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1 S25 (1950)

1
松山外大①

高知大 不明 1 松山商大 愛媛大 36-0 松山商大 高知大 不戦勝 松山商大 山口大 51-0
松山商大①

ベスト4 2 － － 地区対抗本大会は8チームのトーナメント

2 S26 (1951)

2
松山商大①

愛媛大 42-5 2 松山商大 松山外大 50-0 松山商大 高知大 31-3 松山商大 下関水産 32-5 松山商大② 1回戦敗退 3 － －

3 S27 (1952)

3 愛媛大① 高知大 不明 3 松山商大 松山農大 19-3 松山商大 徳島大 13-0 松山商大 岡山大 46-0
松山商大③

ベスト4 4 － －

4 S28 (1953)

4
徳大学芸①

愛媛大 不明 4 松山商大 愛媛大 34-3 松山商大 徳島大 9-0 松山商大 山口大 6-3
松山商大④

1回戦敗退 5 － －

5 S29 (1954)

5 徳島大② 愛媛農大 不明 5 松山商大 松山外大 不戦勝 松山商大 高知大 36-0 松山商大 広島大 19-3
松山商大⑤

準優勝 6 － － 地区対抗決勝：関西大32-0松山商大

6 S30 (1955)

6
松山商大②

不明 不明 6 松山商大 愛媛大 56-0 松山商大 高知大 不戦勝 松山商大 広島大 32-0
松山商大⑥

1回戦敗退 7 － －

7 S31 (1956)

7 7 松山商大 愛媛大 33-0 松山商大 高知大 不戦勝 松山商大 下関水産 73-3 松山商大⑦ ベスト4 8 － －

8 S32 (1957)

8 8 松山商大 愛媛大 44-0 松山商大 不明 不戦勝 松山商大 山口大 49-3 松山商大⑧ 準優勝 9 － － 地区対抗決勝：日体大45-0松山商大

9 S33 (1958)

9 9 松山商大 愛媛大 52-0 松山商大 徳島大 50-0 松山商大 岡山大 68-0 松山商大⑨ ベスト4 10 － －

10 S34 (1959)

10
松山商大③

愛媛大 43-0
10

松山商大 愛媛大 38-0 松山商大 香川大 不戦勝 松山商大 下関水産 24-0
松山商大⑩

1回戦敗退 11 － －

11 S35 (1960)

11
松山商大④

香川大 60-0
11

松山商大 愛媛大 25-0 松山商大 徳島大 22-16 松山商大 下関水産 16-11 松山商大⑪ 1回戦敗退 12 － －

12 S36 (1961)

12 徳島大③ 愛媛大 不明
12

松山商大 愛媛大 37-0 松山商大 高知大 不戦勝 松山商大 岡山大 62-0
松山商大⑫

1回戦敗退 13 － －

13 S37 (1962)

13
松山商大⑤

徳島大 23-3
13

松山商大 愛媛大 21-8 松山商大 徳島大 31-11 松山商大 下関水産 27-3
松山商大⑬

1回戦敗退 14 － －

14 S38 (1963)

14
松山商大⑥

愛媛大 22-0
14

松山商大 愛媛大 33-5 松山商大 徳島大 18-8 松山商大 広島大 20-9
松山商大⑭

ベスト4 15 － －

15 S39 (1964)

15
松山商大⑦

徳島大 36-3
15

松山商大 愛媛大 39-3 松山商大 高知大 71-0 松山商大 岡山大 32-0
松山商大⑮

1回戦敗退 16 － －

16 S40 (1965)

16
松山商大⑧

徳島大 28-5
16

松山商大 愛媛大 43-0 松山商大 高知大 32-0 松山商大 水産大 37-3
松山商大⑯

1回戦敗退 17 － － 第2回大学選手権代表決定戦：中京大14-11松山商大

17 S41 (1966)

17
松山商大⑨

