
2018年体育会戦績（1月～1２月）
【世界】

月 クラブ名 種目・部門 成績 氏名（学部・学年） 備考

１月 空手道部 ＫＡＲＡＴＥ１　プレミアムリーグ　パリ大会 女子団体形 優勝 清水那月（スポ健2

女子団体形 優勝 清水那月（スポ健2）

女子個人形 第5位 清水那月（スポ健2）

アーチェリー部 安久詩野（心理1）

フェンシング部 エペ 吉村美穂（スポ健2）

空手道部 女子個人形 準優勝 清水那月（スポ健2）

フィギュアスケート部 男子シングル 第5位 友野一希（スポ健1）

４月 射撃部 ISSFワールドカップチャンウォン大会 中口遥(スポ健3）　

ゴルフ部 世界大学ゴルフ選手権 渕野ひかる（社会４）

射撃部 ISSFワールドカップミュウヘン大会 中口遥(スポ健3）　

射撃部 ISSFワールドカップ 中口遥(スポ健3）　

空手道部 ＫＡＲＡＴＥ１　シリーズＡザルツブルク大会 女子個人形 準優勝 清水那月（スポ健2）

アジアパシフィック大会 WK-4 　200ｍ/500ｍ 準優勝 佐藤友香（スポ健1）

2018アジアドラゴンボートチャンピオン大会 埋金楓（スポ健2）・山脇緋奈乃（神２）

６月 空手道部 KRATE１プレミアリーグ　イスタンブール大会 女子個人形 第5位 清水那月（スポ健3）

組手女子形－68ｋｇ 優勝 尾立佳菜子（商2）

女子形 優勝 清水那月（スポ健3）

ハンドボール部 第6回東アジア（U-22)選手権 団体 準優勝 石濱　塁（文情１）

ボート部 2018U２３世界選手権 男子ダブルスカル 11位 櫻間達也（法4）

カヌー部 U23世界選手権大会 WK－１　200ｍ 第7位 宍戸美華(スポ健4）

８月 カヌー部 FISU世界大学対抗カヌースプリント選手権大会 WK-4　500ｍ/200ｍ 第9位 宍戸美華（スポ健4）・五十嵐結衣（スポ健3）・渡邊綾子（経済3）・吉見優華(スポ健2）

９月 サッカー部 2018 Asian University Football Tournament Ｕ-19全日本大学選抜WEST 第３位 敷田唯（社会1）

１０月 フェンシング部 U-23アジア選手権 男子団体エペ 出場 二ノ宮浩輔(商2）

男子Ｕ-21シングルス 第３位 上岡俊介（スポ健１）

男子Ｕ-18ダブルス 準優勝 林誠太朗（商１）

フィギュアスケート部 グランプリシリーズ第5戦ロシア大会 男子シングル 第３位 友野一希（スポ健２）

【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

１月 フィギュアスケート部 個人 学生 第90回日本学生氷上競技選手権大会 男子シングル 優勝 友野一希（スポ健1）

４月 フェンシング部 個人 一般 シニア女子フェンシングエペランキングマッチ 女子エペ 優勝 吉村美穂

５月 ボート部 個人 2018ジャパンカップ国際レガッタ オープンの部 優勝 櫻間達也（法4）

６月 空手道部 個人 学生 第62回全日本学生空手道選手権大会 個人形 優勝 清水那月（スポ健3）

アーチェリー部 個人 学生 第57回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 リカーブ部門女子の部 優勝 西村かなえ（商1）

k-2 200m 優勝 村野武広（スポ健3）・木村大翔（スポ健2）

WK-2 200m 優勝 宍戸美華(スポ健4)・五十嵐結衣（スポ健3）

ソフトテニス部 個人 一般 第73回国民体育大会福井しあわせ元気国体2018 成年男子（和歌山県代表） 優勝 上岡俊介（スポ健1）

少林寺拳法部 個人 一般 少林寺拳法全国大会inぐんま 大学生女子の部 優勝 稲垣(スポ2)・橋本(同女2)

