
【世界】

月 クラブ名 種目・部門 成績 氏名（学部・学年） 備考

フェンシング部 女子エペ個人 出場 吉村美穂（スポ健１）

10mAP60M 出場 工藤湧士(商１)

10mAP40W 出場 井浦侑希乃（商１）

ラグビー部 アジアラグビーチャンピオンシップ １５人制日本代表 優勝 安田卓平（商２）

レスリング部 アジア・ジュニア選手権 女子フリースタイル67ｋｇ級 第５位 今井栞海（商２）

空手道部 ‐61kg級 優勝 沖田里奈（スポ健2） ナショナル代表メンバー

ラグビー部 ワールドラグビーＵ20チャンピオンシップ Ｕ２０日本代表 第12位 永富晨太郎（スポ健2）・安田卓平（商２）・高野蓮（スポ健2）・堀部直壮（社会1）

ラグビー部 男子セブンス日本代表 日本代表 松井千士（スポ健4） 日本代表リザーブメンバー

Ｃ１－Ｍ-1000m 第7位 橋本将都（スポ健4)

Ｃ1－Ｍ-500m 第5位 橋本将都（スポ健4)

K2－Ｗ-200ｍ　500ｍ 第7位 山本結花（スポ健3）・宍戸美華（スポ健2）

空手道部 女子団体形 優勝 山下 紗葵（スポ健4） 日本代表メンバー

カヌー部 カヌースプリントジュニア　Ｕ23世界選手権大会2016 ＷＫ－１　500ｍ 準決勝進出渡邉えみ里（スポ健2）

ハンドボール 第6回女子ユースハンドボール世界選手権 U-18女子日本代表 17位 中村千香（商1）

水泳部 スペインオープン2016 チーム・フリーコンビネーション 優勝 細川莉瑚（スポ健3）・山嵜舞子（スポ健1）

カヌー部 2016　世界カヌーマラソン選手権大会 カヌーマラソン日本代表 出場 後藤秀平（スポ健4）

50ｍ３×20Ｗ 出場 鵜飼風音（文情3）

ＡＰ40Ｗ 出場 西彩花（スポ健2）

ＡＰ40６０Ｍ 出場 工藤勇士（商1）

女子個人組手-61ｋｇ級 第3位 沖田里奈（スポ健2）

女子個人組手-55ｋｇ級 準優勝 東海志保（スポ健4）

フェンシングジュニアワールドカップラトビア大会 男子エペ 出場 篠原瑞公（商１）

2016フェンシングジュニアワールドカップドイツ大会 女子エペ 出場 吉村美穂（スポ健１）

空手道部 女子団体形 優勝 山下 紗葵（スポ健4）

フェンシング部 2016年　フェンシングワールドカップ　中国大会 女子エペ 出場 吉村美穂（スポ健１）

女子団体 優勝 成本綾海（商４）

女子個人 第３位 成本綾海（商４）

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）

【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

４月 レスリング部 個人 一般 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 女子６７㌔フリースタイル 優勝 今井栞海（商２）

10ｍAPS40W団体 優勝 西彩花（スポ健２）・杠明日香(スポ健2）・足立利佐子（スポ健１）・井浦侑希乃（商１）

10mAPS60M団体 優勝 海老名 春興（G・R４）･白鳥航介（商3）・工藤湧士（商１）

トライアスロン部 個人 学生 日本学生スプリングトライアスロン選手権大会 個人 優勝 稲葉大友（スポ３）

６月 日本拳法部 個人 一般 平成28年度日本拳法全国合同選手権大会 女子面ありの部 優勝 モーリスはなこ（商３）

50ｍR３×20ｗ個人 優勝 鵜飼風音（文情3）

10ｍAPS40W個人 優勝 足立利佐子（スポ健1）

自動車 個人 学生 全日本学生ダートトライアル選手権大会 男子の部 優勝 仲健太郎(経4)

Ⅽ-1 1000ｍ 優勝 橋本将都(スポ健4)

Ⅽ-2 1000ｍ、２００ｍ 優勝 橋本将都(スポ健4)・亀谷智哉(スポ健3)

