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月 クラブ 大会名 種別
個人
団体

部門・種目 戦績 氏名

フェンシング部 2019 ジュニア男子エペ フェンシングワールドカップ 東京大会 一般 個人 男子ジュニアエペ 出場 加藤　雅望 商 2

空手道部 空手1プレミアリーグ　パリ　2019 一般 個人 女子個人形 出場 清水　那月 スポ健 4

フィギュアスケート部 四大陸フィギュアスケート選手権 2019 一般 個人 男子 出場 友野　一希 スポ健 3

射撃部 ISSFワールドカップニューデリー大会 一般 個人 10mエアライフル女子/10mエアライフルミックス 出場 中口　遥 スポ健 4

空手道部 空手1プレミアリーグ　ドバイ　2019 一般 個人 女子個人形 出場 清水　那月 スポ健 4

フィギュアスケート部 第29回ユニバーシアード冬季競技大会 学生 個人 男子 出場 友野　一希 スポ健 3

平澤　輝龍 神 4

堀部　直壮 社会 4

田村　魁世 スポ健 2

空手道部 空手1シリーズA ザルツブルク　2019 一般 個人 女子個人形 出場 清水　那月 スポ健 4

水泳部 第9回OWSアジア選手権 一般 個人 女子5km 準優勝 山本　美杏 スポ健 1

射撃部 ISSFワールドカップ北京大会 一般 個人 10mエアライフル女子 出場 中口　遥 スポ健 4

トライアスロン部 第34回ヌメア国際トライアスロン大会 一般 個人 男子エリート 出場 西村　駿佑 法 3

空手道部 空手1プレミアリーグ　ラバト　2019 一般 個人 女子個人形 出場 清水　那月 スポ健 4

フェンシング部 2019　フェンシングワールドカップ アラブ首長国大会 一般 個人 女子エペ 出場 𠮷村　美穂 スポ健 4

個人 U21　WK2-200ｍ／U21　Mixed　K4-200ｍ 優勝 佐藤　友香 スポ健 2

個人 U21　Mixed　Relay-200ｍ 準優勝 佐藤　友香 スポ健 2

個人 U21　WK4-200ｍ 3位 佐藤　友香 スポ健 2

個人 U21　WK4-500ｍ 4位 佐藤　友香 スポ健 2

稲吉　渓太 商 2

田村　魁世 スポ健 2

和田　悠一郎 文情 2

射撃部 ISSFワールドカップミュンヘン大会 一般 個人 10mエアライフル女子／10mエアライフルミックス 出場 中口　遥 スポ健 4

フェンシング部 2019　フェンシング　アジア選手権大会 一般 個人 女子エペ 出場 𠮷村　美穂 スポ健 4

細川　朝香 スポ健 1

山嵜　舞子 スポ健 4

空手道部 空手1プレミアリーグ　上海　2019 一般 個人 女子個人形 出場 清水　那月 スポ健 4

フェンシング部 フェンシング世界選手権大会2019 一般 個人 女子エペ 出場 𠮷村　美穂 スポ健 4

射撃部 ISSFジュニアワールドカップズール大会 学生 個人 10mエアピストル60発男子 個人　ジュニア 出場 山口　航輝 ＧＲ 1

射撃部 第30回ユニバーシアード競技大会 学生 個人 10mエアライフル女子 出場 中口　遥 スポ健 4

ハンドボール部 第8回男子世界ユース選手権 学生 個人 男子U-19団体 出場 石濱　塁 文情 2

アーチェリー部 2019アジアカップ第2戦台北大会 一般 個人 リカーブ部門・女子 4位 安久　詩乃 心理 3

石井　柚奈 スポ健 2

井田　ほのか 心理 2

村田　奈穂 ＧＲ 2

男子ダブルス　U21 優勝 上岡　俊介 スポ健 2

男子団体 3位 上岡　俊介 スポ健 2

ソフトテニス部 第1回アジア大学ソフトテニス選手権大会 学生 個人 男子 準優勝 上岡　俊介 スポ健 2