徳島大 9-0
17

松山商大 愛媛大 63-0 松山商大 徳島大 48-3 広島大 松山商大 21-11 広島大① － 18 － －

18 S42 (1967)

18
松山商大⑩

香川大 42-11
18

松山商大 愛媛大 27-3 松山商大 香川大 68-0 広島大 松山商大 30-11 広島大② － 19 － －

19 S43 (1968)

19
松山商大⑪

香川大 19-3
19

松山商大 愛媛大 45-9 松山商大 高知大 30-8 広島大 松山商大 48-3 広島大③ － 20 － －

20 S44 (1969)

20 高知大① 愛媛大 8-3
20

松山商大 愛媛大 12-9 高知大 松山商大 11-6 広島大 高知大 40-3 広島大④ － 21 － －

21 S45 (1970)

21 高知大② 愛媛大 12-6
21

愛媛大 松山商大 27-8 高知大 愛媛大 16-11 広島大 不明 不明 広島大⑤ － 22 － －

22 S46 (1971)

22 愛媛大② 高知大 25-8
22

愛媛大 松山商大 34-7 高知大 愛媛大 11-10 広島大 高知大 26-0 広島大⑥ (優勝) 23 － － 広島大が地区対抗優勝

23 S47 (1972)

23
松山商大⑫

高知大 16-3
23

松山商大 愛媛大 25-8 松山商大 香川大 不戦勝 広島大 松山商大 17-10 広島大⑦ － 24 － －

24 S48 (1973)

24 愛媛大③ 高知大 14-4
24

松山商大 愛媛大 34-4 松山商大 徳島大 68-0 松山商大 広島大 22-18
松山商大⑰

1回戦敗退 25 － － 第10回大学選手権関西地区予選：中京大52-0松山商大

25 S49 (1974)

25 愛媛大④ 松山商大 12-8
25

愛媛大 松山商大 20-9 愛媛大 高知大 0-0 広島大 愛媛大 12-8 広島大⑧ － 26 － －

26 S50 (1975)

26
松山商大⑬

香川大 14-8
26

松山商大 愛媛大 16-8 不明 不明 不明 山口大 不明 不明 山口大① － 27 1回戦敗退 － 医学部が西医体初参加

27 S51 (1976)

27 徳島大④ 高知大 22-4
27

松山商大 愛媛大 23-4 松山商大 香川大 18-3 広島大 松山商大 42-8 広島大⑨ － 28 1回戦敗退 －

28 S52 (1977)

28 徳島大⑤ 香川大 32-4
28

松山商大 愛媛大 26-12 松山商大 香川大 20-13 松山商大 鳥取大 16-0
松山商大⑱

1回戦敗退 29 2回戦敗退 － 第14回大学選手権関西地区予選：中京大70-6松山商大

29 S53 (1978)

29 高知大③ 愛媛大 25-17
29

松山商大 愛媛大 26-4 不明 不明 不明 山口大 不明 不明 山口大② － 30 2回戦敗退 －

30 S54 (1979)

30
松山商大⑭

愛媛大 28-18
30

松山商大 愛媛大 23-6 松山商大 徳島大 14-10 広島大 松山商大 12-4 広島大⑩ － 31 ベスト8 －

31 S55 (1980)

31 愛媛大⑤ 松山商大 20-12
31

松山商大 愛媛大 8-3 高知大 松山商大 47-8 広島大 高知大 39-8 広島大⑪ － 32 不明 1 －

32 S56 (1981)

32 愛媛大⑥ 松山商大 30-0
32

愛媛大 松山商大 24-13 愛媛大 高知大 23-12 広島大 愛媛大 10-0 広島大⑫ － 33 不明 2 －

33 S57 (1982)

33 高知大④ 香川大 28-7
33

松山商大 愛媛大 6-0 高知大 松山商大 21-9 広島大 不明 不明 広島大⑬ － 34 不明 3 －