WK-２　２００ｍ 優勝 山本結花（スポ健３）・宍戸美華（スポ健２）

レスリング部 個人 学生 全日本学生レスリング選手権 女子フリースタイル63㌔級 優勝 今井栞海（商２） 史上初

ヨット部 個人 学生 全日本学生ヨット個人選手権 国際470級 優勝 渡辺駿（商3）・三好雅（文4）・上野翔太（文情3）

陸上競技部 個人 学生 天皇賜盃　第85回日本学生陸上競技対校選手権大会 400ｍH 優勝 上野晃平(理工4) 7年振り

７月

９月
射撃部 世界大学選手権大会

10月

空手道部 空手１プレミアリーグ沖縄

フェンシング部

第23回世界空手道選手権大会

カヌー部 第7回世界学生カヌースプリント選手権（ポルトガル）

第6回東アジア大会

５月

6月

2016　リオデジャネイロオリンピック

大会名

４月

2016年　世界ジュニア・カデフェンシング選手権大会

射撃部 ISSFジュニアカップ（ドイツ・ズール）大会

ベトナムオープン2016

9月

8月 カヌー部 個人 学生 第52回全日本学生カヌー選手権大会

７月 射撃部 個人 学生 第12回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会

１２月 卓球部 第２７回フィンランドオープン

第28回ユニバーシアード冬季競技大会

５月
射撃部 団体 学生 全国学生･生徒エアピストル射撃競技大会



自転車競技部 個人 学生 2016年全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ第6戦　 リザルトクラス１＋２ 優勝 中西健児（政策4）

10月 卓球部 個人 学生 平成28年度　第83回全日本大学総合卓球選手権大会 女子シングルス 優勝 成本綾海（商4）

11月 ボードセイリング部 個人 学生 2016年度全日本学生ボードセーリング選手権 女子 優勝 西上実彩子（同女4）

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）

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

陸上競技部 個人 一般 第55回全日本競歩輪島大会 男子１０Kg 第3位 尾関丹崇（GR3)

剣道部 個人 一般 第６４回全日本都道府県対抗剣道優勝大会 男子団体 第3位 横田貢余（商４）

レスリング部 個人 一般 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 男子９７㌔フリースタイル 第3位 廣瀬郁也（神2）

射撃部 個人 学生 全国学生･生徒エアピストル射撃競技大会 10ｍAPS60M個人 第3位 海老名 春興（G・R４）

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 団体 準優勝 稲葉大友（スポ３）・奥村悠樹（経３）・渡嘉敷佑允（法４）

女子フルーレ 第3 位 堀茜音（文４）・大嶋沙希（商４）・山根令（法３）・白峰杏美（スポ健３）

男子フルーレ 第4 位 立岡篤人（商４）・古田唯一郎（商３）・高木俊哉（心理３）・片岩準（商３）

女子エペ 第4 位 堀茜音（文４）・吉村多恵（社４）・吉村美穂（スポ健１）・土田二葉（社２）

男子エペ 第4 位 立岡篤人（商４）・古田唯一郎（商３）・篠原瑞公（商１）・角田秀輝（商２）

400H 準優勝 上野晃平(理工4)

走高跳 第4位 境内航（スポ健３）

一般 日本陸上競技選手権大会混成競技　日本ジュニア陸上競技選手権大会混成競技十種競技 準優勝 別宮拓実（スポ健１）

女子個人組手 準優勝 東海志保（スポ健４）

男子個人組手 第3位 仲谷陸（スポ健4）

ラグビー部 団体 一般 ジャパンセブンズ２０１６ 第3位

卓球部 団体 学生 第86回全日本大学総合卓球選手権大会 女子団体 第3位 成本綾海（商4）・清水愛（スポ健4）・政本ひかり（社会3）・朝田茉依（商1）

50ｍR３×20ｗ個人 準優勝 天野愛理（経２）

10ｍAPS40W個人 第4位 杠明日香(スポ健2）

10ｍAPS60M個人 第4位 海老名 春興（G・R４）

団体 男子団体 第４位 仲健太郎（経４）・朝町文啓（法４）・藤村弘輝（生命４）

男子個人 第４位 仲健太郎（経４）

全日本学生ダートトライアル選手権大会 女子の部 第3位 寺内美裕(理工２）

カナディアン部門 第３位

女子カヤック部門・WK-1×4リレー・WK－４　50ｍ準優勝

K-4　１０００ｍ 第3位 山口慈英（法4）・川野好真（経済4）・後藤秀平（スポ健4）・村野武広（スポ健1）

個人 WK-1　２００ｍ 第4位 渡邉えみ里（スポ健2）

個人 第71回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 男子ダブルス 第3位 西森一貴（スポ健４）・真野文暁（スポ健２）