スキー部 オーストラリア ナショナル チャンピオンシップ 一般 個人 フリースタイル 出場 新保　龍登 法 1

スキー部 FIS2019フリースタイルスキー・オーストラリアン・ニュージーランドカップ 一般 個人 フリースタイル 出場 新保　龍登 法 1

フィギュアスケート部 チャレンジャーシリーズ　ロンバルディアトロフィー 一般 個人 男子 出場 友野　一希 スポ健 3

女子団体形 優勝 清水　那月 スポ健 4

女子個人形 出場 清水　那月 スポ健 4

射撃部 ISSFワールドカップリオデジャネイロ大会 一般 個人 10mエアライフル女子 出場 中口　遥 スポ健 4

空手道部 空手1プレミアリーグ　モスクワ　2019 一般 個人 女子個人形 出場 清水　那月 スポ健 4

空手道部 第11回世界カデット・ジュニア＆アンダー21空手道選手権大会 一般 個人 U21個人形・組手 優勝 チネン　レイ明優 ＩＬＡ 2

山本　幸之介 商 4

清水　諒 経済 4

フィギュアスケート部 グランプリスケートアメリカ 一般 個人 男子 出場 友野　一希 スポ健 3

フェンシング部 2019　フェンシングワールドカップ　エストニア大会 一般 個人 女子エペ 出場 𠮷村　美穂 スポ健 4

フェンシング部 2019 ジュニア男子エペ フェンシングワールドカップ ラトビア大会 一般 個人 男子ジュニアエペ 出場 宿院　徳真 商 1

フィギュアスケート部 グランプリロステレコムカップ 一般 個人 男子 出場 友野　一希 スポ健 3

射撃部 第14回アジア選手権大会 学生 個人 ＡＲ６０Ｗ 出場 中口　遥 スポ健 4

12 フェンシング部 2019 ジュニア男子エペ フェンシングワールドカップ ギリシャ大会 一般 個人 男子ジュニアエペ 出場 宮川　恒 スポ健 1

山嵜　舞子 スポ健 4

細川　朝香 スポ健 1

一般 アーティスティックスイミング競技　デュエット　テクニカルルーティン 優勝 山嵜　舞子 スポ健 4

5 第1回全国ピストル射撃競技大会（U30) 一般 個人 10mエアピストル男子立射60発競技 個人 優勝 山口　航輝 ＧＲ 1

個人 50mライフル三姿勢120発競技 個人 優勝 町田　莉子 商 2

団体 50mライフル女子三姿勢120発競技 団体 優勝

埋金　楓 スポ健 3

佐藤　友香 スポ健 2

団体 WK-4　500ｍ 優勝

弓道部 第50回全日本学生弓道遠的選手権大会 学生 個人 女子の部　個人 優勝 向下　奈桜 神 2

水泳部 日本アーティスティックスイミングチャレンジカップ2019 フリーコンビネーション／チームテクニカルルーティン・フリールーティ
ン／ソロテクニカルルーティン 優勝 細川　朝香 スポ健 1

ボート部 第46回全日本大学選手権大会 学生 団体 男子舵手つきフォア 優勝

細川　朝香 スポ健 1

山嵜　舞子 スポ健 4

個人 三浦　凪砂 スポ健 1

個人 東田　茉莉瑛 法 4

射撃部 2019年 全日本学生スポーツ射撃選手権大会 学生 個人 10mエアピストル60発男子 個人 優勝 山口　航輝 ＧＲ 1

スピードスケート部 第92回日本学生氷上競技選手権大会ショートトラックスピードスケート競技 学生 個人 学校対抗　男子　500ｍ 優勝 丸山　凜太朗 経済 2

ソフトテニス部 第14回ソフトテニスジュニアジャパンカップ 学生 個人 U-20　男子　ダブルス 優勝 上岡　俊介 スポ健 2

自動車部 2019年度全日本学生自動車運転競技大会 学生 個人 小型乗用の部B　男子個人 優勝 辻田　航 文情 2
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学生

