
西　暦 元　号 加盟・脱会団体・施設・大会名 団体名 結果 備考

1972年 昭和47年 11月　体育会創立
８部が加盟

硬式野球部 男女バレーボール部　男女卓球部

ソフトテニス部　バドミントン部　剣道部

空手部 応援団

― ―

柔道部・男女バスケットボール部 加盟

福聚殿・大倉野球場完成

77年 昭和52年 少林寺拳法部・スキー部・陸上競技部 加盟 ― ―

78年 昭和53年 躰道部・サッカー部　加盟 ― ―

79年 昭和54年 山岳部　加盟 ― ―

80年 昭和55年 合氣道部・弓道部　加盟 ― ―

82年 昭和57年 第３校地総合運動施設完成 ― ―

82年 昭和58年 ラグビー部　加盟 ― ―

85年 昭和60年 第２校地全天候型体育館・野球場完成 ― ―

女子ハンドボール部　加盟 ― ―

　　全日本学生卓球選手権大会 男子卓球部 優勝　楊玉華
現 本学教員

大倉峰雄

第33回全日本バレーボール大学女子選手権 女子バレーボール部 準優勝

第36回全日本大学野球選手権大会 硬式野球部 準優勝

　　全日本学生卓球選手権大会 男子卓球部 優勝　楊玉華
現 本学教員

大倉峰雄

男子ハンドボール部　加盟 ― ―

第37回全日本大学野球選手権大会 硬式野球部 準優勝

　　全日本学生卓球選手権大会 男子卓球部 優勝　楊玉華
現 本学教員

大倉峰雄

応援団　脱会 ― ―

第9回全日本大学対抗ソフトテニス王座決定戦 ソフトテニス部（女子）３位

　　全日本学生卓球選手権大会 男子卓球部 優勝　楊玉華
現 本学教員

大倉峰雄

Ｈ－２ＧＹＭ（武道Ａ，Ｂ・卓球場）完成 ― ―

第39回全日本大学野球選手権大会 硬式野球部 準優勝

第10回全日本大学対抗ソフトテニス王座決定戦 ソフトテニス部（男子）３位

水泳部　加盟 ― ―

Ｈ－３ＧＹＭ（プール）完成
※現在プールはありません。

― ―

　　第40回全日本大学野球選手権大会 硬式野球部 優勝

第39回全日本バレーボール大学女子選手権大会 女子バレーボール部 準優勝

第15回全日本大学軟式野球選手権大会 軟式野球部 準優勝

女子バスケットボール部　脱会 ― ―

　　第16回全日本大学軟式野球選手権大会 軟式野球部 優勝

第40回全日本バレーボール大学女子選手権大会　 女子バレーボール部 ３位

弓道場完成 ― ―

第44回全日本大学野球選手権大会 硬式野球部 準優勝

第27回明治神宮野球大会 硬式野球部 準優勝

　　第43回全日本バレーボール大学女子選手権大会 女子バレーボール部 優勝

第66回全日本大学対抗卓球大会 女子卓球部 ３位

第19回全日本大学軟式野球選手権大会 軟式野球部 準優勝

第67回全日本大学対抗卓球大会 女子卓球部　　　　 ３位

　　全日本学生卓球選手権大会 女子卓球部 優勝　金　京

第34回全日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 準優勝

　　第45回朝日杯争奪全日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 優勝　星野英正

第43回信夫杯争奪全日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 準優勝

アイスホッケー部　名義加盟 ― ―

第29回明治神宮野球大会 硬式野球部 準優勝

　　第22回全日本学生弓道王座決定戦 弓道部（女子） 優勝

　　第35回全日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第44回信夫杯争奪全日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

全日本学生卓球選手権大会 女子卓球部 ２位　劉　雯

全日本学生卓球選手権大会 女子卓球部 ３位　金　京

ゴルフ部　加盟 ―

軟式野球部　名義加盟 ― ―

男子バスケットボール部、山岳部　脱会 ― ―

　　第11回全国大学弓道選抜大会 弓道部（女子） 優勝

　　第36回全日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第47回朝日杯争奪全日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 優勝　星野英正