団体 第70回全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 男子団体 第3位

個人 学生 第53回日本女子学生ゴルフ選手権競技 準優勝 渕野ひかる（社会3）

個人 学生 第54回日本女子学生ゴルフ選手権競技 第3位 松田なつき（商3）

自転車競技部 個人 学生 文部科学大臣杯第72回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会男子個人ロードレース 第4位 中西健児（政策4）

100ｍ背泳ぎ 第4位 西村駿弥（商４） ベスト同志社記録

200ｍ背泳ぎ 準優勝 西村駿弥（商４） ベスト同志社記録

400ｍ自由形 準優勝 蟹由恭平（商３）

団体 日本学生選手権水泳競技大会マーメイドカップ チーム 準優勝

相撲部 個人 学生 第41回全国学生相撲個人体重別選手権 100ｍｋｇ未満級 準優勝 北村祐志郎（社会２）

トライアスロン部 団体 学生 日本学生トライアスロン選手権大会 団体総合 第3位 稲葉大友(スポ健3)、渡嘉敷佑允(法4)、山本幸知(理工4)

自転車競技部 個人 学生 2016年全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ第7戦 リザルトクラス１＋２ 準優勝 宇佐美元基(社会2)

ヨット部 個人 学生 全日本学生ヨット個人選手権大会 470級 第4位 寺内孝明（経４）・矢野航志（商２）

アーチェリー部 個人 学生 第29回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会 男子リカーブ 第3位 岡田拓己（商３）

第63回全日本学生ライフル射撃選手権大会 50m3×４０M 第4位 盛田泰成（スポ健３）

7月

空手道 個人 学生 第60回全日本学生空手道選手権大会

射撃部 個人 学生 第12回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会

第66回全日本学生王座決定戦

陸上競技部 個人
学生 2016　日本学生陸上競技個人選手権大会

５月

６月

フェンシング部 団体 学生

４月

第52回全日本学生カヌー選手権大会

ソフトテニス部 学生

ゴルフ部

９月

水泳部
個人

学生
第92回日本学生選手権水泳競技大会

８月

自動車部

カヌー部
団体

学生

個人
学生

全日本学生ジムカーナ選手権大会



50ｍ3×20W個人 準優勝 鵜飼風音（文情3）

10ｍS40W個人 第4位 阿部有沙（スポ健1）

レスリング部 個人 学生 全日本大学グレコローマン選手権大会 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ８０Kｇ 第3位 榎本凌太（商4）

第3位 松田なつき（商3）

第3位 渕野ひかる（社会3）

ボクシング部 個人 一般 第７１回国民体育大会ボクシング競技会 成年男子バンタム級 準優勝 嶋田達希（スポ健３）

学生 準優勝 植松美晴（スポ健２）

第3位 波多江苑子（同女４）

団体 男子TT選手権 第3位 稲葉大友(スポ健3)、渡嘉敷佑允(法4)、堀内保大（院2）

空手道 個人 一般 第71回国民体育大会空手道競技 成年女子組手 準優勝 東海志保（スポ健４）

カヌー部 個人 一般 第７１回国民体育大会カヌー競技 ＷＫ－１　500ｍ 第3位 渡邉えみ里（スポ健2）

団体 準優勝

個人 第3位 杉本葵生（商2）

女子団体総合 第4位 岡本彩乃（同女３）・土佐風歩（スポ健３）・山本真冬（経済２）・丸山朱理（社会１）

女子３０００ｍリレー 第3位 岡本彩乃（同女３）・土佐風歩（スポ健３）・山本真冬（経済２）・丸山朱理（社会１）

水泳部 個人 一般 第58回日本選手権水泳競技会FINAｽｲﾐﾝｸﾞﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ２０１６ 男子200m背泳ぎ 第3位 西村駿弥（商４）