射撃部
第23回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会

カヌー部 第55回全日本学生カヌースプリント選手権大会

水泳部 第95回日本学生選手権水泳競技大会　マーメイドカップ2019 優勝学生

ヨット部 スナイプ級 優勝第28回全日本学生女子ヨット選手権大会

個人

優勝WK-2  200m

男子軽量級ダブルスカル 出場

アーティスティックスイミング競技　チーム　テクニカル
ルーティン／フリールーティン／ハイライトルーティン／
フリーコンビネーション

優勝

アーティスティックスイミング競技　　デュエット　フ
リールーティン

一般
第95回日本選手権水泳競技大会水泳部 個人

個人

ボート部 2019アジアボート選手権 一般 個人

第1回アジアジュニアソフトテニス選手権大会 学生 個人

個人 4位

水泳部 FINAワールドシリーズ第8戦スペインオープン2019 一般 個人 女子フリーコンビネーション 準優勝

個人 準優勝

カヌー部 2019年アジア−パシフィックスプリント大会 学生

【国際大会】

【全国優勝】

ラグビー部 ワールドラグビー　パシッフィク・チャレンジ2019 学生

ラグビー部 2019オセアニアU20チャンピオンシップ 学生

ラクロス部 第7回WORLD LACROSSE女子19歳以下世界選手権大会 学生

空手道部 空手1プレミアリーグ　東京　2019 一般

個人 出場

ソフトテニス部
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個人 男子7.8級クラス 準優勝 友野　一希 スポ健 3