射撃部 個人 学生 全日本学生スポーツ射撃選手権 AP10ｍS60M 優勝 佐藤匡哉（スポ健2）

１１月 少林寺拳法部 団体 学生 第52回全日本学生大会 女子団体の部 優勝

カヌー部 個人 学生 第8回日本学生カヌー長距離選手権大会 WK-1　10ｋｍ 優勝 渡邉えみ里（スポ健4）

空手道部 団体 学生 第62回全日本大学空手道選手権大会 男子団体形 優勝

１２月 居合道部 団体 学生 第33回全日本学生居合道大会 団体戦 優勝

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

スピードスケート部 団体 学生 第90回日本学生氷上競技選手権大会 女子3000ｍＲ 準優勝 土佐風歩（スポ健4）・山本真冬（経済3）・丸山朱里（社会2）・中川そら（政策1）

１月

３月

１０月

2018年　フェンシング　グランプリ　ハンガリー大会

フィギュアスケート世界選手権

FISU第11回世界学生空手道選手権大会

７月

１１月
ソフトテニス部 第３回世界ジュニア選手権大会

大会名

2018年　アジアカップ　ﾊﾞﾝｺｸ

カヌー部

個人 学生

空手道部

ＫＡＲＡＴＥ１　シリーズＡザルツブルク大会

ＫＡＲＡＴＥ１　シリーズＡグアダラハラ大会空手道部２月

５月

９月
カヌー部 全日本学生カヌー選手権



個人 一般 国民体育大会冬季大会 女子シングル 第3位 木原万莉子（スポ健2）

団体 学生 第90回日本学生氷上競技選手権大会 男子Ａクラス団体 準優勝 友野一希（スポ健1）ほか

スピードスケート部 団体 一般 第65回全日本都道府県対抗ショートトラックスピードスケート競技会3000ｍＲ 第4位 山本真冬（経済3）・中川そら（政策1）・栗原由佳(同女2）・土佐風歩（スポ健4）

スキー部 団体 学生 第91回全日本学生スキー選手権大会 女子1部3×5kmフリーリレー 第３位 小島千香世(商3)・渡辺愛珠(商2)・山石沙也加(グロ地1)

自転車競技部 個人 学生 全日本学生RCS第3戦　京都美山サイクルロードレース 個人TT 準優勝 高井久就（理工3）

ボート部 個人 2018ジャパンカップ国際レガッタ 男子ダブルスカル（ナショナルチームＢ）Ａ決勝 第3位 櫻間達也（法4）

個人 10ｍAP60M 準優勝 佐藤匡哉（スポ健2）

10ｍAPS60M団体 第3位 工藤湧士（商3）・佐藤匡哉（スポ健2）

10ｍAPS60W団体 準優勝 西彩花（スポ健4）・足立利佐子（スポ健3）

10ｍAPS60MW　MIXDE　TEAM 第3位 工藤湧士（商3）・足立利佐子（スポ健3）

トライアスロン部 個人 学生 第11回日本学生スプリングトライアスロン選手渡良瀬大会 オープン男子の部 準優勝 稲葉大友（院１）

サーブル男子 第3位 高橋良介（法3）・川北拡純（法2）・青木星也（法1）

フルーレ女子 第4位 坪井彩名(スポ健4）・寺田智子（商3）・渡邊菜々子（文3）・白峰杏香（スポ健2）

サーブル女子 第4位 坪井彩名（スポ健4）・安部詩織（スポ健3）・白峰杏香（スポ健2）・植村咲香（スポ健1）

陸上競技部 個人 学生 2018日本学生陸上競技個人選手権 男子800ｍ 第4位 木原裕貴（経済4）

空手道部 個人 学生 第62回全日本学生空手道選手権大会 個人形 第3位 住友優里（スポ健4）

ゴルフ部 団体 学生 全国女子大学ゴルフ対抗戦 女子団体 第3位 野村ほのか（スポ健3）・左海有彩（経済１）・藪下真衣(スポ健2）・渕野ひかる(社会4）・中地萌(政策2）