少林寺拳法部 団体 一般 2016年少林寺拳法全国大会in大分 一般団体の部 第3位

射撃部 個人 一般 平成28年度全日本ライフル射撃選手権大会 AP60M 準優勝 海老名春興(G・Ｒ4）

女子団体形 準優勝

男子団体形 第３位

女子団体組手 第３位

少林寺拳法部 団体 学生 第50回記念少林寺拳法全日本学生大会 女子団体 第3位

日本拳法部 団体 学生 第61回全日本学生拳法選手権大会 女子団体 第3位 駒井遥香（スポ健４）・モーリスはなこ（商３）・谷南奈実（商2）

総合 第4位

スナイプ級 第3位

ボードセイリング部 個人 学生 2016年度全日本学生ボードセイリング選手権 女子 第３位 山内美佳（Ｇ．Ｒ２）

馬術 個人 一般 ＣＤＩ　ＴＯＫＹＯ２０１６東京国際馬術大会 自由演技ヤングライダー2009 準優勝 清水晶子（スポ健２）

空手道 個人 一般 第44回全日本空手道選手権大会 女子組手団体戦 準優勝 東海志保（スポ健４）

ラグビー部 団体 学生 第53回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 ベスト4

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）

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）

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）

トライアスロン部 個人 学生 日本学生デュアスロン選手権 個人 準優勝 傍島大詞（スポ健２）

個人 女子クロスカントリー10ｋｍフリー 第3位 菅井千穂（商４）

団体 女子クロスカントリー・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）

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）

【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

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 個人 優勝 樫本泰直（商３）

ラグビー部 団体 一般 2016関西セブンスフェスティバル 団体 優勝

卓球部 団体 学生 平成28年度春季関西学生卓球リーグ戦 団体 優勝

1部Ａブロック男子団体 優勝

1部Ａブロック女子団体 優勝

フェンシング部 団体 学生 第６６回関西学生フェンシングリーグ戦 女子フルーレ 優勝

女子組手ー55ｋｇ 優勝 東海志保（スポ４）

女子形 優勝 山下紗葵（スポ４）

第90回全日本学生スキー選手権大会

１２月

１月

２月

スキー部 学生

第39回日本学生ショートトラックスピードスケート選手権大会

１１月

空手道 団体 学生 第60回　全日本大学空手道選手権記念大会

ヨット部 団体 学生 第81回全日本学生ヨット選手権大会

10月

射撃部 個人 学生
第29回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会

ゴルフ部 個人 学生 第19回朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権

馬術部 団体 学生 全日本学生馬術大会2016　第66回全日本学生賞典障害馬術競技大会

スピードスケート部 団体 学生

トライアスロン部
個人

2016日本学生スプリントトライアスロン選手権大会

４月

アーチェリー部 団体 学生 第55回関西学生アーチェリーリーグ戦

空手道部 個人 学生 第50回関西学生空手道個人選手権大会

女子選手権



男子シングルス 優勝 山本祐輝（商４）

男子ダブルス 優勝 井原陽平（小４）・樫本泰直（商３）

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（男子） 優勝

馬術部 団体 学生 全関西学生馬術競技大会 総合優勝 優勝 創部初

硬式野球部 団体 学生 関西学生野球連盟春季リーグ戦 団体 首位打者 井手隼斗（スポ健４）

男子200ｍバタフライ 優勝 佐々木二千翔（スポ４）

男子100ｍ・200背泳ぎ 優勝 西村駿弥（商４） 大会新記録

男子400ｍ個人メドレー 優勝 蟹由恭平（商３） 大会新記録

女子１００ｍ・２００ｍ平泳ぎ 優勝 阿倍渚（経１）

男子400ｍフリーリレー 優勝 西村駿弥（商４）・野嶋将至（スポ４）・澁谷亮磨（スポ４）・加藤雄大（商４）

男子40０ｍメドレーーリレー 優勝 西村駿弥（商４）・橋本凌輔（商２）澁谷亮磨（スポ４）・加藤雄大（商４）

男子800ｍフリーーリレー 優勝 佐々木二千翔（スポ４）・西村駿弥（商４）・蟹由恭平（商３）・福原賢二（商３）

走高跳 優勝 境内航(スポ3)