　　第45回信夫杯争奪全日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

98年 平成10年

97年 平成9年

99年 平成11年

95年 平成7年

96年 平成8年

90年 平成2年

91年 平成3年

92年 平成4年

93年 平成5年

87年 昭和62年

88年 昭和63年

89年 平成元年

86年 昭和61年

～　体　育　会　48　年　の　歴　史　～

73年 昭和48年
― ―

優 勝

準優勝

３ 位
※下記は主に学⽣選⼿権⼤会以上の⼤会

とする。



　　第54回長野冬季国体（成年女子） ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（女子） 優勝　種田久美子

第49回全日本大学野球選手権大会 硬式野球部 準優勝

　　第37回全日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

第23回全日本女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 準優勝

　　第54回日本学生ゴルフ選手権競技 ゴルフ部（男子） 優勝　宮里優作

　　第46回信夫杯争奪全日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第3回信夫杯争奪全日本女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

フィギュアスケート部　加盟 ― ―

女子ソフトボール部　名義加盟 ― ―

空手部脱会 ― ―

第71回全日本大学対抗卓球大会 女子卓球部 ３位

　　全日本学生卓球選手権大会 女子卓球部 優勝　劉 雯

第38回全日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 準優勝

第24回全日本女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） ３位

　　第55回日本学生ゴルフ選手権競技 ゴルフ部（男子） 優勝　宮里優作

第55回日本学生ゴルフ選手権競技 ゴルフ部（男子） 準優勝　谷口拓也

　　2001年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

2001年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 準優勝

第47回信夫杯争奪全日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 準優勝

第4回信夫杯争奪全日本女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 準優勝

　　文部科学大臣杯争奪第30回全日本学生王座決定戦 ゴルフ部（男子） 優勝　宮里優作

　　第73回日本学生氷上選手権 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（女子） 優勝　若松詩子

　　第17回全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会 スキー部（男子） 優勝　岡森篤

　　第74回全日本学生スキー選手権大会 スキー部（男子） 優勝　溝江友貴

　　第73回日本学生氷上選手権 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（女子） 団体　総合優勝

　　第56回山梨冬季国体ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ競技成年女子 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（女子） 優勝　若松詩子

多目的球技場完成 ― ―

第33回明治神宮野球大会 硬式野球部 準優勝

　　第26回全日本学生弓道王座決定戦 弓道部（女子） 優勝

　　第39回全日本大学王座決定戦ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第25回全日本女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

　　第56回日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 優勝　宮里優作

　　文部科学大臣杯争奪第31回全日本学生王座決定戦 ゴルフ部（男子） 優勝　宮里優作

2002年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 準優勝

2002年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） ３位

　　第48回信夫杯争奪全日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

第5回信夫杯争奪日本全女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 準優勝

第48回全日本バレーボール大学女子選手権大会 女子バレーボール部 準優勝

　　第74回日本学生氷上選手権 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（女子） 団体　総合優勝

　　第40回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第26回全国女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

第51回朝日杯争奪全日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 準優勝　藤島豊和

　　文部科学大臣杯争奪第32回全日本学生王座決定戦 ゴルフ部（男子） 優勝　藤島豊和

　　第49回信夫杯争奪全日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第6回信夫杯争奪全日本女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

第7回朝日杯争奪全日本女子学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（女子） ３位　山本知佳

　　2003年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

2003年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 準優勝

2003年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 準優勝　金井智子

第75回日本学生氷上競技選手権大会 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（女子） ３位　荒井万里絵

第75回日本学生氷上競技選手権大会 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（女子） 団体　３位

　　第53回全日本大学野球選手権大会 硬式野球部 優勝

全日本大学選抜王座決定戦 テニス部（男子） 準優勝

第73回日本学生陸上競技選手権対抗選手権 陸上競技部(男子)
3000mHC　３位

阿部芳規

第73回日本学生陸上競技選手権対抗選手権 陸上競技部(女子)
10000mW　３位

鈴木澄子

　　第11回アジアジュニア陸上競技選手権 陸上競技部(女子)
10000mW　優勝

鈴木澄子

　　第41回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第27回全国女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

