考

えています。

活動人数／ 5名

活動方針／ー

活動内容／

く年間スジュー ル＞

4月クリ ーンキャンペーン

キャンパスタ ート

入学式

10月クリ ーンキャンペーン

2月文化会総会

リ ー ダースキャンプ

3月卒業証書・学位記授与式

〇クラブについて

我々、アメリカンフットボー ル部は毎日の練習で自分を越えていくよう努

力しています。日常生活すべてがフットボー ルに繋がっていくと信じてい

るので、自分自身を磨くことができます。アメリカンフットボー ルは人間

的に成長できるスポー ツです。

〇新入生ヘ一言

LO 基本情報

部 訓／Fighting Bears 10ヶ条

部員数／25名

加盟連盟／関西学生アメリカンフットボー ル連盟

顧 問／細川裕史 副顧問／中原隆幸

監督・コ ーチ／国本慶次

部 費／選手3000円／月、マネ ージャ ー 1000円／月

練習場所／阪南大学第ーグラウンド

活動方針／Restart

活動内容／

＜年間スジュー ル＞ く練習予定＞

4月 勧誘イベント 月曜日 オフ
5月 通常練習 火曜日 17.00~ 練習
6月 春季リ ーグ 水曜日 17 00~ ウエイトトレー ニング
8月 合宿 木曜日 17:00～ 練習
9月～11月秋季リーグ 金曜日 オフ
1月 オフシーズン 土曜日 09:00~ 練習
2月 追い出しコンパ

日曜日 09:00～ 練習
3月 卒業証書・学位記授与式

アメリカンフットボー ルは大学スポーツの代名詞です。大学から始める人が多くほとんどの方が初心者からのスタ ートです。他のスポー

ツに比べて数多くのポジションがあり、個々の能力を最大限に生かすことができるのが魅力の一つです。
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〇クラブについて

パワーリフティングという競技は、スクワット、ベンチプレス、デットリフト

の3種目の合計重量を競う競技です。また、ボディビルは体を鍛え筋肉

の大きさやカット、全体のバランスを評価し競う競技です。パワーリフテ

ィングやボディビルは初心者の方でも始めやすく、部員の半数も大学か

ら始めています。部員同士で補助について練習できるので、1人で行うよ

〇基本情報
------

部 訓／自由奔放
--------

部員数／ 9名
·--------

加盟連盟／関西学生パワ ー リフティング連盟
·------------

顧 問／新谷雅美
·------------

監督・コ ーチ／上田康義、梶井俊宏
. --

部 費／ 0円／月
·----------

練習場所／GYCホー ル・Dホー ル
----------------------------------------- -

活動方針／週3日火・木・土曜日の練習
----------------------------------------- -

活動内容／

＜年間スジュー ル＞

2月 関西学生新人パワ ーリフティング選手権大会

4月 春季関西学生パワ ーリフティング選手権大会

6月 全日本学生パワ ーリフティング選手権大会

9月 関西学生ボディビル選手権大会•関西学生メンズフィジーク選手権大会

10月 全日本学生ボディビル選手権大会

12月 秋季関西学生パワ ーリフティング選手権大会

リもいいトレーニングができます。見学だけでも参加できます。気になる方はぜひ来てください！

〇新入生ヘ一言

初心者の方も大歓迎です！
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〇クラブについて

私たち阪南大学サッカ 一部は、サッカ 一部専用のグラウンドを持ち、恵

まれた環境の中、部の合言葉である「Revolution,ON!」を胸に日々向上

心を持ち練習や試合に挑んでいます。今季はすべてのタイトルはもちろ

LO 基本情報

部 訓／Revolution, on ! 

