


































































開催年 クラブ名 大会名・種目 カテゴリー 戦績 選手名

平成27年度

空手道部

第59回全日本学生空手道選手権大会　組手 男子個人 優勝 西村　　拳

第59回全日本大学空手道選手権大会　組手 男子団体 優勝　3連覇

工藤　　開 草間　潤哉
山田　　颯 葭矢　雄太
船橋　真道 西村　　拳
山城　勇樹 齋藤　友貴
大迫　　睦 石井　颯人

弓道部 第63回全日本学生弓道選手権大会 女子団体 初優勝
中西　珠美 坂本　　望
西山　明里 奥村　香穂
郡山　湖斗美

少林寺拳法部 第49回少林寺拳法全日本学生大会　立合評価法重量級 男子個人 優勝　2連覇 澤野　大輝
第49回少林寺拳法全日本学生大会　立合評価法軽量級 女子個人 初優勝 升田　有紀

自動車部 全日本学生ジムカーナ選手権大会 男子個人 優勝 寺尾　恭平

水上競技部
IPC 公認　ジャパンパラ水泳競技大会　個人メドレー 女子個人 優勝 一ノ瀬　メイ
IPC 公認　ジャパンパラ水泳競技大会　50m自由形 女子個人 優勝 一ノ瀬　メイ
第32回日本身体障がい者水泳選手権大会　50m自由形 女子個人 優勝 一ノ瀬　メイ
第32回日本身体障がい者水泳選手権大会　200m個人メドレー 女子個人 優勝 一ノ瀬　メイ

相撲部
第53回全国選抜大学・実業団対抗相撲　和歌山大会 男子団体 優勝 石橋　広暉 池川　勇気

玉木　一嗣磨 永田　将輝
第40回全国学生相撲個人体重別選手権大会　100㎏未満級 男子個人 優勝 庵原　一成
第40回全国学生相撲個人体重別選手権大会　135㎏以上級 男子個人 優勝 石橋　広暉

ボクシング部 第14回全日本女子ボクシング選手権大会　バンタム級 女子個人 優勝 河野　沙捺

洋弓部

第24回全日本室内アーチェリー個人選手権大会　リカーブ 女子個人 優勝 杉本　智美
第50回全日本学生アーチェリー女子王座決定戦　リカーブ 女子団体 優勝

2年ぶり12回目
杉本　智美 服部　由莉
古田　　悠 宮木　芙美代

第12回つま恋カップアーチェリー大会　リカーブ 女子団体 優勝　3連覇
服部　由莉
松下　文香
宮木　芙美代

第54回全日本学生アーチェリー個人選手権大会　コンパウンド 男子個人 初出場初優勝 神　　省吾
第57回全日本ターゲットアーチェリー選手権大会　コンパウンド 男子個人 初優勝 神　　省吾
第57回全日本ターゲットアーチェリー選手権大会　リカーブ 女子個人 初優勝 杉本　智美

レスリング部 全日本学生レスリング選手権大会　フリースタイル61kg級 男子個人 創部以来初優勝 有元　伸悟
第41回全日本大学レスリング選手権大会　61㎏級 男子個人 優勝 有元　伸悟

平成28年度

居合道部 第31回全日本学生居合道大会　演武 男女混合団体 20年ぶりの優勝
高橋　龍平 田　　　軼
河合　彩夏 菅野　杏里
柳井　果林 北山　詢悟
宮原　周也 守屋　綾乃