砲丸投 優勝 大矢崇明(スポ3)

400mH 優勝 上野晃平(理工4)

800m 優勝 木原裕貴(経2)

10mS40W個人 優勝 鵜飼 風音（文情３）

50mP60w個人 優勝 家高郁子（法４）

団体 10mBPDS40M団体 優勝 海老名 春興（グローバル４）・川瀨敬介（経済３）・工藤湧士（商１）

10mBPDS40M・10mBPDS60M 優勝 海老名 春興（グローバル４）

10mBPDS4０M 優勝 足立利佐子（スポ健１）

団体 10mBPDS4０M団体 優勝 西彩花（スポ健2）・足立利佐子（スポ健1）・井浦侑希乃（商１）

男子個人 優勝 仲健太郎（経＄）

女子個人 優勝 寺内美裕（理工２）

団体 女子団体 優勝 寺内美裕（理工２）・坪倉由里（文情２）

女子小型乗用の部 優勝 寺内美裕（理工２）

女子小型貨物の部 優勝 坪倉由里（文情２）

女子団体 優勝

50m3×20W団体 優勝 天野愛理（経２）・鵜飼 風音（文情3）・家高郁子（法４）

50m3×2０W・１０ｍARS40W・５０ｍP60W 優勝 鵜飼 風音（文情3）

第27回西日本学生ライフル射撃選手権大会 50m3×40M個人 優勝 盛田泰成（スポ健３）

卓球部 個人 学生 平成28年度関西学生卓球選手権大会 女子シングルス 優勝 政本ひかり（社３）

470級 優勝 寺内孝明（経４）・矢野航志（商２）

スナイプ級 優勝 岡村俊祐（心理４）・渥美涼平（商３）

団体 団体 総合優勝

個人 自由組演武　女子二段以上の部 優勝 森安理紗（法4）・二木遥香（経2）

個人 個人 優勝 稲葉大友(スポ健3)