ソフトテニス部 団体 学生 全日本学生ソフトテニス王座決定戦 男子 第3位 新徹（スポ健）ほか9名

７月 日本拳法部 学生 第14回全国ブロック対抗女子学生 団体 準優勝 谷南奈実（商4）

自動車部 個人 学生 平成30年度全日本ダートトライアル選手権大会 女子の部 第3位 川端舞（生命3）・寺内美優(理工4）

自転車競技部 個人 学生 第74回全日本大学対抗選手権自転車競技大会 男子スプリント 第4位 末廣快理（商2）

レスリング部 個人 学生 2018年全日本学生レスリング選手権大会 女子‐５７ｋｇ級 第3位 島中斐子（社会1）

個人 学生 一般男子舵手 準優勝 安藤優作（経済3）

クォドルプル 準優勝 小島商1・西村社1・清水経3・安藤経3

陸上ホッケー部 団体 学生 第17回全日本大学ホッケー大会 女子団体 準優勝

アーチェリー部 個人 学生 第57回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 リカーブ部門女子の部 準優勝 安久詩乃（心理2）

ソフトテニス部 個人 一般 JOCジュニアオリンピックカップ大会 シングルス／ダブルス 準優勝 上岡俊介（スポ健１）

日本拳法部 日本拳法総合選手権 準優勝 谷南奈実（商4） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

WK-1 500m 第3位 宍戸美華(スポ健4)

WK-4 500m 準優勝

WK-2 500m 第3位

WK-2 200m 準優勝

10ｍS60W 第３位 中口遥（スポ健3）

50m3×40W 準優勝 阿部有紗（スポ健3）

団体 女子団体 準優勝

空手道部 団体 学生 第62回全日本大学空手道選手権大会 女子団体形 準優勝

ボードセイリング部 個人 学生 全日本学生ボードセイリング選手権 メンズクラス 準優勝 久保恒一郎（経済４）

ボード部 個人 一般 Head of ARA 男子シングルスカル 第3位 櫻間達也（法4）

ソフトテニス部 個人 学生 平成30年度全日本学生インドアソフトテニス選手権大会 男子ダブルス 第3位 三輪惇平(商2）・上岡俊介（スポ健1）

自動車部 個人 一般 全日本自動車運転競技選手権 男子小型貨物の部 第３位 篠崎優（社会３）

【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

女子3000ｍＲ 優勝 土佐風歩（スポ健4）・山本真冬（経済3）・丸山朱里（社会2）・中川そら（政策1）

学校対抗・女子 優勝

フィギュアスケート部 個人 学生 関西学生フィギュアスケート競技大会 １部男子 優勝 笹原景一朗（商3）

５０ｍ自由形・１００ｍ自由形男子 優勝 河野元斗（スポ健3）

４００ｍ自由形男子 優勝 佐藤正都（政策2）

100ｍ平泳ぎ・２００ｍ平泳ぎ男子 優勝 鈴木仁也（政策3）

１１月

スピードスケート部

３月

２月
団体

水泳部 個人 学生 2017年度　第40回関西学生春季室内選手水泳競技大会

１月

第5回　全国学生・生徒エアピストル射撃競技大会

射撃部10月

５月

フェンシング部 全日本学生フェンシング王座決定戦団体 学生

学生

学生個人

全日本学生スポーツ射撃選手権
個人

学生 第66回関西学生氷上競技選手権大会

射撃部 学生
団体

フィギュアスケート部

９月

３月

ボート部 第45回全日本大学選手権大会

全日本学生カヌー選手権カヌー部

８月

６月



50m自由形　女子 優勝 水谷利花子（スポ健3）

100ｍ自由形　女子 優勝 石井千尋（スポ健1）

50mバタフライ女子 優勝 水谷利花子（スポ健3）

200ｍバタフライ女子 優勝 末吉萌（スポ健3）

400ｍ個人メドレー 優勝 末吉萌（スポ健3）

クロスカントリー　女子1部　10ｋｍクラシカル 優勝 小島千香世（商3）

クロスカントリー　女子1部　5kmフリー・スプリント 優勝 山石沙也加（GR1）

女子1部3×5kmリレー 優勝 小島千香世(商4)・山石沙也加(GR2)・内田夢加(商2)

女子の部 総合優勝 ６連覇

体操競技部 個人 学生 関西学生体操選手権 新体操の部 男子総合 堀孝輔（(スポ健2) ２連覇

男子団体 優勝

女子団体 優勝

個人 男子個人 優勝 富山(理工4)

女子形 優勝 清水那月(スポ健3)

女子組手61kg 優勝 尾立佳菜子(商2)