空手道部 第60回全日本学生空手道選手権大会　組手 男子個人 優勝 船橋　真道

水上競技部

第92回日本選手権水泳競技大会　シンクロチーム 女子団体 優勝 （近大から１名） 福村　寿華
第92回日本選手権水泳競技大会　シンクロフリーコンビネーション 女子団体 優勝 （近大から１名） 福村　寿華
2016IPC 公認　ジャパンパラ水泳競技大会　50m自由形 女子個人 優勝 一ノ瀬　メイ
2016IPC 公認　ジャパンパラ水泳競技大会　100mバタフライ 女子個人 優勝 一ノ瀬　メイ
2016IPC 公認　ジャパンパラ水泳競技大会　200m個人メドレー 女子個人 優勝 一ノ瀬　メイ
第33回日本身体障がい者水泳選手権大会　50mバタフライ 女子個人 優勝 一ノ瀬　メイ
第33回日本身体障がい者水泳選手権大会　100m背泳ぎ 女子個人 優勝 一ノ瀬　メイ
ワールドパラ世界水泳選手権大会代表選手選考会　200m個人メドレー 女子個人 優勝 一ノ瀬　メイ

スキー部 第89回全日本学生スキー選手権大会　スーパー大回転 男子個人 優勝 須貝　　完
第31回全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会　スーパー大回転 男子個人 優勝 須貝　　完

相撲部 第41回全国学生相撲個人体重別選手権大会　65kg未満級 男子個人 優勝 古里　侑城
第41回全国学生相撲個人体重別選手権大会　100kg未満級 男子個人 優勝 中井　　駿

洋弓部

第25回全日本室内アーチェリー選手権大会　リカーブ 女子個人 優勝　2連覇 杉本　智美
第55回全日本学生アーチェリー男子王座決定戦 男子団体 2年ぶり29回目優勝 山本　和樹 杉尾　知輝

山田　啓睦 山本　雅也
第51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13回目優勝 久原　千夏 杉本　智美

松下　文香 堀口　理沙
第13回つま恋カップアーチェリー大会 男子団体 優勝 （近大から1名） 鬼山　直也
第13回つま恋カップアーチェリー大会 女子団体 優勝 （近大から1名） 杉本　智美
第55回全日本学生アーチェリー個人選手権大会　コンパウンド 女子個人 優勝 梅谷　潮里
第17回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会　リカーブ 男子個人 優勝 山田　啓睦
第17回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会　コンパウンド 女子個人 優勝　日本新記録 梅谷　潮里

平成29年度

合気道 第48回全日本学生合気道競技大会　演武徒手の部 女子個人 優勝 上村　菜央美 中島　瑠唯
空手道部 第61回全日本学生空手道選手権大会　組手 男子個人 優勝 西村　拳
弓道部 第40回東西学生弓道選抜対抗試合 男子個人 優勝 渡邉　和哉

水上競技部

ワールドパラ世界水泳選手権大会代表選手選考会　SM9　200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 女子個人 優勝 一ノ瀬　メイ
2017ジャパンパラ水泳競技大会　S9　100m自由形 女子個人 優勝　大会新 一ノ瀬　メイ
2017ジャパンパラ水泳競技大会　S9　100m背泳ぎ 女子個人 優勝 一ノ瀬　メイ
2017ジャパンパラ水泳競技大会　S9　200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 女子個人 優勝 一ノ瀬　メイ
第34回日本身体障がい者水泳選手権大会　50m自由形 女子個人 優勝 一ノ瀬　メイ
第34回日本身体障がい者水泳選手権大会　50mバタフライ 女子個人 優勝　日本新記録 一ノ瀬　メイ

相撲部 第52回全日本大学選抜相撲　十和田大会 男子個人 優勝 渡辺　亮
第42回全国学生相撲個人体重別選手権大会　115kg未満級 男子個人 優勝 谷岡　倖志郎