団体 団体 優勝 堀内保大(院2)・稲葉大友 （スポ健3）・山本幸知（理工4）

居合道部 団体 学生 第33回西日本学生居合道演武大会 団体優勝 優勝

団体 総合 優勝

個人 個人 優勝 福島星香（スポ健4）

団体 学生 第５１回関西学生章典障害馬術大会 団体 優勝

男子100背泳ぎ 優勝 西村駿弥（商４）

男子400ｍ自由形・男子200ｍ個人メドレー 優勝 蟹由恭平（商３） 大会新記録

男子400ｍ個人メドレー 優勝 尾崎友樹（スポ健１）

女子100ｍ平泳ぎ 優勝 阿倍渚（経１）

男子400ｍフリーリレー 優勝 西村駿弥（商４）・河野元斗（スポ健２）・福原賢二（商３）・野嶋将至（スポ健４）

ヨット部 個人 学生

水泳部

個人

学生 第4回関西学生チャンピオンシップ水泳競技大会

団体

５月
陸上競技部 個人 学生 関西学生陸上競技対校選手権大会

射撃部 学生

第11回 春季全関西学生ピストル射撃競技大会個人

学生 全関西学生自動車運転競技選手権大会　

ソフトテニス部 個人 学生 関西学生選抜インドアソフトテニス選手権大会

第１回全関西学生ダートトライアル選手権大会

自動車部

個人 第22回 春季全関西女子学生ライフル射撃選手権大会

7月

馬術部
学生 第41回関西学生複合馬術大会

水泳部

個人

学生 第90回関西学生水泳選手権

2016年度近畿北陸学生ヨット個人選手権大会

少林寺拳法部 学生 第54回少林寺拳法関西学生大会

トライアスロン部 学生 近畿学生トライアスロン選手権大会

第24回西日本女子学生ライフル射撃選手権大会

個人

個人

個人 学生

6月

射撃部

団体



男子800ｍフリーーリレー 優勝 蟹由恭平（商３）・福原賢二（商３）・西村駿弥（商４）・加藤雄大（商４）

男子400ｍメドレーリレー 優勝 西村駿弥（商４）・小野應（スポ健４）・澁谷亮磨（スポ健４）・野嶋将至（スポ健４） 大会新記録

アーチェリー部 個人 学生 第39回関西学生アーチェリーフィールド選手権大会 優勝 田中仁菜（スポ健2）

ボウリング部 個人 学生 第５５回関西学生ボウリング選手権大会 選手権決定戦 優勝 網野誠晃（理工４）

ゴルフ部 個人 学生 関西女子学生ゴルフ選手権競技 優勝 松田なつき（商３）

団体 総合優勝

個人 障害飛越競技Ａ 優勝 岩田優香(社会３）

空手道部 個人 学生 第8回 関西学生オープントーナメント 女子エクセレント 優勝 東海志保(スポ健4)

卓球部 団体 学生 秋季関西学生卓球リーグ戦 団体女子 優勝

ヨット部 団体 学生 近畿北陸学生ヨット選手権大会 総合・４７０級・スナイプ急 優勝

第63回　秋季関西学生ライフル射撃選手権大会 50ｍ3×40Ｍ個人・50ｍP60M個人 優勝 盛田泰成（スポ健３）

第22回　秋季全関西女子学生ライフル射撃選手権大会 50m3×20W個人 優勝 天野愛理（経済2）

団体 10ｍBPDS40M団体 優勝 海老名春興(G・Ｒ4）・川瀨敬介（経済３）･山口元気（理工2）

個人 10ｍBPDS40M個人 優勝 海老名春興(G・Ｒ4）

団体 10ｍBPDS40Ｗ団体 優勝 家高郁子（法４）・杠明香里（スポ健2）・足立利佐子（スポ健１）

個人 10ｍBPDS40Ｗ個人 優勝 足立利佐子（スポ健１）

軟式野球部 団体 学生 関西六大学軟式野球秋季リーグ戦 リーグ優勝 優勝

男子団体形 優勝 宮原泰成（スポ健4）・年代海里（商4）・仲谷陸（スポ健4）

女子団体形 優勝 清水那月（スポ健1）・南本愛良（商2）・岩本菜穂（スポ健1）

男子サーブル 優勝

女子フルーレ 優勝

女子エペ 優勝

女子フルーレ 優勝 堀茜音（文4）

女子エペ 優勝 吉村美穂（スポ健1）

ボウリング部 個人 一般 第５５回関西ボウリング選手権大会 シングルス戦 優勝 宮部一輝（理工４）

男子800m 優勝 木原裕貴(経2)

男子走幅跳 優勝 高橋克毅（スポ健３）

女子８００ｍ 優勝 山﨑菜月(スポ健３）

フリー86ｋｇ級 優勝 榎本凌太（商4） 最優勝選手賞・3連覇

フリー65ｋｇ級 優勝 光永賢弘（商3）

グレコローマン66ｋｇ級 優勝 岩本巧（商1）

フィギュアスケート部 個人 一般 第42回西日本選手権大会 選手権の部 優勝 木原 万莉子(スポ健１）

居合道部 個人 学生 第28回西日本学生居合道選手権大会 選手権の部 優勝 川本卓範（政策３）

準硬式野球部 団体 学生 平成28年度秋季関西地区大学準硬式野球大会 団体 優勝

一般 全関西室内アーチェリー大会 リカーブ男子 優勝 岡田拓己（商３）

学生 第２１回関西学生アーチェリーインドア選手権大会 リカーブ男子 優勝 岡田拓己（商３）

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）

馬術部 関西学生白馬馬術大会学生

8月

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

11月

１２月 アーチェリー部 個人

3月

スピードスケート部

レスリング部 個人 学生 平成28年度　西日本学生選手権

10月

空手道部 団体 学生 第59回全関西大学空手道選手権大会 

フェンシング部

団体

学生 第66回関西学生フェンシング選手権大会

個人

陸上競技部 個人 学生 第93回関西学生陸上競技種目別選手権大会兼関西学生混成選手権大会

9月

射撃部

個人

学生

第13回　秋季全関西学生ピストル射撃競技大会

団体


