
内容

1954 昭和２９年 関西学生（現、関西大学）バレーボール連盟加盟

1955 昭和３０年 ４部リーグ

1956 昭和３１年 ４部リーグ

1957 昭和３２年 ４部リーグ

大学選手権　初出場

1958 昭和３３年 春季４部リーグ戦　第２位

秋季４部リーグ戦　第２位

1959 昭和３４年 春季４部リーグ戦　優勝

秋季３部リーグ戦　第２位

1960 昭和３５年 春季３部リーグ戦　優勝

秋季２部リーグ戦　第２位　

1961 昭和３６年 春季２部リーグ戦　優勝　１部昇格

秋季１部リーグ戦　第４位

1962 昭和３７年 春季１部リーグ戦　第６位　入替戦勝利　１部残留

秋季１部リーグ戦　第６位　

1963 昭和３８年 春季１部リーグ戦　第６位　

秋季２部リーグ戦　優勝

1964 昭和３９年 西日本大学選手権大会　準優勝

秋季２部リーグ戦　第５位

1965 昭和４０年 西日本大学選手権大会　第３位

春季２部リーグ戦　第６位

秋季２部リーグ戦　第４位

1966 昭和４１年 全日本大学選手権大会　ベスト１６

西日本大学選手権大会　第３位

春季２部リーグ戦　第２位

秋季２部リーグ戦　優勝

関西大学選手権大会　第３位

1967 昭和４２年 春季２部リーグ　優勝　１部昇格

秋季１部リーグ　第４位

1968 昭和４３年 西日本大学選手権大会　優勝（初優勝）

春季１部リーグ戦　優勝（初優勝）

近畿大学選手権大会　第３位

1969 昭和４４年 全日本大学選手権大会　ベスト８

西日本大学選手権大会　準優勝

春季１部リーグ戦　優勝

秋季１部リーグ戦　第３位

関西大学選手権大会　優勝

近畿大学選手権大会　準優勝

1970 昭和４５年 春季１部リーグ戦　優勝

秋季１部リーグ戦　第３位

関西大学選手権大会　準優勝

近畿大学選手権大会　優勝

天理大学男子バレーボール部戦績
年



1971 昭和４６年 春季１部リーグ戦　第３位

秋季１部リーグ戦　第３位

関西大学選手権大会　準優勝

近畿大学選手権大会　準優勝

1972 昭和４７年 全日本大学選手権大会ベスト１６

春季１部リーグ戦　第２位

秋季１部リーグ戦　第４位

関西大学選手権大会　準優勝

1973 昭和４８年 全日本大学選手権大会ベスト８

春季１部リーグ戦　第４位

秋季１部リーグ戦　第４位

1974 昭和４９年 春季１部リーグ戦　第４位

秋季１部リーグ戦　第３位

1975 昭和５０年 全日本大学選手権大会ベスト１６

春季１部リーグ戦　第５位

秋季１部リーグ戦　第５位

1976 昭和５１年 全日本大学選手権大会ベスト８

春季１部リーグ戦　第２位

秋季１部リーグ戦　第２位

関西大学選手権大会　準優勝

1977 昭和５２年 西日本大学選手権大会　準優勝

春季１部リーグ戦　第２位

秋季１部リーグ戦　第５位

1978 昭和５３年 春季１部リーグ戦　第６位　入替戦敗退　２部降格

秋季２部リーグ戦　第２位　入替戦勝利　１部昇格

1979 昭和５４年 全日本大学選手権大会ベスト１６

春季１部リーグ戦　第２位

秋季１部リーグ戦　第２位

1980 昭和５５年 全日本大学選手権大会ベスト１６

西日本大学選手権大会　第３位

春季１部リーグ戦　第３位

秋季１部リーグ戦　第４位

関西大学選手権大会　第３位

1981 昭和５６年 全日本大学選手権大会　ベスト８

西日本大学選手権大会　ベスト８

春季１部リーグ戦　第４位

秋季１部リーグ戦　第２位

関西大学選手権大会　第３位

1982 昭和５７年 全日本大学選手権大会ベスト８

西日本大学選手権大会　ベスト８

春季１部リーグ戦　第２位

秋季１部リーグ戦　第２位

関西大学選手権大会　準優勝



1983 昭和５８年 全日本大学選手権大会　ベスト８

西日本大学選手権大会　準優勝

春季１部リーグ戦　第２位

秋季１部リーグ戦　第２位

関西大学選手権大会　準優勝

1984 昭和５９年 全日本大学選手権大会　ベスト８

西日本大学選手権大会　準優勝

春季１部リーグ戦　第２位

秋季１部リーグ戦　第２位

関西大学選手権大会優勝

1985 昭和６０年 全日本大学選手権大会　ベスト８

西日本大学選手権大会　第３位

春季１部リーグ戦　第３位

秋季１部リーグ戦　第２位

関西大学選手権大会　優勝