団体 男子7.8級クラス 準優勝

スキー部 第92回全日本学生選手権スキー大会 学生 団体 女子１部　3×5km　リレー 3位

トライアスロン部 2018日本学生デュアスロン選手権大会 学生 個人 男子選手権 3位 西村　駿佑 法 3

個人 個人成績 3位 久保　恒一郎 経済 4

団体 団体成績 3位

フィギュアスケート部 第74回国民体育大会冬季大会 フィギュアスケート競技 一般 個人 成年男子 3位 笹原　景一朗 商 4

3 射撃部 平成30年度全日本ライフル射撃競技選手権大会 一般 個人 10mエア・ライフル女子60発競技 準優勝 中口　遥 スポ健 4

一般 アーティスティックスイミング競技　ソロ　テクニカルルーティン 4位 細川　朝香 スポ健 1

一般 アーティスティックスイミング競技　デュエット　フリールーティン 準優勝 細川　朝香 スポ健 1

スキー部 第38回東京都フリースタイルスキー選手権大会第2戦 一般 個人 男子 準優勝 新保　龍登 法 1

山本　幸之介 商 4

清水　諒 経済 4

10mエアピストル男子立射60発競技団体 3位

AP　MIXED　MATCH 4位

トライアスロン部 2019全日本大学トライアスロン選抜大会 学生 団体 学生選抜男子 4位

アーチェリー部 第54回全日本学生アーチェリー女子王座決定戦 学生 団体 リカーブ部門・女子 3位

陸上競技部 2019日本学生陸上競技個人選手権 学生 個人 女子10000mW 準優勝 外所　知紗 同女 3

空手道部 第63回全日本学生空手道選手権大会 学生 個人 女子個人形 準優勝 清水　那月 スポ健 4

日本拳法部 日本拳法第32回全国大学選抜選手権大会 学生 団体 4位

ソフトテニス部 第39回全日本大学ソフトテニス王座決定戦 学生 団体 男子 3位

50mライフル男女伏射60発競技 個人 3位 町田　莉子 商 2

50mライフル三姿勢120発競技 個人 準優勝 阿部　有沙 スポ健 4

10mエアライフル女子立射60発競技 団体 3位

MIXED TEAM 準優勝

自動車部 全日本ダートトライアル選手権大会 学生 個人 女子の部　個人 3位 宮岡　由実 理工 2

木村　大翔 スポ健 3

鈴木　海渡 スポ健 2

WK-1　200m 3位 五十嵐　結衣 スポ健 4

WK-1　500m 4位 佐藤　友香 スポ健 2

五十嵐　結衣 スポ健 4

佐藤　友香 スポ健 2

大学対抗戦　女子WK-4 500m 準優勝

女子総合 3位

C-4  1000m／C-1-Relay 4位

ソロ　フリールーティン 3位 細川　朝香 スポ健 1

デュエット　テクニカルルーティン／フリールーティン 準優勝 細川　朝香 スポ健 1

体操競技部 第71回全日本学生新体操選手権大会 学生 個人 新体操の部　男子個人種目別　決勝　リング・ロープ・クラブ 3位 堀　孝輔 スポ健 3

軟式野球部 第42回全日本大学軟式野球選手権大会 学生 団体 3位

アーチェリー部 第58回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 学生 個人 オリンピックラウンド・リカーブ部門・男子 4位 光永　嶺 商 3

ボート部 第46回全日本大学選手権大会 学生 団体 男子舵手なしフォア 4位

自動車部 全日本ジムカーナ選手権大会 学生 個人 男子の部　個人 4位 廣田　賢興 Ｇ・Ｃ 4

自転車競技部 第88回全日本自転車競技選手権大会トラック・レース 一般 団体 男子エリート　チーム・スプリント 4位

団体 男子C-4　500ｍ 3位

男子C-2　500ｍ 4位 伊藤　真大 スポ健 1

4位 佐藤　友香 スポ健 2

準優勝 佐藤　友香 スポ健 2

女子10000mW 3位 外所　知紗 同女 3

男子十種競技 4位 別宮　拓実 スポ健 4

女子10000mW 4位 杉山　智香 スポ健 4

水泳部 第95回日本学生選手権水泳競技大会　マーメイドカップ2019 学生 団体 アーティスティックスイミング競技　学校対抗 3位

学生 平井　德輝 社会 2

藤原　雄斗 心理 4

大前　裕也 経済 3

松尾　光暉 心理 4

ヨット部 第28回全日本学生女子ヨット選手権大会 団体 総合成績 準優勝

空手道部 第74回国民体育大会空手道競技 一般 個人 女子個人形 4位 清水　那月 スポ健 4

U20男子400mH 3位 山村　恵斗 スポ健 1

U20男子砲丸投 4位 草野　恒広 文情 1

50mライフル三姿勢120発競技 個人 4位 町田　莉子 商 2

10mエアライフル立射60発競技 個人 3位 饒平名　アリス 社会 1

10mエアライフル立射60発競技 個人 4位 中口　遥 スポ健 4

10mエアピストル60発女子 個人 3位 國松　美優 文情 2

10mエアピストル60発男子 個人 準優勝 工藤　湧士 商 4

10mエアピストル60発男子 個人 4位 佐藤　匡哉 スポ健 3

50mライフル三姿勢120発女子 団体 準優勝

10mエアライフル60発女子 団体 準優勝

女子総合団体 準優勝

体操競技部 第72回全日本新体操選手権大会 一般 個人 新体操の部　男子 - 個人総合成績・スティック・リング 3位 堀　孝輔 スポ健 3

ボクシング部 第74回国民体育大会 一般 個人 ボクシング競技会　成年男子　ウェルター級 3位 小林　将大 法 3

ゴルフ部 第74回国民体育大会・ゴルフ競技 一般 個人 3位 薮下　真衣 スポ健 3

自転車競技部 第74回国民体育大会・自転車競技 一般 個人 成年男子スプリント 4位 末廣　快理 商 3

成年女子5000mW 4位 外所　知紗 同女 3

成年男子400mH 準優勝 都　康炳 経済 4

ソフトテニス部 第74回国民体育大会(いきいき茨城ゆめ国体) 一般 個人 ソフトテニス競技成年男子 4位 上岡　俊介 スポ健 2

テニス部 第74回国民体育大会 一般 個人 テニス競技　成年女子団体 3位 伊藤　日和 スポ健 2
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準優勝