ボクシング部 第16回全日本女子ボクシング選手権大会　ライト級 女子個人 優勝 桺井　妃奈実

フライングディスク部 2017U-23地区選抜対抗戦 男子団体 優勝 （近大から4名） 山下　大貴 津浦　翔平
平澤　優太朗 北尾　宗章

2017U-23地区選抜対抗戦 女子団体 優勝 （近大から1名） 荒川　美優

洋弓部

第17回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会　リカーブ 男子個人 優勝 山田　啓睦
第17回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会　コンパウンド 女子個人 優勝　日本新記録 梅谷　潮里
第56回全日本学生アーチェリー個人選手権大会　コンパウンド 女子個人 優勝 梅谷　潮里
第56回全日本学生アーチェリー個人選手権大会　リカーブ 女子個人 優勝 大澤　妃奈乃
第1回ISPS　HANDA　CUP　アーチェリー大会 男子個人 優勝 倉矢　知明
第56回全日本学生アーチェリー個人選手権大会　コンパウンド 女子個人 優勝 梅谷　潮里
第56回全日本学生アーチェリー個人選手権大会　リカーブ 女子個人 優勝 大澤　妃奈乃

平成30年度

合気道部 第49回全日本学生合気道競技大会　乱取り競技の部 女子個人 優勝 上村　菜央美
第49回全日本学生合気道競技大会　演武競技女子対武器の部 女子個人 優勝 上村　菜央美 中島　瑠唯

空手道部
第62回全日本学生空手道選手権大会　組手 男子個人 16年ぶりアベック優勝 小崎　友碁
第62回全日本学生空手道選手権大会　組手 女子個人 16年ぶりアベック優勝 齊藤　綾夏
第62回全日本学生空手道選手権大会 女子団体 優勝

弓道部 第66回全日本学生弓道選手権大会 女子団体 優勝
西川　侑李 小川　結花
石田　朱里 田中　秋良
松宮　汐紘

柔道部
第15回湊谷杯全国学生柔道大会　100kg超級 男子個人 優勝 峰本　祐汰
第15回湊谷杯全国学生柔道大会　100kg級 男子個人 優勝 村岡　功貴
第15回湊谷杯全国学生柔道大会　 90kg級 男子個人 優勝 薮田　豪樹

水上競技部
第94回日本学生選手権水泳競技大会 （長水路）　200m背泳ぎ 男子個人 優勝 井野　竜佳
第35回日本パラ水泳選手権大会　S9　100mバタフライ 女子個人 優勝　大会新 一ノ瀬　メイ
第35回日本パラ水泳選手権大会　SM9　200m個人メドレー 女子個人 優勝 一ノ瀬　メイ

スキー競技部 第97回全日本学生スキー選手権大会　スーパー大回転 男子個人 優勝 若月　隼太

相撲部

第35回全日本大学選抜相撲　宇和島大会 男子個人 優勝　 元林　健治
第58回全国大学選抜相撲　宇佐大会 男子個人 優勝 元林　健治
第8回全日本大学選抜相撲　金沢大会 男子個人 優勝 山口　怜央
第66回全国選抜大学・実業団相撲　刈谷大会 男子個人 優勝 谷岡　倖志郎
第43回全国学生相撲個人体重別選手権大会　115kg未満級 男子個人 優勝 長内　孝樹
第43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 元林　健治

ボクシング部 第17回全日本ボクシング選手権大会　ライト級 女子個人 優勝　2年連続 桺井　妃奈実

洋弓部
第57回全日本学生アーチェリー個人選手権大会　リカーブ 男子個人 優勝 石川　竜也
第53回全日本アーチェリー女子王座決定戦 女子団体 優勝 宮木　芙美代 大澤　妃奈乃

冨樫　郁奈 山内　梓



クラブ名 開催年 開催地 大　会 種　目 記　録 選手名

硬式野球
平成4年 （1992年）バルセロナ オリンピック 野球 男子 銅メダル 十河　章浩
平成16年(2004年）アテネ オリンピック 野球 男子 台湾代表選手として出場 5位 林　　威助

水上競技 昭和59年 （1984年）ロサンゼルス オリンピック 水泳 競泳 女子 バタフライ 100m 14位 伊勢　多恵美
昭和63年 （1988年）ソウル オリンピック 水泳 競泳 男子 バタフライ 100m 出場 田中　穂徳

水泳 競泳 男子 背泳ぎ 100m 12位 丸山　繋守
水泳 競泳 男子 背泳ぎ 200m 出場 丸山　繋守
水泳 競泳 男子 自由形 1500m 出場 加藤　真志