34 S58 (1983)

34 香川大① 高知大 8-7
34

松山商大 愛媛大 7-6 徳島大 松山商大 22-22 徳山大 不明 不明 徳山大① － 35 不明 4 －

35 S59 (1984)

35 香川大② 高知大 28-0
35

松山商大 愛媛大 24-8 松山商大 香川大 17-12 徳山大 松山商大 39-6 徳山大② － 36 ベスト8 5 －

36 S60 (1985)

36 徳島大⑥ 香川大 12-10
36

松山商大 愛媛大 19-4 高知大 松山商大 21-10 広島大 高知大 38-9 広島大⑭ － 37 準優勝 6 －

37 S61 (1986)

37
松山商大⑮

愛媛大 28-0
37

愛媛大 松山商大 12-12 愛媛大 高知大 30-13 徳山大 愛媛大 20-6 徳山大③ － 38 2回戦敗退 7 －

38 S62 (1987)

38 愛媛大⑦ 徳島大 8-6
38

松山商大 愛媛大 25-4 松山商大 香川大 28-6 広島大 松山商大 16-0 広島大⑮ － 39 ベスト8 8 －

39 S63 (1988)

39
松山商大⑯

高知大 13-3
39

松山商大 愛媛大 14-0 松山商大 高知大 30-0 徳山大 松山商大 26-6 徳山大④ － 40 不明 9 －

40 H1 (1989)

40 松山大⑰ 愛媛大 24-0
40

松山大 愛媛大 28-4 松山大 高知大 13-0 松山大 広島大 26-6 松山大⑲ 1回戦敗退 41 不明 10 －

41 H2 (1990)

41 松山大⑱ 愛媛大 28-9
41

松山大 愛媛大 38-6 松山大 香川大 97-6 松山大 徳山大 19-13 松山大⑳ 1回戦敗退 42 不明 11 －

42 H3 (1991)

42 松山大⑲ 鳴教大 82-0
42

松山大 愛媛大 47-3 松山大 鳴教大 60-0 松山大 広島大 40-20 松山大㉑ 1回戦敗退 43 不明 12 －

43 H4 (1992)

43 松山大⑳ 高知大 74-0
43

松山大 愛媛大 62-3 松山大 香川大 99-0 松山大 広島大 30-5 松山大㉒ 1回戦敗退 44 不明 13 －

44 H5 (1993)

44 松山大21 愛媛大 34-3
44

松山大 愛媛大 33-10 松山大 鳴教大 42-10 広島大 松山大 36-9 広島大⑯ － 45 不明 14 －

45 H6 (1994)

45 松山大22 愛媛大 44-10
45

松山大 愛媛大 32-10 松山大 鳴教大 67-10 徳山大 松山大 60-15 徳山大⑤ － 46 不明 15 －

46 H7 (1995)

46 松山大23 愛媛大 不戦勝
46

松山大 愛媛大

39-5

松山大 不明 不明 徳山大 不明 不明 徳山大⑥ － 47 不明 16 －

47 H8 (1996)

47 松山大24 愛媛大 53-0
47

松山大 不明 不明 徳山大 不明 不明 徳山大⑦ － 48 不明 17 － 第1回四国大学リーグ

48 H9 (1997)

48 鳴教大① 愛媛大 31-21
48

－ － －

愛媛大 松山大 24-10※ 徳山大 愛媛大 135-0 徳山大⑧ (優勝) 49 不明 18 － ※：リーグ戦スコア，徳山大が地区対抗優勝

49 H10 (1998)

49 松山大25 高知大 62-12
49

－ － －

松山大 高知大 69-7※ 徳山大 松山大 90-10※ 徳山大⑨ (優勝) 50 不明 19 － ※：リーグ戦スコア，徳山大が地区対抗優勝
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備考中四国予選四国予選