2004年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） ３位

　　2004年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

　　2004年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） １位Ｔ　山本知佳

　　第58回日本学生ゴルフ選手権競技　 ゴルフ部（男子） 優勝　権奇澤

第33回文部科学大臣杯争奪日本学生ゴルフ王座決定戦 ゴルフ部（男子） 準優勝　中道洋平

第41回日本女子学生ゴルフ選手権競技 ゴルフ部（女子） ３位Ｔ 佐伯三貴

　　第76回日本学生氷上選手大会 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（女子） 優勝　荒井万里絵

第76回日本学生氷上選手大会 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（女子） 団体　準優勝

アベック優勝

アベック優勝

アベック優勝

99年 平成11年

2000年 平成12年

体育会創立３０周年

アベック優勝

アベック優勝

01年 平成13年

02年 平成14年

03年 平成15年

04年 平成16年



第36回明治神宮野球大会 硬式野球部 準優勝

　　第42回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第28回全国女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

　　2005年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　2005年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

　　2005年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝　池田勇太

　　2005年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝　佐伯三貴

　　第50回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第７回信夫杯争奪日本女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

　　第59回日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 優勝　池田勇太

第52回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 準優勝　池田勇太

第8回朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（女子） 準優勝　佐伯三貴

文部科学大臣杯争奪日本学生ゴルフ王座決定戦 ゴルフ部（男子） 準優勝　池田勇太

第42回日本女子学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（女子） 準優勝　関　舞

　　第40回全日本大学ソフトボール選手権大会 女子ソフトボール部 優勝

第77回日本学生氷上選手権大会 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（女子） 団体　準優勝

武徳館　完成

　　第75回日本学生陸上競技対校選手権 陸上競技部（女子）
三段跳び　優勝

大泉佳那

第75回日本学生陸上競技対校選手権 陸上競技部（女子）
10㎞競歩　準優勝

鈴木澄子

　　第43回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第29回全国女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

　　2006年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

2006年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） ３位

　　2006年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝　安本大祐

　　第51回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

第8回信夫杯争奪日本女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 準優勝

　　第60回日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 優勝　池田勇太

第60回日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 準優勝　土屋陽平

　　第43回日本女子学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（女子） 優勝　原江里菜

第53回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 準優勝　藤島征次

第53回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） ３位　安本大祐

　　第9回朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（女子） 優勝　佐伯三貴

　　第35回文部科学大臣杯争奪日本学生ゴルフ王座決定戦 ゴルフ部（男子） 優勝　池田勇太

第78回日本学生氷上選手権大会 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（女子） 準優勝　鈴木明子

　　ユニバーシアード大会冬季大会 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（女子） 優勝　鈴木明子

　　国民体育大会冬季 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（女子） 優勝　鈴木明子

日本学生陸上競技対抗選手権大会 陸上競技部（男子）
3000mHC　３位

松本圭太

全日本学生陸上競技チャンピオンシップ 陸上競技部（男子）
800m　準優勝

今井慎也

第44回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） ３位

　　2007年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

2007年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 準優勝　池田勇太

　　第52回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第61回日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 優勝　中道洋平

第61回日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） ３位　池田勇太

　　第54回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 優勝　渡邊優登

第54回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） ３位Ｔ　池田勇太

　　第36回文部科学大臣杯争奪日本学生ゴルフ王座決定戦 ゴルフ部（男子） 優勝　柴田健太郎

　　第62回国民体育大会ゴルフ競技 ゴルフ部（男子） 優勝　永野竜太郎

　　国民体育大会（冬季） ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（女子） 優勝　鈴木明子

　　アジアトロフィー2007 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（男子） 優勝　斎藤直人

第80回日本学生氷上競技選手権大会 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（男子） 団体　準優勝