平成4年 （1992年）バルセロナ オリンピック 水泳 競泳 男子 自由形 400m 出場 加藤　真志
水泳 競泳 男子 自由形 1500m 出場 加藤　真志

平成8年 （1996年）アトランタ オリンピック 水泳 競泳 男子 自由形 400m 出場 安井　久登
水泳 競泳 男子 自由形 1500m 出場 安井　久登
水泳 競泳 男子 背泳ぎ 200m 9位 堀井　利有司

平成12年 （2000年）シドニー オリンピック 水泳 競泳 男子 バタフライ 100m 5位 山本　貴司
水泳 競泳 男子 バタフライ 200m 9位 山本　貴司
水泳 競泳 女子 背泳ぎ 200m 銅メダル 中尾　美樹
水泳 競泳 女子 バタフライ 200m 7位 中西　悠子

平成16年 （2004年）アテネ オリンピック 水泳 競泳 男子 自由形 100m 26位 奥村　幸大
水泳 競泳 男子 自由形 200m 10位 奥村　幸大
水泳 競泳 男子

メドレーリレー 4×100m 銅メダル
山本　貴司

水泳 競泳 男子 奥村　幸大
水泳 競泳 男子 バタフライ 200m 銀メダル 山本　貴司
水泳 競泳 男子 バタフライ 100m 9位 山本　貴司
水泳 競泳 女子 背泳ぎ 200m 8位 寺川　　綾
水泳 競泳 女子 バタフライ 200m 銅メダル 中西　悠子
水泳 競泳 女子 バタフライ 100m 13位 中西　悠子

平成20年 （2008年）北京 オリンピック 水泳 競泳 男子 背泳ぎ 200m 5位 入江　陵介
水泳 競泳 男子 自由形 200m 7位 奥村　幸大
水泳 競泳 男子 リレー 4×100m 14位 奥村　幸大
水泳 競泳 男子 フリーリレー 4×200m 7位 奥村　幸大
水泳 競泳 女子 バタフライ 100m 18位 中西　悠子
水泳 競泳 女子 バタフライ 200m 5位 中西　悠子
水泳 競泳 女子 リレー 4×100m 9位 山口　美咲
水泳 競泳 女子 リレー 4×200m 7位 山口　美咲

平成24年 （2012年）ロンドン オリンピック 水泳 競泳 男子 背泳ぎ 100m 銅メダル 入江　陵介
水泳 競泳 男子 背泳ぎ 200m 銀メダル 入江　陵介
水泳 競泳 男子 メドレーリレー 4×100m 銀メダル 入江　陵介
水泳 競泳 男子 リレー 4×200m 出場 外舘　　祥
水泳 競泳 女子 背泳ぎ 100m 銅メダル 寺川　　綾
水泳 競泳 女子 メドレーリレー 4×100m 銅メダル 寺川　　綾

平成28年 （2016年）リオ オリンピック 水泳 競泳 男子 背泳ぎ 100m 7位 入江　陵介
水泳 競泳 男子 背泳ぎ 200m 8位 入江　陵介
水泳 競泳 男子 メドレーリレー 4×100m 5位 入江　陵介
水泳 競泳 女子 リレー 4×100m 8位 山口　美咲

パラリンピック 水泳 競泳 女子 平泳ぎSB9 100m 出場 一ノ瀬　メイ

水泳 競泳 女子 個人メドレー
SM9 200m 出場 一ノ瀬　メイ

水泳 競泳 女子 自由形S9 100m 出場 一ノ瀬　メイ
水泳 競泳 女子 自由形S9 50m 出場 一ノ瀬　メイ
水泳 競泳 女子 バタフライS9 100m 出場 一ノ瀬　メイ