ヨット部 個人

射撃部 2019年 全日本学生スポーツ射撃選手権大会 第66回男子総合／第32回女子総合学生

個人

【全国大会】

射撃部 第1回全国ピストル射撃競技大会（U30) 一般 団体

団体

準優勝

第35回U20日本陸上競技選手権大会陸上競技部 一般 個人

第97回全日本選手権大会ボート部 一般 個人 男子軽量級ダブルスカル 準優勝

フィギュアスケート部 第91回日本学生氷上競技選手権大会 学生

水泳部 第95回日本選手権水泳競技大会 個人

陸上競技部 第74回国民体育大会陸上競技 一般 個人

ボードセイリング部 2018年度全日本学生ボードセーリング選手権大学対抗戦 学生

2019年度全日本学生ヨット個人選手権大会

スナイプ級

学生第23回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会

団体

第55回全日本学生カヌースプリント選手権大会 学生

個人

個人

470級

女子WK-2　200ｍ

陸上競技部 天皇賜盃第89回日本学生陸上競技対校選手権大会 学生 個人

射撃部

カヌー部

カヌー部 2019年度SUBARU日本カヌースプリント選手権大会 一般
個人

水泳部 日本アーティスティックスイミングチャレンジカップ2019 一般

団体

個人

準優勝

3位K-2 200m

WK-2　500m
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スピードスケート部 第92回日本学生氷上競技選手権大会ショートトラックスピードスケート競技 学生 団体 学校対抗　女子　3000mリレー 3位