第42回全日本大学女子ソフトボール選手権 女子ソフトボール部 ３位

第39回明治神宮野球大会 硬式野球部 準優勝

第77回日本学生陸上競技対抗選手権大会 陸上競技部（男子）
3000mHC 準優勝

松本圭太

　　第45回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　2008年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　2008年度TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝　藤本佳則

　　第53回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第55回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権大会 ゴルフ部（男子） 優勝　藤本佳則

第55回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権大会 ゴルフ部（男子） 準優勝　小林伸太郎

第11回朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（女子） ２位Ｔ　関　舞

第81回日本学生氷上競技選手権大会 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（男子） 団体　３位

　　第43回全日本大学女子ソフトボール選手権大会 女子ソフトボール部 優勝

全日本学生ソフトテニス選手権大会 男子テニス部 ３位

アベック優勝

アベック優勝

アベック優勝

アベック優勝

05年 平成17年

06年 平成18年

07年 平成19年

08年 平成20年

09年 平成21年



　　2009日本学生陸上競技個人選手権大会 陸上競技部（男子）
400mH　優勝

佐々木 秀

　　2009日本学生陸上競技個人選手権大会 陸上競技部（男子）
3000mHC　優勝

冠木雅守

2009日本学生陸上競技個人選手権大会 陸上競技部（女子）
走幅跳　３位

齊藤かおり

第46回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 準優勝

2009年度 TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 準優勝

　　2009年度 TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝　藤本佳則

第56回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権大会 ゴルフ部（男子） 準優勝　藤本佳則

第82回日本学生氷上競技選手権大会 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部（男子） 団体　準優勝

　　第44回全日本大学女子ソフトボール選手権大会 女子ソフトボール部 優勝

　　2010日本学生陸上競技個人選手権大会 陸上競技部(女子)
3000mHC　優勝

石山真紀子

第79回日本学生陸上競技対抗選手権大会 陸上競技部(男子)
走幅跳　準優勝

佐々木 秀

第47回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 準優勝

第33回全国女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 準優勝

　　2010年度 TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　2010年度 TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝　藤本佳則

　　第54回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

第11回信夫杯争奪日本女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 準優勝

第64回日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子）
個人　準優勝

藤本佳則

　　第57回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権大会 ゴルフ部（男子） 優勝　富村真治

　　第2回アジアアマチュア選手権 ゴルフ部（男子） 優勝　松山英樹

第45回全日本大学女子ソフトボール選手権大会 女子ソフトボール部 ３位

　　第48回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

第34回全国女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 準優勝

　　第55回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第12回信夫杯争奪日本女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

　　2011日本学生陸上競技個人選手権 陸上競技部（男子）
走幅跳　優勝

佐々木 秀

　　第65回日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 優勝　松山英樹

第65回日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 準優勝　藤本佳則

日本アマチュアゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 準優勝　藤本佳則

　　三井住友VISA太平洋マスターズ ゴルフ部（男子） 優勝　松山英樹

第58回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権大会 ゴルフ部（男子） 準優勝　塩見好輝

第58回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権大会 ゴルフ部（男子） 3位　松山英樹

　　第3回アジアアマチュア選手権 ゴルフ部（男子） 優勝　松山英樹

　　文部科学大臣杯争奪　全日本大学高等学校対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝　松山英樹

文部科学大臣杯争奪　全日本大学高等学校対抗戦 ゴルフ部（男子） 準優勝　田村光正

　　ユニバーシアード大会 ゴルフ部（男子） 優勝　松山英樹

ユニバーシアード大会 ゴルフ部（男子） 準優勝　藤本佳則

　　ユニバーシアード大会 ゴルフ部（男子）
団体優勝

松山・藤本・富村

5月　空手道部加盟 ― ―

　　第49回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

第35回全国女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 準優勝

　　2012年度 TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　2012年度 TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

　　第56回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第13回信夫杯争奪日本女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