水泳 競泳 女子 自由形リレー
34ポイント 4×100m 7位 一ノ瀬　メイ

水泳 競泳 女子 背泳ぎS9 100m 出場 一ノ瀬　メイ

水泳 競泳 女子 メドレーリレー
34ポイント 4×100m 8位 一ノ瀬　メイ

スキー競技 昭和63年 （1988年）カルガリー オリンピック スキー アルペンスキー 男子 複合 21位 熊谷　克仁
スキー アルペンスキー 男子 滑降 34位 熊谷　克仁
スキー アルペンスキー 男子 スーパー大回転 出場 熊谷　克仁
スキー アルペンスキー 男子 大回転 出場 熊谷　克仁
スキー クロスカントリー 男子 30ｋｍ 31位 江川　　淳
スキー クロスカントリー 男子 50ｋｍ 42位 江川　　淳
スキー クロスカントリー 男子 リレー 4×10㎞ 14位 江川　　淳

平成4年 （1992年）アルベールビル オリンピック スキー アルペンスキー 男子 複合 15位 木村　公宣
スキー アルペンスキー 男子 回転 出場 木村　公宣
スキー アルペンスキー 男子 スーパー大回転 33位 木村　公宣
スキー アルペンスキー 男子 大回転 21位 木村　公宣

平成6年 （1994年）リレハンメル オリンピック スキー アルペンスキー 男子 複合 出場 木村　公宣
スキー アルペンスキー 男子 スーパー大回転 33位 木村　公宣
スキー アルペンスキー 男子 回転 18位 木村　公宣
スキー アルペンスキー 男子 大回転 26位 木村　公宣
スキー ノルディック複合 男子 19位 古川　 純一

平成10年 （1998年）長野 オリンピック スキー アルペンスキー 男子 回転 13位 木村　公宣

クラブ名 開催年 開催地 大　会 種　目 記　録 選手名

スキー競技 平成10年 （1998年）長野 オリンピック スキー アルペンスキー 男子 大回転 25位 木村　公宣
スキー ノルディック複合 男子 23位 古川　 純一

平成14年 （2002年）ソルトレイクシティ オリンピック スキー アルペンスキー 男子 回転 19位 木村　公宣
スキー アルペンスキー 男子 大回転 37位 木村　公宣

平成18年 （2006年）トリノ オリンピック スキー クロスカントリー 男子 スプリント 26位 恩田　祐一

スキー クロスカントリー 男子 チーム
スプリント 12位 恩田　祐一

スキー クロスカントリー 男子 スプリント 43位 駒村　俊介
スキー クロスカントリー 男子 50ｋｍ 59位 駒村　俊介
スキー クロスカントリー 男子 パシュート 出場 駒村　俊介

スキー ノルディック複合 男子 ノーマルヒル ジャンプ+クロス
カントリー15㎞ 43位 北村　　隆

スキー ノルディック複合 男子 ラージヒル団体 ジャンプ+クロス
カントリー （4×5㎞） 6位 北村　　隆

スキー バイアスロン 男子 10㎞ 64位 蛯沢　大輔
スキー バイアスロン 男子 スプリント 10㎞ 49位 笠原　辰己
スキー バイアスロン 男子 20㎞ 68位 笠原　辰己
スキー バイアスロン 男子 パシュート 12.5㎞ 52位 笠原　辰己
スキー バイアスロン 男子 リレー 4×7.5m 12位 笠原　辰己

平成22年 （2010年）バンクーバー オリンピック スキー クロスカントリー 男子 スプリント 17位 恩田　祐一

スキー クロスカントリー 男子 チーム
スプリント 13位 恩田　祐一

フリースタイルスキー スキークロス 男子 29位 瀧澤　宏臣
平成26年 （2014年）ソチ オリンピック スキー クロスカントリー 男子 スプリント 45位 恩田　祐一

スキー クロスカントリー 男子 チーム
スプリント 7位 恩田　祐一

卓球 昭和63年 （1988年）ソウル オリンピック 卓球 男子 シングルス 出場 宮崎　義仁
卓球 男子 シングルス 出場 小野　誠治
卓球 男子 ダブルス 出場 宮崎　義仁
卓球 小野　誠治