本大会

出場校

愛大医学部戦績

中四国

医科学生大会

西日本

医科学生総体

No. 年度 県予選

地区対抗

四国大学総体

成績

50 H11 (1999)

50 松山大26 愛媛大 69-7
50

－ － － 松山大 愛媛大 53-20※ 徳山大 広島大 不明※ 広島大⑰ － 51 不明 20 －

中四国予選優勝チームが大学選手権中四国代表，準優勝

チームが地区対抗へ。※：リーグ戦スコア

51 H12 (2000)

51 松山大27 鳴教大 69-6
51

－ － －

松山大 愛媛大 45-26※ 徳山大 広島大 不明※ 広島大⑱ － 52 不明 21 － ※：リーグ戦スコア

52 H13 (2001)

52 松山大28 鳴教大 17-13
52

－ － －

愛媛大 松山大 27-10※ 徳山大 愛媛大 73-3※ 愛媛大① 1回戦敗退 53 ベスト8 22 － ※：リーグ戦スコア

53 H14 (2002)

53 愛媛大⑧ 松山大 15-12
53

－ － －

松山大 愛媛大 34-10※ 徳山大 松山大 108-0 松山大㉓ 1回戦敗退 54 2回戦敗退 23 － ※：リーグ戦スコア

54 H15 (2003)

54 松山大29 高知大 64-5
54

－ － －

松山大 愛媛大 不明 徳山大 松山大 108-0 松山大㉔ 1回戦敗退 55 ベスト8 24 －

55 H16 (2004)

55 松山大30 愛媛大 20-3
55

－ － －

松山大 愛媛大 45-12 徳山大 松山大 82-5 松山大㉕ 1回戦敗退 56 2回戦敗退 25 －

56 H17 (2005)

56 愛媛大⑨ 松山大 19-14
56

－ － －

愛媛大 松山大 20-19 徳山大 愛媛大 67-0 愛媛大② 1回戦敗退 57 1回戦敗退 26 不明 医学部が中四国医科初参加

57 H18 (2006)

57 松山大31 鳴教大 45-0
57

－ － －

松山大 愛媛大 31-19 徳山大 岡山大 70-7 岡山大① － 58 ベスト8 27 不明

58 H19 (2007)

58 松山大32 鳴教大 27-0
58

－ － －

松山大 愛媛大 35-5 徳山大
環太平洋大

21-0

環太平洋大①

－ 59 2回戦敗退 28 1回戦敗退

59 H20 (2008)

59 松山大33 鳴教大 21-0
59

－ － －

松山大 愛媛大 7-5 徳山大
環太平洋大

26-3

環太平洋大②

－ 60 2回戦敗退 29 優勝

60 H21 (2009)

60 松山大34 鳴教大 29-5
60

－ － －

松山大 鳴教大 41-10 徳山大 広島大 48-13 広島大⑲ － 61 ベスト8 30 3位

61 H22 (2010)

61 松山大35 鳴教大 36-11
61

－ － －

松山大 鳴教大 71-7 環太平洋大 徳山大 45-22 徳山大⑩ － 62 4位 31 3位

62 H23 (2011)

62 松山大36 鳴教大 52-5
62

－ － －

松山大 鳴教大 50-3 環太平洋大 徳山大 84-0 徳山大⑪ － 63 3回戦敗退 32 4位

63 H24 (2012)

63 松山大37 鳴教大 75-3
63

－ － －

松山大 鳴教大 88-5 環太平洋大 徳山大 38-14 徳山大⑫ － 64 ベスト8 33 3位

64 H25 (2013)

64 松山大38 香川大 不戦勝
64

－ － －

松山大 愛媛大 93-7 環太平洋大 松山大 36-13 松山大㉖ 2回戦敗退 65 1回戦敗退 34 3位

65 H26 (2014)

65 松山大39 愛媛大 78-0
65

－ － －

松山大 愛媛大 66-10 環太平洋大 松山大 140-0 松山大㉗ 1回戦敗退 66 2回戦敗退 35 不参加

66 H27 (2015)

66 松山大40 愛媛大 73-10
66

－ － －

松山大 愛媛大 68-10 環太平洋大 広島大 63-0 広島大⑳ － 67 2回戦敗退 36 1回戦敗退

67 H28 (2016)

67 松山大41 鳴教大 84-5
67

－ － －

松山大 香川大 26-19 環太平洋大 徳山大 47-20 徳山大⑬ － 68 1回戦敗退 37 3位

68 H29 (2017)

68 松山大42 香川大 64-10
68

－ － －

69 38

優勝回数 地区対抗出場回数

松山大42 松山大27

愛媛大9 香川大2 広島大20

環太平洋大2

徳島大6 松山外大1 徳山大13 山口大2

高知大4 鳴教大1 愛媛大2 岡山大1