　　第66回日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 優勝　松山英樹

　　第49回日本女子学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（女子） 優勝　佐藤絵美

第59回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 準優勝　古田幸希

第35回全日本大学軟式野球選手権大会 軟式野球部 準優勝

合気道部同好会へ降格（H25.3.31付） ― ―

ラグビー部同好会へ降格（H25.3.31付） ― ―

　　第36回全国女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

第50回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） ２位

　　第67回日本学生ゴルフ選手権競技 ゴルフ部（男子） 優勝　村山駿

第67回日本学生ゴルフ選手権競技 ゴルフ部（男子） 2位T　小西健太

　　2013TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 優勝

　　2013TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 1位T　小西健太

　　2013TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 1位T　佐藤大平

第57回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 準優勝

　　第14回信夫杯争奪日本女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

　　第16回朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（女子） 優勝　沖せいら

アベック優勝

体育会創立４０周年

アベック優勝

アベック優勝

09年 平成21年

10年 平成22年

11年

12年 平成24年

平成23年

13年 平成25年



　　第36回全日本大学軟式野球選手権大会 軟式野球部 優勝

少林寺拳法部同好会へ降格（H26.3.31） ― ―

　　第51回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第58回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

第15回信夫杯争奪日本女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 準優勝

第68回日本学生ゴルフ選手権大会 ゴルフ部（男子） 2位T　小西健太

第68回日本学生ゴルフ選手権大会 ゴルフ部（男子） 2位T　比嘉一貴

第61回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 2位T　比嘉一貴

第1回アジア・オセアニア空手道選手権大会 空手道部（女子）
個人組手　準優勝

高橋千春

天皇賜杯第84回日本学生陸上競技対校選手権 陸上競技部（女子）
女子3000m障害3位

小池彩加

内閣総理大臣杯第58回全国空手道選手権大会一般女子組手 空手道部 3位　髙橋千春

第69回日本学生ゴルフ選手権大会 ゴルフ部（男子） 2位　比嘉一貴

第52回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 3位

第38回全国女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 準優勝

第62回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 3位　比嘉一貴

　　ユニバーシアード大会 ゴルフ部（男子） 個人優勝　比嘉一貴

　　ユニバーシアード大会 ゴルフ部（男子）
団体優勝

佐藤大平・小西・比嘉

第59回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 準優勝

第36回全日本大学ソフトテニス王座決定戦 テニス部（女子） 準優勝

　　第53回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

第39回全国女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 3位

第60回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 準優勝

　　第17回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

　　ネイバーズトロフィーチーム選手権 ゴルフ部（男子） 個人優勝　比嘉一貴

　　第54回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第40回全国女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

　　第54回日本女子学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（女子） 優勝　小西瑞穂

ユニバーシアード大会 ゴルフ部（男子） 2位　比嘉一貴

第61回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 準優勝

第18回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 準優勝

第21回日本学生女子ハーフマラソン選手権 陸上競技部(女子) 準優勝　須藤ひかる

　　内閣総理大臣杯第61回全国空手道選手権大会一般女子

組手
空手道部（女子） 優勝　髙橋千春

　　第67回全日本大学野球選手権大会 硬式野球部 優勝

　　第55回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第41回全国女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