フェンシング 昭和47年 （1972年）ミュンヘン オリンピック フェンシング フルーレ 男子 団体 6位 圓山　詩郎
ボクシング 昭和39年 （1964年）東京 オリンピック ボクシング 男子 ウエルター級 5位タイ 浜田　吉次郎

昭和43年1968年） メキシコシティ オリンピック ボクシング 男子 バンタム級 銅メダル 森岡　栄治
ボクシング 男子 ライトフライ級 出場 渡部　惇二

昭和47年 （1972年）ミュンヘン オリンピック ボクシング 男子 ライトウエルター級 出場 篠原　恭二
洋  弓 平成4年 （1992年）バルセロナ オリンピック アーチェリー 男子 個人 47位 於久　直人

アーチェリー 男子 個人 61位 西川　清一
アーチェリー

男子 団体 15位
於久　直人

アーチェリー 西川　清一
アーチェリー 女子 個人 48位 藤田　玲子
アーチェリー 女子 団体 15位 藤田　玲子

平成12年 （2000年）シドニー オリンピック アーチェリー 男子 個人 42位 濱野　裕二
アーチェリー 男子 個人 15位 牧山　雅文
アーチェリー

男子 団体 14位
濱野　裕二

アーチェリー 牧山　雅文
アーチェリー 女子 個人 40位 浅野　真弓
アーチェリー 女子 個人 5位 川内　紗代子

平成16年 （2004年）アテネ オリンピック アーチェリー 男子 個人 37位 濱野　裕二
アーチェリー 男子 個人 22位 古川　高晴
アーチェリー

男子 団体 8位
古川　高晴

アーチェリー 濱野　裕二
アーチェリー 女子 個人 26位 川内　紗代子
アーチェリー 女子 個人 63位 河﨑　由加里
アーチェリー 女子 個人 28位 松下　紗耶未
アーチェリー

女子 団体 14位
川内　紗代子

アーチェリー 河﨑　由加里
アーチェリー 松下　紗耶未

平成20年 （2008年）北京 オリンピック アーチェリー 男子 個人 33位 古川　高晴
アーチェリー 男子 個人 6位 守屋　龍一
アーチェリー 女子 個人 29位 川内 （北畠） 紗代子
アーチェリー 女子 団体 8位 川内 （北畠） 紗代子

平成24年 （2012年）ロンドン オリンピック アーチェリー 男子 個人 銀メダル 古川　高晴
アーチェリー 男子 個人 出場 菊地　栄樹
アーチェリー

男子 団体 6位
菊地　栄樹

アーチェリー 古川　高晴
アーチェリー

女子 団体 銅メダル
蟹江　美貴

アーチェリー 川中　香緒里
アーチェリー 女子 個人 出場 蟹江　美貴
アーチェリー 女子 個人 出場 川中　香緒里

平成28年 （2016年）リオ オリンピック アーチェリー 男子 個人 8位 古川　高晴
アーチェリー 女子 団体 8位 川中　香緒里
アーチェリー 女子 個人 ベスト32 川中　香緒里