団体 女子総合 優勝

個人 10ｍエアライフル女子立射60発 優勝 中口遥（スポ健3）

団体 10ｍエアライフル女子立射60発　団体 優勝 町田莉子（商1）・中口遥（スポ健3）・西川弥希（スポ健1）

10ｍS60W 優勝 西川弥希（スポ健1）

50ｍ3×40W 優勝 阿部有紗（スポ健3）

50m３×40W団体 優勝 中口遥（スポ健3）・阿部有紗（スポ健3）・天野愛理（経済4）

50mP60W 優勝 町田莉子（商1）・中口遥（スポ健3）・西川弥希（スポ健1）・阿部有紗（スポ健3）・天野愛理（経済4）

団体 団体総合 優勝 ４連覇

個人 中障害飛越競技B 優勝 田中蒼(商2）

団体 Lクラス障害飛越A団体 優勝 荒木梨花(商４）・伊藤千畝（社会1）・中村優太(商3）・尾崎洸紀（文３）・縄田雄飛(スポ健4）

個人 Mクラス障害飛越B 優勝 田中蒼(商2）

準硬式野球部 団体 学生 関西準硬式野球選手権 団体 優勝 ４連覇

卓球部 団体 学生 春季関西卓球学生リーグ 女子 優勝 全勝優勝

男子砲丸投げ 優勝 下坂啓（社会3）

男子十種競技 優勝 別宮拓実（スポ健3）

10000ｍW 優勝 杉山智香（スポ健3）

ソフトテニス部 団体 学生 関西学生春季リーグ 団体 優勝 ３連覇

空手道部 団体 学生 第56回西日本空手道選手権大会 女子団体 優勝

体操競技部 個人 学生 第68回西日本学生新体操選手権大会 個人総合 優勝 堀孝輔（スポ健2）

自動車部 個人 学生 平成30年度全関西学生自動車運転技術選手権大会 女子小型貨物の部 優勝 川端舞（生命3）

弓道部 個人 学生 第62回関西学生弓道選手権大会 女子個人 優勝 飯田成美（神3）

自由組演武男女有段の部 優勝 柴原優美香（スポ健3）・後藤拓真(心理2）

自由組演武女子二段 優勝 稲垣江梨花（スポ健2）・橋本実咲（同女2）

団体 団体演武の部 優勝

男子50ｍ自由形/100ｍ自由形 優勝 河野元斗（スポ健3）

男子100ｍ背泳ぎ 優勝 小林雄一郎（商4）

男子4×100メドレーリレー 優勝 小林雄一郎(商4）・鈴木仁也（政策4）・辻啓太（政策4）・河野元斗（スポ健4）

470級（同志社Ａチーム） 優勝

総合 優勝

10ｍＳ60Ｗ 優勝 西川弥希（スポ健1）

50ｍ3×40Ｗ 優勝 町田莉子（商1）

女子総合団体 優勝

50ｍ３×40Ｗ団体 優勝

10ｍＳ60Ｗ団体 優勝

団体

射撃部

空手道部 個人 学生 関西学生空手道個人選手権

馬術部 学生

水泳部 個人 学生 2017年度　第40回関西学生春季室内選手水泳競技大会

スキー部 学生 第88回全関西学生スキー選手権大会

４月

陸上競技

水泳部

５月

第56回少林寺拳法関西学生大会少林寺拳法部 学生
個人

ヨット部 団体 学生 近畿北陸学生ヨット夏季大会

関西学生ダートトライアル選手権学生

個人 学生 第95回関西学生陸上競技対校選手権（トラック＆フィールドの部）　

第6回関西学生チャンピオンシップ学生個人

自動車部

個人

団体

団体

第24回春季全関西女子学生ライフル射撃選手権大会

第26回西日本女子大学スポーツ射撃選手権大会

個人

団体 学生

学生
個人

全関西学生馬術大会

３月

射撃部

６月



10ｍＡＰ60Ｍ 優勝 佐藤匡哉（スポ健2）

10ｍＡＰ60Ｗ 優勝 西彩花（スポ健4）

平成30年度　西日本レスリング連盟 グレコローマン‐72ｋｇ級 優勝 為房虎太郎(法2）

フリースタイル‐97ｋｇ級 優勝 寶諸将人(商2）

関西学生賞典総合馬術大会 馬場馬術競技 優勝 縄田雄飛（スポ健4）