ソフトテニス部 第14回ソフトテニスジュニアジャパンカップ 学生 個人 U-20　男子　シングルス 準優勝 上岡　俊介 スポ健 2

馬術部 第69回全日本学生賞典障害馬術競技大会 学生 団体 団体総合 準優勝

ボクシング部 第89回全日本ボクシング選手権大会 一般 個人 60Kg級 3位 増田　将 経済 3

女子乗用自動車の部 3位 宮岡　由実 理工 2

女子貨物自動車の部 準優勝 川端　舞 生命 4

団体 女子団体の部 3位

個人 女子個人戦 3位 宮岡　由実 理工 2

団体 女子団体戦 4位

カヌー部 全日本学生カヌースプリント長距離選手権 学生 個人 C-1　15000ｍ 3位 太田　向柊 スポ健 3

団体 男子団体形 3位

団体 女子団体形 準優勝

ラクロス部 第11回ラクロス全日本大学選手権大会 学生 団体 女子 準優勝

相撲部 第97回全国学生相撲選手権大会 学生 団体 団体戦Ａクラス 3位

総合成績 4位

クラス別団体総合成績　国際スナイプ級 準優勝

相撲部 第97回全国学生相撲選手権大会 学生 団体 団体戦Ａクラス 3位

3位 稲垣　江梨花 スポ健 3

3位 山本　奈七 スポ健 2

団体 女子団体の部 3位

12 日本拳法部 第64回全日本学生拳法選手権大会試合 学生 団体 3位

1部男子 優勝 笹原　景一朗 商 4

1部女子 優勝 鈴木　沙耶 商 4

スピードスケート部 第67回関西学生氷上競技選手権大会スピードスケート競技 学生 団体 学校対抗　女子　3000ｍリレー 優勝

女子　10km　フリー 優勝 渡辺　愛珠 商 4

女子クラシカル5km／女子　1.2km　スプリント 優勝 小島　千香世 商 4

女子　3×5km　リレー 優勝

女子総合成績 優勝

男子の部　個人 優勝 廣田　賢興 Ｇ・Ｃ 4

女子の部　個人 優勝 川端　舞 生命 4

団体 女子の部　団体 優勝

男子200m個人メドレー 優勝 尾崎　友樹 スポ健 4

女子100m平泳ぎ／女子200m平泳ぎ 優勝 阿部　渚 経済 4

第26回関西学生春季短水路公認記録会 男子200m個人メドレー 優勝 尾崎　友樹 スポ健 4

ラグビー部 2019 関西セブンズフェスティバル 学生 団体 優勝

ソフトテニス部 2019年度関西学生ソフトテニスシングルス選手権 学生 個人 男子 優勝 上岡　俊介 スポ健 2

男子400mメドレーリレー 優勝

男子800mフリーリレー 優勝

女子100mバタフライ／女子200m自由形 優勝 安達　未莉 社会 4

女子100m自由形 優勝 石井　千尋 スポ健 3

女子400ｍフリーリレー 優勝

女子400ｍメドレーリレー 優勝

体操競技部 第61回関西学生体操選手権大会 学生 個人 新体操の部　男子個人総合選手権・スティック・リング・クラブ 優勝 堀　孝輔 スポ健 3

軟式野球部 令和元年度関西六大学学生軟式野球連盟春季リーグ戦 学生 団体 優勝

空手道部 第53回関西学生空手道個人選手権大会 学生 個人 女子個人形 優勝 清水　那月 スポ健 4

ソフトボール部 第51回春季関西学生ソフトボールリーグ戦（女子） 学生 団体 1部リーグ 優勝

自転車競技部 第39回西日本学生選手権トラック自転車競技大会 学生 個人 女子スプリント／女子５００ｍタイムトライアル 優勝 松井　優佳 スポ健 2