　　第55回日本女子学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（女子） 優勝　髙久ゆうな

　　第10回アジア・パシフィックアマチュア選手権 ゴルフ部（男子） 優勝　金谷拓実

　　第65回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権 ゴルフ部（男子） 優勝　遠藤健太

　　第62回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

　　第19回信夫杯争奪日本女子大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 優勝

　　文部科学大臣杯争奪第37回日本学生王座決定戦 ゴルフ部（男子） 優勝　米澤蓮

　　第41回全日本大学軟式野球選手権大会 軟式野球部 優勝

    第53回全日本大学女子ソフトボール選手権大会 女子ソフトボール部 ３位

第56回全国大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 準優勝

2019アジアパシフィックダイヤモンドカップゴルフ ゴルフ部（男子） 準優勝　米澤蓮

　　第63回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（男子） 優勝

第20回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 ゴルフ部（女子） 準優勝

　　2019 三井住友VISA太平洋マスターズ ゴルフ部（男子） 優勝　金谷拓実

　　文部科学大臣杯争奪第38回日本学生王座決定戦 ゴルフ部（男子） 優勝　杉原　大河

2019日本学生陸上競技個人選手権大会 陸上競技部（女子）
3000ｍSC　2位

三浦　佳奈

№ 個人戦優勝者 団　体　名 優勝回数 備　考

1 楊玉華（現大倉峰雄） 男子卓球部 4 現本学教員

大倉峰雄

2 星野　英正 ゴルフ部（男子） 2
3 金　京 卓球部（女子） 1
4 種田　久美子 フィギュアスケート部 1
5 宮里　優作 ゴルフ部（男子） 5
6 若松　詩子 フィギュアスケート部 2

個
　
人

18年 平成30年

アベック優勝

アベック優勝

団体　優勝回数　75回

個人　優勝回数　71回

13年 平成25年

14年 平成26年

15年 平成27年

16年 平成28年

17年 平成29年

2020.3.31現在

アベック優勝

19年 平成31年

・

令和元年



7 劉　雯 卓球部（女子） 1
8 岡森　篤 スキー部（男子） 1
9 溝江　友貴 スキー部（男子） 1
10 藤島　豊和 ゴルフ部（男子） 1
11 山本　知佳 ゴルフ部（女子） 1
12 権　奇澤 ゴルフ部（男子） 1
13 荒井　万里絵 フィギュアスケート部 1
14 池田　勇太 ゴルフ部（男子） 4
15 原　江里菜 ゴルフ部（女子） 1
16 佐伯　三貴 ゴルフ部（女子） 2
17 鈴木　明子 フィギュアスケート部 3
18 大泉　佳那 陸上競技部（女子） 1
19 中道　洋平 ゴルフ部（男子） 1
20 渡邊　優登 ゴルフ部（男子） 1
21 柴田　健太郎 ゴルフ部（男子） 1
22 永野　竜太郎 ゴルフ部（男子） 1
23 鈴木　澄子（アジアジュニア） 陸上競技部（女子） 1
24 安本　大祐 ゴルフ部（男子） 1
25 斎藤　直人（アジアトロフィー） フィギュアスケート部 1
26 藤本　佳則 ゴルフ部（男子） 4
27 佐々木　秀 陸上競技部（男子） 2
28 冠木　雅守 陸上競技部（男子） 1
29 石山　真紀子 陸上競技部（女子） 1
30 富村　真治 ゴルフ部（男子） 1
31 松山　英樹 ゴルフ部（男子） 7
32 佐藤　絵美 ゴルフ部（女子） 1
33 村山　駿 ゴルフ部（男子） 1
34 沖　せいら ゴルフ部（女子） 1
35 小西　健太 ゴルフ部（男子） 1
36 佐藤　大平 ゴルフ部（男子） 1
37 比嘉　一貴 ゴルフ部（男子） 2
38 小西　瑞穂 ゴルフ部（女子） 1
39 髙橋　千春 空手道部（女子） 1
40 髙久　ゆうな ゴルフ部（女子） 1
41 金谷　拓実 ゴルフ部（男子） 1
42 遠藤　健太 ゴルフ部（男子） 1
43 米澤　蓮 ゴルフ部（男子） 1

№ 団　体　名 優勝回数

1 硬式野球部 3

2 軟式野球部 3

3 女子バレーボール部 1

4 ゴルフ部（男女） 60

5 弓道部（女子） 3

6 フィギュアスケート部 2

7 女子ソフトボール部 3

8 ゴルフ部（ユニバーシアードゴルフ競技団体） 2

※成績は全国大会以上。個人優勝は国際大会含む。ユニバーシアードゴルフ競技団体は本学選手のみで構成された場合をカウント

個
　
人

団
　
体

備　考

左記のうち、15回がアベック優勝


