
















近大から

角界へ

羽ばたけ

リ ーグ戦

春秋連覇の

偉業を成し 遂げた

関西負けなし の

近大洋弓部が

全国そし て

世界へ

挑んでいく

主な戦績

秋季関西地区大学準硬式野球選手権大会

創部初 優勝

近畿六大学準硬式野球春季リ ーグ戦

近畿六大学準硬式野球秋季リ ーグ戦

優勝 (2 連覇 )

中村友郁（ 法３ ）

春のタ イト ル 最高殊勲選手 最優秀投

手 最多勝利 ベスト ナイン

秋のタ イト ル 最高殊勲選手 最多勝利

最優秀投手 最多奪三振 ベスト ナイン

主な戦績

団体

第 62 回関西学生アーチェ リ ーリ ーグ戦

男子団体 優勝（ 43 連覇）

第 57 回関西学生アーチェ リ ーリ ーグ戦

女子団体 優勝（ 27 連覇）

第 57 回全日本学生アーチェ リ ー女子王

座決定戦 優勝（ 2 年連続 17 回目）

居樹佳奈江（ 経営４ ）

第 60 回全日本学生アーチェ リ ー個人選

手権大会 優勝

ISPS HANDA CUP アーチェ リ ー大会 5 位

第 62 回関西学生アーチェ リ ータ ーゲッ

ト 選手権大会 優勝

野田紗月（ 経営４ ）

GW ANGJU2022HYUNDAIARCHERY W ORLD CUP

日本代表選出 日本女子団体 ６ 位

第 19 回アジア競技大会最終選考会 優勝

第 64 回全日本アーチェ リ ータ ーゲッ ト 選手権大会 優勝
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優秀団体の一部をご紹介！！
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個人・ 団体と

も に記録を残

し 、 世界まで

駆け抜ける。

主な戦績

森髙颯治朗（ 経営２ ）

2022 年度 U20 世界陸上

競技選手権大会

男子個人４ ０ ０ ｍＨ 8 位

髙木恒（ 法４ ）

第９ ９ 回関西学生陸上競

技対校選手権大会（ T&F

の部）　

男子個人２ ０ ０ ｍ 優勝

勝利へのチー

ムプレーで 24

年ぶり に全国

上位入賞を決

める。

主な戦績

第 70 回関西学生剣

道優勝大会

男子団体 優勝

第 70 回全日本学生

剣道優勝大会

男子団体 ベスト ４

全国・ 世界レベルの選手を

輩出し 、 多数の記録をも つ。

主な戦績
第 98 回日本選手権水泳競技大会

男子個人 400ｍ自由形、 800ｍ自

由形 １ 位 黒川紫唯（ 経営２ ）

女子個人 400ｍ自由形 1 位

難波実夢（ 経営２ ）

400ｍ個人メ ド レー 1 位

谷川亜華葉（ 経営１ ）
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最優秀選手賞



































































































クラブ名 大会名等 カテゴリー 成績 選手名

合気道部 第53回全日本学生合気道競技大会 乱取り競技 男子団体 9年ぶり 優勝

演武競技対武器の部
男子個人 3年ぶり 優勝

大門 亮嗣

竹花 颯真

乱取り競技 男子個人 優勝 大門 亮嗣

空手道部 2022年度空手1シリーズ・カイロ 女子個人 優勝 岡崎 愛佳

硬式庭球部 第90回全日本学生テニス選手権大会 ダブルス
男子個人 優勝

田口 涼太郎

河野 甲斐

ゴルフ部 2022年度ダンロップフェニックスト ーナメント チャレンジ 男子個人 優勝 山下 勝将

柔道部 全日本学生柔道W inter Challenge Tournament 2022 100㎏超級 男子個人 優勝 服部 大喜

水上競技部 Kosuke K itajima Cup 2022 800m自由形 男子個人 優勝 難波 実夢

第98回日本選手権水泳競技大会（ A S ）　 フリーコンビネーション 女子団体 優勝 京極 おきな

第98回日本選手権水泳競技大会（ 競泳）　 400m自由形 男子個人 優勝 黒川 紫唯

800m自由形 男子個人 優勝 黒川 紫唯

400m自由形 男子個人 優勝 難波 実夢

400m個人メド レー 男子個人 優勝 谷川 亜華葉

第98回日本学生選手権水泳競技大会 400m自由形 女子個人 優勝 2連覇 難波 実夢

800m自由形 女子個人 優勝 難波 実夢

2022年度ジャパンパラ水泳競技大会 400m自由形 男子個人 優勝 南井 瑛翔

100m自由形 男子個人 日本新記録 優勝 南井 瑛翔

50m自由形 男子個人 日本新記録 優勝 南井 瑛翔

100mバタフライ 男子個人 アジア新記録 優勝 南井 瑛翔

第53回東京ｽｲﾐﾝｸﾞｾﾝﾀｰ優秀選手招待水泳競技大会 400m自由形 男子個人 優勝 黒川 紫唯

800m自由形 男子個人 優勝 黒川 紫唯

400m個人メド レー 女子個人 優勝 谷川 亜華葉

1500m自由形 女子個人 優勝 谷川 亜華葉

第39回日本パラ水泳競技大会選手権大会 200m個人メド レー 男子個人 大会新 優勝 南井 瑛翔

50mバタフライ 男子個人 アジア新 優勝 南井 瑛翔

100mバタフライ 男子個人 優勝 南井 瑛翔

スキー競技部 第37回全日本学生チャンピオンスキー大会 スラローム 男子個人 優勝 大津 歩夢

第37回全日本学生アルペンチャンピオン大会 スーパー大回転 男子個人 優勝 髙山 慎太郎

相撲部 第47回全国学生相撲個人体重別選手権大会 135kg以上級 男子個人 優勝 山崎 勝磨

100㎏未満級 男子個人 優勝 八嶋 凱登

洋弓部 第19回アジア競技大会最終選考会 女子個人 優勝 アジア大会出場決定 野田 紗月

第57回全日本学生アーチェリー女子王座決定戦 女子団体 2年連続17回目優勝

2022年度 SUM M ER SHOOT 女子団体 近大女子Aチーム優勝

第64回全日本ターゲットアーチェリー選手権大会 女子個人 野田 紗月

トランポリン 第9回全日本トランポリン競技年齢別選手権大会 男子個人 優勝 西岡 隆成

2022年度ワールド カップ第3戦 コインブラ大会 男子個人 優勝 西岡 隆成

2022年度ワールド カップ第4戦 アサーロ大会 男子個人 優勝 西岡 隆成

第59回全日本ト ランポリン競技選手権大会 男子個人 優勝 3連覇 西岡 隆成
