1986 昭和６１年 全日本大学選手権大会　第３位

西日本大学選手権大会　優勝

春季１部リーグ戦　優勝

秋季１部リーグ戦　第２位

関西大学選手権大会　優勝

1987 昭和６２年 全日本大学選手権大会　３位

西日本大学選手権大会　準優勝

春季１部リーグ戦　優勝

秋季１部リーグ戦　第３位

関西大学選手権大会　優勝

1988 昭和６３年 全日本大学選手権大会　第３位

西日本大学選手権大会　優勝

春季１部リーグ戦準　第２位

秋季１部リーグ戦　優勝

関西大学選手権大会　優勝

1989 平成元年 全日本大学選手権大会　ベスト１６

西日本大学選手権大会　優勝

春季１部リーグ戦　第２位

秋季１部リーグ戦　第２位

関西大学選手権大会準優勝

1990 平成２年 全日本大学選手権大会　ベスト１６

西日本大学選手権大会　優勝

春季１部リーグ戦準　優勝

秋季１部リーグ戦　第２位

1991 平成３年 全日本大学選手権大会　ベスト８

西日本大学選手権大会　第３位

関西大学選手権大会　準優勝

春季１部リーグ戦　準優勝

秋季１部リーグ戦　優勝



1992 平成４年 全日本大学選手権大会　ベスト１６

西日本大学選手権大会　ベスト８

関西大学選手権大会　２回戦

春季１部リーグ戦　第２位

秋季１部リーグ戦　第５位　入替戦勝利　残留

1993 平成５年 全日本大学選手権大会　ベスト１６

西日本大学選手権大会　ベスト８

関西大学選手権大会　優勝

春季１部リーグ戦　第４位

秋季１部リーグ戦　第３位

1994 平成６年 全日本大学選手権大会　３回戦敗退

西日本大学選手権大会　ベスト８

関西大学選手権大会　２回戦敗退

春季１部リーグ戦　第５位　入替戦勝利　残留

秋季１部リーグ戦　第５位　入替戦勝利　残留

1995 平成７年 全日本大学選手権大会　３回戦敗退

西日本大学選手権大会　２回戦敗退

関西大学選手権大会　２回戦敗退

春季１部リーグ戦　第４位

秋季１部リーグ戦　第３位

1996 平成８年 全日本大学選手権大会　ベスト１６

西日本大学選手権大会　２回戦敗退

関西大学選手権大会　優勝

春季１部リーグ戦　第４位

秋季１部リーグ戦　第５位　入替戦勝利　残留

1997 平成９年 全日本大学選手権大会　２回戦敗退

西日本大学選手権大会　ベスト１６

関西大学選手権大会　２回戦敗退

春季１部リーグ戦　第５位　入替戦勝利　残留

秋季１部リーグ戦　第６位　入替戦勝利　残留

1998 平成１０年 全日本大学選手権大会　３回戦敗退

西日本大学選手権大会　第３位

関西大学選手権大会　２回戦

春季１部リーグ戦　第４位　　　　　　　　　　リーグ戦８チーム制に移行

秋季１部リーグ戦　第４位

1999 平成１１年 全日本大学選手権大会　２回戦敗退

西日本大学選手権大会　２回戦敗退

関西大学選手権大会　優勝

春季１部リーグ戦　第３位

秋季１部リーグ戦　第３位

第１回　韓国遠征（慶熙大学校）

2000 平成１２年 全日本大学選手権大会　ベスト１６

西日本大学選手権大会　２回戦敗退

関西大学選手権大会　ベスト８

春季１部リーグ戦　第５位

秋季１部リーグ戦　第５位



2001 平成１３年 全日本大学選手権大会　ベスト１６

西日本大学選手権大会　ベスト８

関西大学選手権大会　ベスト８

春季１部リーグ戦　第３位

秋季１部リーグ戦　第３位

関西大学ビーチバレー選手権大会　優勝

2002 平成１４年 全日本大学選手権大会　ベスト１６

西日本大学選手権大会　ベスト４

関西大学選手権大会　第３位

春季１部リーグ戦　第５位

秋季１部リーグ戦　第５位

全日本大学ビーチバレー選手権大会　準優勝

関西大学ビーチバレー選手権大会　優勝

第２回　韓国遠征（慶熙大学校）

2003 平成１５年 全日本大学選手権大会　２回戦　

西日本大学選手権大会　第３位

関西大学選手権大会　準優勝

春季１部リーグ戦　第５位

秋季１部リーグ戦　第３位

全日本大学ビーチバレー選手権大会　第３位

関西大学ビーチバレー選手権大会　優勝

2004 平成１６年 全日本大学選手権大会　ベスト１６

西日本大学選手権大会　２回戦

関西大学選手権大会　２回戦

春季１部リーグ戦　第８位　２部自動降格

秋季２部リーグ戦　第３位

2005 平成１７年 全日本大学選手権大会　３回戦