空手道部 第57回西日本大学空手道選手権大会 学生 団体 女子団体組手 優勝

剣道部 第64回西日本学生剣道大会 学生 団体 男子団体 優勝

体操競技部 第69回西日本学生体操選手権大会 学生 個人
新体操の部　男子個人総合選手権の部・リング・ロー
プ・クラブ

優勝 堀　孝輔 スポ健 3

個人 男子小型貨物の部 優勝 辻岡　雄大 経済 3

男子の部　団体 優勝

2019年度第1回全関西ダートトライアル選手権大会 女子の部　団体 優勝

男子400mH 優勝 都　康炳 経済 4

男子3000mSC 優勝 山田　光希 スポ健 4

男子砲丸投 優勝 草野　恒広 文情 1

男子1部十種競技 優勝 別宮　拓実 スポ健 4

女子10000ｍW 優勝 外所　知紗 同女 3

ソフトテニス部 2019年度関西学生ソフトテニス春季リーグ戦 学生 団体 男子1部 優勝

男子200m個人メドレー 優勝 尾崎　友樹 スポ健 4

男子400m自由形 優勝 岡本　大雅 商 1

男子200m平泳ぎ 優勝 溝渕　雄亮 スポ健 3

団体 男子800mフリーリレー 優勝

女子100mバタフライ 優勝 安達　未莉 社会 4

女子100m平泳ぎ／女子200m平泳ぎ 優勝 阿部　渚 経済 4

女子50m自由形／女子100m自由形 優勝 石井　千尋 スポ健 3

団体 女子400mメドレーリレー 優勝

第66回春季全関西学生ライフル射撃選手権大会 学生 個人 10mエアライフル男子立射60発競技　個人 優勝 柴原　魁人 経済 1

50mライフル女子三姿勢120発競技 個人 優勝 町田　莉子 商 2

10mエアライフル女子立射60発競技　個人 優勝 中口　遥 スポ健 4

50mライフル女子三姿勢120発競技 団体 優勝

10mエアライフル女子立射60発競技 団体 優勝

女子総合団体 優勝

個人
10mエアピストル立射60発競技／10mビームピストルデジタ
ル男子立射60発競技 優勝 山口　航輝 ＧＲ 1

4

5

10

11

2019年度全日本学生自動車運転競技大会
個人

自動車部

2019年度全日本学生自動車連盟年間総合杯

学生

第26回関西学生春季短水路公認記録会 学生

団体

個人

団体

射撃部

第25回春季全関西女子学生ライフル射撃選手権大会

第14回春季全関西学生ピストル射撃競技大会

学生

個人

団体

陸上競技部 第96回関西学生陸上競技対校選手権大会 学生 個人

水泳部 第7回関西学生チャンピオンシップ水泳競技大会 学生

個人

個人

自動車部 2019年度第1回全関西ジムカーナ選手権大会 学生
個人

自動車部
全関西学生自動車運転技術競技選手権大会

学生
団体

水泳部
第41回学生春季室内選手権水泳競技大会

学生 個人

水泳部

少林寺拳法部 第53回少林寺拳法全日本学生大会 学生
個人 女子三段以上の部

スキー部 第89回全関西学生スキー選手権大会 学生

個人

団体

【関西・西日本】

フィギュアスケート部 第18回関西学生フィギュアスケート競技大会 学生 個人

11

2

3

空手道部 第63回全日本大学空手道選手権大会 学生

ヨット部 第84回全日本学生ヨット選手権大会 学生 団体
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団体 10mビームピストルデジタル男子立射60発競技 団体 優勝