ヨット 平成4年 （1992年）バルセロナ オリンピック セーリング 男子 国際470級 12位 大津　真二
金メダル 0

実人数　　49名  　　　　　　　　　　　　　　　 銀メダル 4
銅メダル 11



クラブ名 氏名 学部 学年 都道府県 性別 個人 団体

空手道部 安藤　大騎 経営 4 兵庫県 男 個人組手 （重量級） 2位 団体組手 出場

空手道部 丹羽　喬也 経営 4 福井県 男 個人組手 （重量級） ベスト16 団体組手 出場

空手道部 鴨川　晃次朗 経営 3 長崎県 男 個人組手 （軽量級） 出場 団体組手 出場

空手道部 川島　賢人 経営 3 宮城県 男 個人組手 （中量級） 出場 団体組手 出場

空手道部 久保　悠大 経営 3 大阪府 男 個人組手 （重量級） ベスト16 団体組手 4位

空手道部 立花　彪貴 経営 3 兵庫県 男 個人組手 （中量級） 出場 団体組手 出場

空手道部 中野　大輝 経営 3 大阪府 男 個人組手 （中量級） ベスト16 団体組手 4位

空手道部 芝　孔明 経営 2 和歌山県 男 個人組手 （中量級） 出場 団体組手 出場

空手道部 中野　あさひ 経営 2 京都府 女 個人組手 出場 団体組手 3位

空手道部 山内　菜緒 経営 2 福井県 女 個人組手 ベスト8 団体組手 出場

空手道部 加藤　拓 経営 1 秋田県 男 個人組手 （中量級） 出場 団体組手 出場

空手道部 森　浩人 経営 1 福井県 男 個人組手 （中量級） 出場 団体組手 出場

硬式庭球部 高木　修 経営 4 香川県 男 ベスト32

硬式庭球部 松本　樹 経営 4 兵庫県 男 ベスト32

硬式庭球部 松田　龍樹 経営 2 京都府 男 ベスト16

硬式庭球部 河野　甲斐 経営 1 石川県 男 ベスト32

硬式庭球部 田口　涼太郎 経営 1 大分県 男 ベスト32

ゴルフ部 林元　将崇 経営 3 和歌山県 男 73位 28位

ゴルフ部 中井　庸泰 経営 2 和歌山県 男 61位 28位

柔道部 小西　彩菜 経営 1 兵庫県 女 出場

柔道部 吉峰　芙母絵 経営 1 兵庫県 女 出場

水上競技部 藤山　敦司 経営 4 大阪府 男
100ｍ　バタフライ 20位 200ｍフリーリレー 6位

400ｍメドレーリレー 10位

水上競技部 北田　優 経営 4 京都府 女 OWS　女子5㎞ 9位

水上競技部 柳　あかね 経営 4 福岡県 女 100m　背泳ぎ ７位 400ｍメドレーリレー 4位

水上競技部 井本　元汰 経営 3 大阪府 男 400m　自由形 3位 400ｍメドレーリレー 10位

水上競技部 臼田　悠人 経営 3 宮城県 男 100m　自由形 14位

水上競技部 高田　大志 経営 3 大阪府 男
100ｍ　平泳ぎ 4位 200ｍフリーリレー 6位

400ｍメドレーリレー 10位

水上競技部 神﨑　百恵 経営 3 熊本県 女
200ｍ　個人メドレー 10位

100ｍ　平泳ぎ 16位

水上競技部 松浦　可苗 経営 3 静岡県 女 100m　背泳ぎ 11位 400ｍメドレーリレー 13位

水上競技部 武松　悠真 経営 2 京都府 男 OWS　男子5㎞ 9位

水上競技部 若山　大輝 経営 2 奈良県 男 100ｍ　平泳ぎ 23位

水上競技部 高嶋　ひなの 文芸 2 香川県 女
50ｍ　自由形 20位

100m　自由形 19位

水上競技部 井狩　裕貴 経営 1 岡山県 男
200ｍ　個人メドレー 4位 200ｍフリーリレー 7位

400ｍメドレーリレー 15位

水上競技部 岡田　幸大 経営 1 岡山県 男 100ｍ　背泳ぎ 17位 400ｍメドレーリレー 15位

水上競技部 菖池　竜輝 経営 1 兵庫県 男 400m　自由形 優勝