部員数／160名

加盟連盟／関西学生サッカ ー リ ーグ・大阪府社会人サッカー リ ーグ

顧 問／臼谷健一

監督・コ ー チ／須佐徹太郎・朴成基、黒田雄司、本田明、 中島亮、山梨純平、北條貴紀

部 費／9,166円／月

練習場所／阪南大学高見ノ里グラウンド 

活動方針／練習時間は朝か夕方のどちらか

活動内容／

く年間スジュール＞

春 阪南合宿、宮崎遠征、各チームリ ーグ戦開幕

夏 関西選手権、総理大臣杯

秋 各チ ームリ ーグ戦閉幕、新入生歓迎会

冬 全日本サッカーリ ーグ（インカレ）、4年生追い出しコンパ

ん、強い阪南を取リ戻すためにも「仕掛けて崩す」サッカ ー で日本一を獲ります。支えて下さっているすべての方々に感謝し、プレ ーと結果

で魅せます。また、私たちは地域の子どもたち向けにサッカ ー教室を開く等、地域との交流も大切にしています。

〇新入生ヘ一言

今年はタイトルを奪取し、強い阪南を取リ戻すためにも、ピソチ内外での規律を高め、日々のトレー ニングに取り組んでいきましょう。

〉>自動車部 饂い二ここ[a�uacjp 1 
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〇クラブについて

私たち自動車部は、走行会や大会に備えて整備を行っています。大会の

上位入賞を目標として、定期的に走行会へ参加しています。自動車を走ら

せる競技と言うこと で、新入部員に経験者はいません。みんなスタ ー トラ

〇基本情報

部 訓／礼儀、 感謝の気持ちを忘れず部を愛す！

部員数／8名

加盟連盟／全日本学生自動車連盟関西支部

顧 問／今城徹

監督・コ ー チ／瀬田浩蔵

部 費／2000円／月

練習場所／3号館裏自動車部ガレージ

活動方針／大会に向けて走行会や整備を行い、結果を残す。

活動内容／

＜年間スジュール＞

3 月 第1回全関西学生ジムカーナ選手権大会

8 月 全日本学生ジムカーナ選手権大会

9 月 第2回全関西学生ジムカーナ選手権大会

他、走行会を複数回実施予定。

インが同じなので自分の努力した分、結果につながリます。また、こうした活動の中で礼儀やマナ ーを身につけることができます。

部員一同、協力し和気蒻々と活動しているので、ぜひ一度ガレ ージヘ来てみてください。

〇新入生ヘ一言

入部お待ちしております。

〇クラブについて

柔道部は一人一人の個性が豊かで、真面目です。

大学生から柔道を始めたという人は少なくありません。今からでも十分

に強くなれます！努力すれば優勝だって できます！

強くなりたい人、気合のある人は大歓迎です。共に努力し、強くなって優勝

を目指してみませんか？

勇敢な君たちをお待ちしております。

〇新入生ヘ一言

初心者歓迎！気軽に道場へ足を運んでください！

LO 基本情報

部 訓／自他共栄

部員数／ 7名

加盟連盟／全日本学生柔道連盟、関西学生柔道連盟、大阪府学生柔道連盟

顧 問／矢倉研二郎

監督・コ ー チ／福田康次

部 費／1000円／年

練習場所／クラブハウス 1 階柔道場 (5 0 周年記念館裏）

活動方針／ー

活動内容／

く年間スジュ ール＞

5月関西学生柔道優勝大会

6月南大阪柔道団体

8月関西学生柔道体重別選手権

10月南大阪柔道大会選手権

11月大阪府下柔道大会

12月大阪府下柔道大会個人戦

く 2019年度の戦績＞

南大阪柔道大会 第3位

〉＞準硬式野球部 饂じ二二〗u.ac.JP I 

〇クラブについて

準硬式野球部は、明る＜楽しみながら野球をしています。その中で、勝利

にこだわリ全国大会出場を目標に活動しています。野球が好きな人、楽

しく野球をしたい人は、是非入部してください。

〇新入生ヘ一言
一緒に野球をしましょう。

〇基本情報

部 訓／やるときはやる、楽しむときは楽しむ

部員数／38名

加盟連盟／阪神六大学準硬式野球連盟

顧 問／村上雅俊
, —- - - - -- --

監督・コ ー チ／ー

部 費／1000円／月

練習場所／阪南大高グラウンド、大泉緑地公園野球場

活動方針／明る＜楽しく

活動内容／

＜ 年間スジュ ール＞

2月 春合宿

3月～5月 春季リ ーグ戦

8月 夏合宿

9月～11月 秋季リ ー グ戦

く練習予定＞

春季リ ーグ 第4位

関西1次予選 二回戦敗退

秋季リ ーグ 第2位
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