西日本大学選手権大会　ベスト１６

関西大学選手権大会　第３位

春季２部リーグ戦　第３位　

秋季２部リーグ戦　第６位

天理大学創立８０周年記念国際親善試合　韓国　慶熙大学校招聘

2006 平成１８年 全日本大学選手権大会　３回戦

西日本大学選手権大会　２回戦

関西大学選手権大会　２回戦

春季２部リーグ戦　第６位　

秋季２部リーグ戦　第６位

2007 平成１９年 全日本大学選手権大会　２回戦敗退

西日本大学選手権大会　２回戦敗退

関西大学選手権大会　第３位

春季２部リーグ戦　第４位　

秋季２部リーグ戦　優勝　１部自動昇格復帰

2008 平成２０年 全日本大学選手権大会　１回戦敗退

西日本大学選手権大会　２回戦敗退

関西大学選手権大会　２回戦敗退

春季１部リーグ戦　第８位　自動降格　

秋季２部リーグ戦　第２位　入替戦勝利　１部昇格復帰



2009 平成２１年 全日本大学選手権大会　１回戦敗退

西日本大学選手権大会　２回戦敗退

関西大学選手権大会　予選リーグ敗退

春季１部リーグ戦　第５位　　　（新型インフルエンザ拡大途中終了）

秋季１部リーグ戦　第１０位　自動降格

2010 平成２２年 全日本大学選手権大会　３回戦敗退

西日本大学選手権大会　ベスト１６

関西大学選手権大会　予選リーグ敗退

春季２部リーグ戦　第２位　　　入替戦敗退

秋季２部リーグ戦　優勝　１部自動昇格復帰

2011 平成２３年 全日本大学選手権大会　２回戦敗退

西日本大学選手権大会　ベスト１６

関西大学選手権大会　ベスト８

春季１部リーグ戦　第８位　自動降格　

秋季２部リーグ戦　優勝　自動昇格

2012 平成２４年 全日本大学選手権大会　３回戦敗退

西日本大学選手権大会　ベスト１６

春季１部リーグ戦　第７位　入替戦敗退　２部降格　

秋季２部リーグ戦　第４位

2013 平成２５年 全日本大学選手権大会　２回戦

西日本大学選手権大会

関西大学選手権大会

春季２部リーグ戦　第３位　

秋季２部リーグ戦　第５位

2014 平成２６年 全日本大学選手権大会　出場権無

西日本大学選手権大会

関西大学選手権大会　ベスト８

春季２部リーグ戦　第２位　　　入替戦敗退

秋季２部リーグ戦　第４位

2015 平成２７年 全日本大学選手権大会　３回戦

西日本大学選手権大会　ベスト１６

関西大学選手権大会　ベスト８

春季１部リーグ戦　第９位　　　　　　　　　リーグ戦12チーム制に移行

秋季１部リーグ戦　第７位　

2016 平成２８年 全日本大学選手権大会　１回戦

西日本大学選手権大会　２回戦　

関西大学選手権大会　２回戦　

春季１部リーグ戦　第６位　　　　　　　　　

秋季１部リーグ戦　第10位　

2017 平成２９年 天皇杯ファイナルステージ出場　奈良県勢男女初出場

全日本大学選手権大会　2回戦敗退

西日本大学選手権大会　2回戦敗退　

関西大学選手権大会　ベスト８

春季１部リーグ戦　第９位　　　　　　　　　

秋季１部リーグ戦　第９位　



2018 平成３０年 天皇杯ファイナルステージ出場

全日本大学選手権大会　1回戦

西日本大学選手権大会　予選リーグ敗退　

関西大学選手権大会　予選リーグ敗退　

春季１部リーグ戦　第11位　入替戦出場　残留　　　　　　　　　

秋季１部リーグ戦　第10位　

2019 令和元年 全日本大学選手権大会　2回戦敗退

西日本大学選手権大会　2回戦敗退

関西大学選手権大会　1回戦敗退　

春季１部リーグ戦　第7位　　　　　　　　　　

秋季１部リーグ戦　第7位　

2020 令和２年 全日本大学選手権大会　不出場

西日本大学選手権大会　コロナ中止

関西大学選手権大会　　コロナ中止

春季１部リーグ戦　コロナ中止　　　　　　　　

秋季１部リーグ戦　第10位　コロナ変則開催　

2021 令和３年 全日本大学選手権大会　3回戦敗退

西日本大学選手権大会　コロナ中止

関西大学選手権大会　　ベスト８

春季１部トーナメント大会　準優勝　（コロナ代替大会）　　　　　　　

秋季１部リーグ戦　第3位　

2022 令和４年 全日本大学選手権大会　第５位

西日本大学選手権大会　準優勝

関西大学選手権大会　第３位

春季１部リーグ戦　優勝　　　　　　　

秋季１部リーグ戦　第２位　


