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【世界】

月 クラブ名 種目・部門 成績 氏名（学部・学年） 備考

１月 フィギュアスケート部 女子シングル 第7位 木原万莉子（スポ健1）

3月 ラグビー部 第2位 安田卓平（商２）・堀部直壮（社会１）

4月 フェンシング部

5月 空手道部 第7回東アジアシニア及び第6回東アジアジュニア＆カデット空手道選手権大会 女子団体形 優勝 清水那月（スポ健2）

エアライフル女子 中口遥（スポ健2）

エアピストル男子 工藤湧士（商２）

7月 ラクロス部 2017ＦＩＬ　ラスボーン　ウーマンズ　ラクロス　ワールドカップ 日本代表 野尾明日佳（経済４）

【全国】

月 クラブ名 個人／
団体 クラス 大会名 種目・部門 成績 氏名（学部・学年） 備考

３月 ボードセイリング部 団体 学生 ２０１６年度全日本ボードセーリング選手権大学対抗戦 団体 優勝 大森上総（経４）・家次祐至（法４）・西上実彩子（同女４）・木山俊英（生命３）・宮崎貴大（経２）

7月 空手道 個人 学生 第61回全日本学生空手道選手権大会 男子個人形 優勝 西山走（スポ健４ ）

月 クラブ名 個人／
団体 クラス 大会名 種目・部門 成績 氏名（学部・学年） 備考

フィギュアスケート部 個人 一般 第７２回国民体育大会冬季大会スケート競技会 フィギュアスケート競技　成年男子 第4位 時國隼輔（商１）

スキー部 団体 一般 第95回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技 女子6×1.3ｋｍチームスプリント 第3位 菅井千穂（商4）・小島千香世 （商2）

アーチェリー部 個人 学生 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 準優勝 岡田拓己（商３）

女子1部クロスカントリー10ｋｍフリー 第3位 菅井千穂（商４）

女子1部クロスカントリー・リレー5ｋｍ×3 第3位 渡辺愛珠（商１）・小島千香世（商２）・菅井千穂（商４）

学校対抗　女子1部 第4位

３月 ボードセイリング部 個人 学生 ２０１６年度全日本ボードセーリング選手権大学対抗戦 個人総合 第３位 大森上総（経４）

ボート部 個人 一般 第70回記念大会朝日レガッタ 男子ダブルスカル 準優勝 星野夏貴（GR４）・飯田海舟（政策２）

空手道 個人 学生 第61回全日本学生空手道選手権大会 女子個人形 準優勝 清水那月（スポ健2）

個人 10ｍＳ40w個人 準優勝 中口遥（スポ健２）

団体 女子団体総合 第3位

【西日本・関西】

月 クラブ名 個人／
団体 クラス 大会名 種目・部門 成績 氏名（学部・学年） 備考

団体 女子統合 優勝

個人 女子１０００ｍ 優勝 丸山朱理（社会１）

女子総合 優勝 5連覇

女子リレー 優勝 渡辺愛珠（商１）・小島千香世（商２）・菅井千穂（商４）

女子1.5ｋｍスプリント 優勝 小島千香世（商２）

女子５ｋｍクラシカル 優勝 渡辺愛珠（商１）

女子１０ｋｍフリー 優勝 渡辺愛珠（商１）

ソフトテニス部 個人 学生 関西学生シングルス選手権大会 男子シングルス 優勝 新子徹（スポ健3）

男子団体 優勝 高木（心理4）・古田（商4）・篠原（商２）・二ノ宮（商１）

女子団体 優勝 寺田・白峰・山根・渡辺（文２）

空手道部 個人 学生 第51回関西学生空手道個人選手権大会 女子形 優勝 清水那月（スポ健2）

体操競技部 個人 学生 第59回関西学生体操選手権大会 新体操の部 優勝 堀孝輔（スポ１） 種目別全種目制覇　創部初

ソフトテニス部 団体 学生 関西学生ソフトテニス春季リーグ戦 団体 優勝

馬場馬術競技B 優勝 荒木梨花（商３）

複合馬術競技 優勝 縄田雄飛（スポ健３）

Mクラス障害飛越競技D 優勝 縄田雄飛（スポ健３）

Mクラス障害飛越競技B 優勝 杉本葵生（商３）

Lクラス障害飛越競技A・団体 優勝

団体総合 優勝 ３連覇
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第28回ユニバーシアード冬季競技大会

ワールドラグビーパシフィックチャレンジ2017

2017年世界ジュニア選手権

6月 射撃部 ISSF　ジュニア世界選手権大会

４月
フェンシング部 団体 学生 関西学生フルーレリーグ戦

馬術部

個人

学生 第52回全関西学生馬術大会

3月

スピードスケート部 学生 第65回関西学生氷上競技選手権大会

スキー部

団体

学生 第87回全関西学生スキー選手権大会

個人

第3位 植松美晴（スポ健3)・田村彩夏（経済3）・川合みなみ（政策2）

7月
射撃部 学生 第21回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会

5月
トライアスロン部 団体 学生

日本学生スプリングトライアスロン選手権大会
兼全日本大学トライアスロン選抜大会

女子団体

１月

２月
スキー部 個人 学生 第90回全日本学生スキー選手権大会

団体
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個人 50m3×40M個人 優勝 盛田泰成（スポ健４）