令和元年度近畿 ライフル射撃選手権大会（大橋杯） 一般 個人 AR60W 優勝 西川　弥希 スポ健 2

居合道部 第36回西日本学生居合道演武大会 学生 団体 大学対抗試合 優勝

第30回西日本学生ライフル射撃選手権大会 10mエアライフル立射60発競技 個人 優勝 柴原　魁人 経済 1

2019年度西日本学生ピストル射撃競技大会 10mエアピストル男子立射60発競技 個人 優勝 山口　航輝 ＧＲ 1

50mライフル女子三姿勢120発競技 個人 優勝 町田　莉子 商 2

10mエアライフル女子立射60発競技 個人 優勝 中口　遥 スポ健 4

50mライフル女子三姿勢120発競技 団体 優勝

10mエアライフル女子立射60発競技 団体 優勝

女子総合団体 優勝

續木　茄可 社会 3

三浦　匠 スポ健 2

松尾　光暉 心理 4

大前　裕也 経済 3

令和元年度近畿北陸学生ヨット夏季大会 団体 国際470級 優勝

ボードセイリング部 2019年度関西選手権第一戦 学生 個人 優勝 中村　幸太郎 政策 3

個人 学生賞典障害飛越競技 優勝 武道　芙紀 スポ健 1

団体 団体総合 優勝

ボート部 関西選手権競漕大会 一般 団体 女子舵手つきクォドルプル 優勝

女子100m平泳ぎ／女子200m平泳ぎ 優勝 阿部　渚 経済 4

女子50m自由形／女子100m自由形 優勝 石井　千尋 スポ健 3

女子400m自由形／女子800m自由形 優勝 山本　美杏 スポ健 1

女子100mバタフライ 優勝 國友　芙緒 スポ健 1

女子400mフリーリレー 優勝

女子800mフリーリレー 優勝

女子400mメドレーリレー 優勝

近畿学生選手権男子の部 優勝 西村　駿佑 法 3

近畿学生選手権女子の部 優勝 川合　みなみ 政策 4

近畿学生選手権男子　団体戦 優勝

近畿学生選手権女子　団体戦 優勝

上岡　俊介 スポ健 2

三輪　惇平 商 3

フィールド世界選手権ラウンド・リカーブ部門・女子 優勝 池谷　千晶 心理 3

フィールド世界選手権ラウンド・リカーブ部門・男子 優勝 大隅　一樹 社会 3

男子の部　個人 優勝 廣田　賢興 Ｇ・Ｃ 4

女子の部　個人 優勝 宮岡　由実 理工 2

男子の部　団体 優勝

女子の部　団体 優勝

ソフトテニス部 令和元年度関西学生ソフトテニス秋季リーグ戦 学生 団体 男子1部 優勝

第66回秋季全関西学生ライフル射撃選手権大会 学生 個人 10mエアライフル男子立射60発競技 個人 優勝 柴原　魁人 経済 1

個人 50mライフル女子三姿勢120発競技 個人 優勝 町田　莉子 商 2

50mライフル女子三姿勢120発競技 団体 優勝

10mエアライフル女子立射60発競技 団体 優勝

女子総合団体 優勝

個人
10mエアピストル男子立射60発競技／10mビームピストルデ
ジタル男子立射60発競技

優勝 佐藤　匡哉 スポ健 3

10mビームピストルデジタル男子立射60発競技 団体 優勝

10mビームピストルデジタル女子立射60発競技 団体 優勝

総合 優勝

国際470級 優勝

国際スナイプ級 優勝

個人 女子サーブル 優勝 植村　咲香 スポ健 2

団体 男子エペ団体 優勝

個人 女子の部　個人 優勝 宮岡　由実 理工 2

団体 女子の部　団体 優勝

男子砲丸投 優勝 草野　恒広 文情 1

男子円盤投 優勝 北村　将也 スポ健 3

グレコローマンスタイル67kg級 優勝 岩本　巧 商 4

フリースタイル70kg級 優勝 佐長　拓未 スポ健 1

男子団体形 優勝

女子団体形 優勝

フィギュアスケート部 第45回西日本フィギュアスケート選手権大会 一般 個人 男子 優勝 友野　一希 スポ健 3

軟式野球部 第36回西日本大学軟式野球選手権大会 学生 団体 優勝

ボート部 第30回関西学生秋季選手権 学生 個人 男子シングルスカル 優勝 山田　倭正 法 3

フィギュアスケート部 第68回関西学生氷上競技連盟選手権大会フィギュア競技 学生 個人 A級1部女子 優勝 籠谷　歩未 商 1

ラクロス部 第30回記念 関西学生ラクロスリーグ戦 学生 団体 女子 優勝

ソフトテニス部 関西六大学ソフトテニス秋季リーグ戦 学生 団体 男子団体 優勝

男子　50m　背泳ぎ／男子　100m　背泳ぎ 優勝 芝　洸太 文情 3

女子　50m　自由形 優勝 石井　千尋 スポ健 3

ヨット部 令和元年度近畿北陸学生ヨット秋季大会 学生 団体 470級 優勝

女子個人 優勝 宮岡　由実 理工 2

男子個人 優勝 廣田　賢興 Ｇ・Ｃ 4

団体 女子団体 優勝

12 ボードセイリング部 2019年度関西選手権第三戦 学生 個人 レディースの部 優勝 芝原　江理香 文 3

5

6

7

7

8

9

10

11

自動車部 2019年度全関西学生自動車連盟総合杯 学生
個人

空手道部 第62回全関西大学空手道選手権大会 学生 団体

個人

水泳部 第13回関西学生冬季公認記録会 学生 個人

レスリング部 令和元年度西日本学生レスリング選手権大会 学生 個人

自動車部 2019年度第2回全関西ダートトライアル選手権大会 学生

陸上競技部 2019関西学生陸上競技種目別選手権大会 学生

ヨット部 令和元年度近畿北陸学生ヨット選手権大会 学生 団体

フェンシング部 第69回関西学生フェンシング選手権大会 学生

射撃部

第25回秋季全関西女子学生ライフル射撃選手権大会

第16回秋季全関西学生ピストル射撃競技大会

学生

団体

団体

アーチェリー部 第42回関西個人アーチェリーフィールド選手権大会 学生 個人

自動車部 2019年度第2回全関西ジムカーナ選手権大会 学生

個人

団体

トライアスロン部 2019近畿学生トライアスロン選手権 学生

個人

団体

水泳部 学生

個人

団体

第55回関西女子学生選手権水泳競技大会

会第55回関西女子学生選手権水泳競技大会

優勝

優勝

馬術部 第54回関西学生賞典障害馬術大会 学生

ヨット部
令和元年度近畿北陸学生ヨット選手権個人戦

学生
個人

国際470級

国際スナイプ級

射撃部

第14回春季全関西学生ピストル射撃競技大会

学生

優勝ソフトテニス部 令和元年西日本学生ソフトテニス選手権大会 学生 個人 男子

射撃部

第27回西日本女子学生ライフル射撃選手権大会

学生

個人

団体