第 43 回 関西学生複合馬術大会 馬場馬術競技B 優勝 長野天祐（商1）

居合道部 団体 学生 第53回西日本居合道演武大会 大学対校団体 優勝

ソフトテニス部 個人 学生 西日本学生ソフトテニス選手権大会 ダブルス男子の部 優勝 三輪惇平(商2）・上岡俊介（スポ健1）

男子50ｍ自由形/100ｍ自由形 優勝 河野元斗（スポ健4）

男子200ｍ平泳ぎ 優勝 溝渕雄亮（スポ健2）

女子50ｍ自由形 優勝 石井千尋（スポ健2）

個人 女子 優勝 川合みなみ（政策3）

男子団体 優勝

女子団体 優勝

WK-１　500ｍ 優勝 佐藤友香（スポ健１）

JC-1　200ｍ/500ｍ 優勝 楽前雄大（経済1）

K-2　200ｍ 優勝 村野武広（スポ健3）・木村大翔（スポ健2）

一般男子エイト 優勝 櫻間達也他8名

一般男子舵手クォドブル 優勝 安藤優作（経済3）他3名

男子ジュニアクラス 優勝 津田朋輝（スポ健3）

女子ジュニアクラス 優勝 清水さつき（社会2）

女子エクセレントクラス 優勝 尾立佳菜子（商2）

第65回秋季関西学生ライフル射撃選手権 50ｍＰ60Ｍ 優勝 山口元気（理工4）

10ｍＳ60Ｗ 優勝 阿部有紗（スポ健3）

50ｍ3×40Ｗ/50ｍＰ60Ｗ 優勝 町田莉子（商1）

第15回秋季全関西学生ピストル射撃大会 10ｍＢＰＤＳ60Ｗ 優勝 足立利佐子（スポ健3）

個人 女子の部 優勝 寺内美優(理工4）

団体 女子団体の部 優勝 川端舞（生命3）・寺内美優(理工4）

団体 学生 470級 優勝

スナイプ級 優勝

フィギュアスケート部 個人 一般 近畿フィギュアスケート選手権 優勝 友野一希（スポ健２）

軟式野球部 団体 学生 関西六大学軟式野球秋季リーグ 優勝

K-2　500ｍ 優勝 村野武広（スポ健3）・木村大翔（スポ健2）

WK-2　500ｍ 優勝 中村(スポ1)・渡邊え(スポ4

WC-2 500m 優勝 宍戸(スポ4)・埋金(スポ2)

WK-4 500m 優勝

女子個人エペ 優勝 吉村(スポ3) ３連覇

男子個人エペ 優勝 二ノ宮(商2)

男子団体形 優勝

女子団体形 優勝

団体 男子の部 優勝

団体 女子の部 優勝

Ａ級1部女子（個人） 優勝 鈴木沙耶（商4）

Ａ級男子（団体） 優勝 笹原景一朗（商4）・時國隼輔（商3）

Ａ級女子（団体） 優勝 鈴木沙耶（商4）・安形静流（社会4）・小槙香穂（商3）

団体 関西六大学ソフトテニス秋季リーグ 優勝

個人 関西学生選抜インドアソフトテニス選手権 男子ダブルス 優勝 上岡俊介(スポ健1)・三輪惇平(商2)
ソフトテニス部 学生

自動車部 学生 全関西学生ダートトライアル選手権

平成30年度関西選手権主権競漕大会

自動車部 平成30年度第二回全関西ジムカーナ選手権大会

個人

第10回関西学生空手道オープントーナメント

８月

第24回秋季全関西女子学生ライフル射撃大会射撃 個人 学生

近畿北陸学生ヨット選手権大会団体戦ヨット部

個人 学生

平成30年度　西日本学生エアピストル射撃競技選手権個人

学生

第67回関西学生氷上選手権大会フィギュアスケート部 個人 学生

１１月

10月

空手道部 団体 学生 全関西大学空手道選手権

カヌー部 関西カヌースプリント選手権

フェンシング部 関西学生フェンシング選手権個人 学生

９月

レスリング部

馬術部

個人

個人 学生

第92回関西学生選手権学生水泳部

7月

団体
近畿学生トライアスロン選手権大会トライアスロン部 学生

第54回関西学生カヌー選手権大会カヌー部

ボート部

個人 学生

個人 学生

空手道部

射撃部

６月