男子総合団体 優勝 盛田泰成（スポ健４）・髙田雄平（社会４）・山口元気（理工３）・川島崚（理工３） ７年ぶり

50m3×40M団体 優勝 盛田泰成（スポ健４）・髙田雄平（社会４）・山口元気（理工３）

10mS60M団体 優勝 盛田泰成（スポ健４）・髙田雄平（社会４）・山口元気（理工３）

50m3×20W個人 優勝 鵜飼風音（文情４）

10mS40W個人 優勝 阿部有紗(スポ健２）

女子総合団体 優勝 鵜飼風音（文情４）・宮坂茉里（文情４）・天野愛理（経済３）・阿部有紗（スポ健２）・中口遥（スポ健２）

50m3×20W団体 優勝 鵜飼風音（文情４）・宮坂茉里（文情４）・天野愛理（経済３）

10mS40W団体 優勝 天野愛理（経済３）・阿部有紗（スポ健２）・中口遥（スポ健２）

10mBPDS40M個人 優勝 工藤湧士（商２）

10mBPDS40W個人 優勝 杠明香里（スポ健３）

10mAPS60M,40W個人 優勝 白鳥航介（商４）

10mBPDS40M団体 優勝 白鳥航介（商４）・川瀨敬介（経済４）・工藤湧士（商２）

10mBPDS40W団体 優勝 西彩香（スポ健３）・杠杠明香里（スポ健３）・足立利佐子（スポ健２）

個人 女子個人の部 優勝 坪倉由里（文情３）

団体 女子団体の部 優勝 坪倉由里（文情３）・寺内美裕（理工３）

砲丸投げ 優勝 大矢崇明（スポ健４）

男子3000SC 優勝 宇野幹也（経済４）

準硬式野球部 団体 学生 第69回関西地区大学準硬式野球選手権大会 団体 優勝

レスリング部 団体 学生 1西日本学生レスリング春季リーグ 団体 優勝 ３季ぶり

50ｍ自由形 優勝 河野元斗(スポ健3）

100ｍ自由形 優勝 河野元斗(スポ健3）

400ｍ個人メドレー 優勝 尾崎友樹(スポ健2）

100ｍバタフライ 優勝 安達未莉（社会2）

100ｍ背泳ぎ 優勝 小宮紅葉（商１）

200ｍ背泳ぎ 優勝 小宮紅葉（商２）

男子400ｍフリーリレー 優勝 河野元斗（スポ健3）・川村聖輝（商2）・尾関悠平（商4）・福原賢二（商4）

男子800ｍフリーリレー 優勝 蟹由恭平（商4）・佐藤正都（政策2）・小林雄一郎（商3）・福原賢二（商4）

ゴルフ部 団体 学生 平成29年度関西学生女子春季1部校学校対抗戦 女子団体 優勝 松田なつき(商4)・渕野ひかる(社3)・野村ほのか(スポ健2)・赤井由衣(法2)・薮下真衣(スポ健1)

卓球部 個人 学生 平成29年度　第86回関西学生卓球選手権大会 女子ダブルス 優勝 朝田茉依（商2）・政本ひかり（社会4）

個人 自由組演武・女子初段の部 優勝 田尻曜子（法3）・羽賀法子（法３）

片町拓郎（法4）・田中翔（スポ健4）・野々垣文悠（理工4）・池田千裕(商3）・高橋優太（文3）

竹内佑(理工3）・寺島康平（理工2）・渡邉賢登（理工2）

団体総合 優勝

陸上競技部 個人 学生 秩父宮杯　第70回西日本学生陸上競技対校選手権大会 400ｍH 優勝 六反田実優（スポ健２）

団体男子の部 優勝 山本幸知（理工院１）・傍島大詞（スポ健3）・橋本雄大（商３）

団体女子の部 優勝 植松美晴（スポ健3）・川合みなみ（政策２）・田村彩夏（経済３）

個人 個人女子の部 優勝 植松美晴（スポ健3）

ソフトテニス部 団体 学生 西日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 団体 優勝

５月

団体演武の部 優勝

7月 トライアスロン部
団体

学生 近畿学生トライアスロン選手権大会

水泳部

個人

学生 関西学生チャンピオンシップ水泳競技大会

団体

6月
少林寺拳法部 学生 第55回少林寺拳法関西学生大会

団体

団体

自動車部 学生 第1回全関西学生ダートトライアル選手権大会

陸上競技部 個人 学生 第94回　関西学生陸上対校選手権大会

射撃部 学生

第64回 春季全関西学生ライフル射撃選手権大会
団体

個人

第23回 春季全関西女子学生ライフル射撃選手権大会

団体

個人

第12回 春季全関西学生ピストル射撃競技大会