水上競技部 西尾　太希 経営 1 兵庫県 男
100ｍ　平泳ぎ 20位 200ｍフリーリレー 17位

400ｍメドレーリレー 3位

水上競技部 西田　玲雄 経営 1 大阪府 男
高飛込 2位

飛板飛込 8位

水上競技部 水野　美鈴 経営 1 静岡県 女 100ｍ　平泳ぎ 19位 400ｍメドレーリレー 13位

クラブ名 氏名 学部 学年 都道府県 性別 個人 団体

水上競技部 宮本　葉月 経営 1 高知県 女
高飛込 2位

飛板飛込 3位

スキー競技部 高橋　海里 経営 3 福島県 男 成年A　大回転 38位

スキー競技部 栗田　将喜 経営 2 大阪府 男 成年A　大回転 19位

スキー競技部 森田　智也 経営 1 石川県 男 成年A　大回転 24位

相撲部 関口　健太郎 経営 4 群馬県 男 出場

相撲部 長内　孝樹 経営 3 青森県 男 ベスト16 2位

相撲部 渡辺　拓 経営 3 長野県 男 ベスト16 ベスト16

相撲部 梅木　竜治郎 経営 2 大分県 男 出場

相撲部 神﨑　大河 経営 2 兵庫県 男 ベスト16

相撲部 畑山　泰成 経営 2 岩手県 男 出場

卓球部 中谷　紗公良 法 1 和歌山県 女 ベスト8

トライアスロン部 橋本　悠輝 理工 3 福岡県 男 60位

バスケットボール部 大町　尭舜 経営 2 兵庫県 男 ベスト8

バレーボール部 中川　郁也 経営 4 愛媛県 男 出場

ボクシング部 三島　康貴 経営 3 兵庫県 男 ライトヘビー級 （81㎏） 3位

洋弓部 佐藤　結水 経営 4 熊本県 女 39位 19位

洋弓部 永友　隼斗 経営 4 福岡県 男 20位 5位

洋弓部 宮原　唯希 経営 4 佐賀県 女 26位 9位

洋弓部 吉田　奈那子 経営 4 群馬県 女 4位 9位

洋弓部 辻　昇平 経営 3 静岡県 男 8位 9位

洋弓部 堀　友洋 経営 3 大分県 男 29位 9位

洋弓部 松谷　響希 経営 3 青森県 男 11位 9位

洋弓部 吉田　侑雅 経営 3 青森県 男 19位 9位

洋弓部 小野寺　まどか 経営 3 岩手県 女 16位 優勝

洋弓部 田中　千尋 経営 3 滋賀県 女 15位 9位

洋弓部 冨樫　郁奈 経営 3 山形県 女 5位 5位

洋弓部 桑江　良斗 経営 2 山口県 男 9位 4位

洋弓部 徳川　翔 経営 2 長崎県 男 37位 9位

洋弓部 中西　絢哉 経営 2 岡山県 男 16位 20位

洋弓部 長谷川　将 経営 2 福岡県 男 27位 5位

洋弓部 大橋　朋花 経営 2 岐阜県 女 8位 9位

洋弓部 樽本　邑里 経営 2 広島県 女 13位 6位

洋弓部 戸田　悠登 経営 1 熊本県 男 22位 7位

洋弓部 平塚　大賀 経営 1 大分県 男 56位 9位

洋弓部 居樹　佳奈江 経営 1 岡山県 女 25位 3位

洋弓部 桝岡　千乃 経営 1 岐阜県 女 29位 9位

ヨット部 山崎　奨太 法 2 岐阜県 男 国際470級 27位

ライフル射撃部 鴻上　誉志輝 経済 3 徳島県 男
10mエア・ライフル立射 （40発） 29位

10mエア・ライフル伏射 （40発） 25位

ラグビー部 竹内　翠 経営 2 和歌山県 男 出場

ラグビー部 松下　幸太郎 理工 2 和歌山県 男 出場

陸上競技部 白井　雅弥 経営 3 香川県 男 100m 出場 4×100mリレー 出場

陸上競技部 上山　絋輝 経営 2 三重県 男 4×101mリレー 出場

陸上競技部 酒井　翼 法 2 徳島県 男 100ｍ 出場 4×100ｍリレー 出場

レスリング部 小林　雄泰 法 1 大阪府 男 グレコローマンスタイル77㎏級 出場








