
2015年度体育会戦績（４月～３月）

2016/03/7現在

【世界】

月 クラブ 種目 成績 氏名

4月 ラグビー部 アジアラグビーチャンピオンシップ（韓国　仁川） 優勝 松井千士(スポ健3） 日本代表メンバー

女子200ｍ自由形 第5位

女子4×200ｍリレー 第3位

ラクロス部 第6回FIL女子19歳以下世界選手権大会 第6位 野尾明日佳（経2）

９月 ジュニアワールドカップハンガリー大会 女子エペ 白峰杏美（スポ健2）

高円宮牌フェンシングワールドカップ2015 フルーレ 西村拓也

女子フルーレ 藤山雪恵（スポ健3）

ラグビー部 アジアラグビーセブンズシリーズ 7人制 優勝 松井千士(スポ健3）

8月～10月 山岳部 極西ネパール　Aichyn峰（6055ｍ） 初登頂 仙田裕樹（理工4）・斎藤慎太郎（文4）・高伽耶（文4）・玉置悠人（経4）・宇野悠真（経2）

１２月 卓球部 団体 準優勝 政本ひかり（社2）

第５位 田邉雄史（スポ健１）

第６位 榎本凌太（商３）

第８位 廣瀬郁也(神１)

【全国】

月 クラブ 個人／団体 クラス 種目 成績 氏名

５月 トライアスロン部 個人 学生 アクアスロン 優勝 稲葉大友（スポ健2）

団体 学生 K-4×1000ｍ 後藤秀平（スポ健3）・元起大智（スポ健4）・木島聡則（法4）・山口慈英（法3）

ペア WK-2 200m 山本結花（スポ健2）・宍戸美華（スポ健1）

個人 K-1×1000ｍ 後藤秀平（スポ健3）

ヨット部 ペア 学生 スナイプ級 優勝 山田剛士（商4）・北原洋（政策3）

アーチェリー部 個人 学生 リカーブ男子 優勝 小笠原奨悟（商1）

自動車部 個人 一般 Ｎ1クラス 優勝 仲健太郎（経3）

馬術部 団体 学生 団体 優勝 品川皇王（商4）・住岡崇（スポ健4）・杉本葵生（商1）・荒木梨花（商1） 23年ぶり

学生

１２月 空手道 個人 一般 第43回全日本空手道選手権大会 組手女子団体戦 優勝 東海志保（スポ健3） 京都府代表メンバーとして

５月 水泳部 個人 一般 400ｍ自由形 第3位 高野綾（スポ健4）

フェンシング部 団体 学生 男子フルーレ 西村拓也（商4）・立岡篤人（商3）・古田唯一郎（商2）・高木俊也（心理2）

男子サーブル 岩澤弘樹（心理3）・高木俊也（心理2）・片岩準（商2）・西村拓也（商4）

女子フルーレ 第3位 堀茜音（文3）・大嶋沙季（商3）・藤山雪恵（スポ健3）

アーチェリー部 団体 学生 男子団体 準優勝 上山翔（社4）・小笠原奨悟（商1）・小川哲生（スポ健1）・若山佳将（スポ健3）

射撃部 個人 学生 50ｍ3×20Ｗ個人 準優勝 鵜飼風音(文情2）

卓球部 団体 学生 女子団体 準優勝 高橋真梨子（商4）・浜畑保菜美（商4）・成本綾海（商3）・政本ひかり（社2）

ボードセイリング部 個人 一般 男子 第3位 野田雄大（文4）

ソフトテニス部 団体 学生 男子団体 準優勝

軟式野球部 団体 学生 準優勝

馬術部 個人 学生 JEFヤングライダー馬場馬術 準優勝 清水晶子（スポ健1）

ゴルフ部 個人 学生 ４位 坂下　莉翔子（社４）

K-2×1000ｍ・K-2 200m 後藤秀平（スポ健3）・元起大智（スポ健4）

Ｃ-2×200ｍ 橋本雅都（スポ健3）・亀谷智哉（スポ健2）

Ｃ-4×1000ｍ 橋本雅都（スポ健3）・田中優作（社3）・森一樹（理工3）・亀谷智哉（スポ健2）

個人 ＪＣ－１　200ｍ 第3位 井上啓介（法1）

大会名

第28回ユニバーシアード競技大会
７月

ジャパンオープン２０１５

第54回全日本学生アーチェリー男子王座決定戦

第11回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会

全日本大学総合卓球選手権大会

テクノ293ジャパンカップ2015

全日本大学対抗ソフトテニス学生選手権大会

2015全日本学生ヨット個人選手権大会

第54回全日本学生アーチェリー個人選手権大会

全国JAFCUPダートトライアル選手権

水泳部

フェンシング部

水泳部

カヌー部

居合道部

日本代表メンバー

11月

トライ王　リオオリンピック出場権獲得

細川莉瑚（スポ健2）・川本美聡（スポ健2）・早川佳那（スポ健2）・石山紗江（社3）・
大東未來（スポ健2）

優勝

ワールドカップイタリア大会

大会名

第１回日本学生アクアスロン選手権大会

第７回学生シンクロ競技大会（マーメイドカップ） シンクロ

高野綾（スポ健4）※女子4×100ｍリレーメンバー入りだが出場なし

優勝

第51回全日本学生カヌースプリント選手権大会

日本代表メンバーフィンランドオープン

カヌー部 第51回全日本学生カヌースプリント選手権大会

団体の部

第65回全日本学生章典障害飛越競技大会

2015年度日本女子学生ゴルフ選手権競技

茶山斉範(理工4）・松本恵李那(生命4）・山本裕(文4）・高雄昌大(法3）・川本卓範
(政策２）・樋上佳孝（生命4）・田中寛子（生命2）

優勝

第65回全日本学生フェンシング王座決定戦
第4位

準優勝

第32回全日本ジュニア馬場馬術大会2015

第30回全日本学生居合道大会

第38回全国大学学生軟式野球選手権大会

２月 ペトロ・シラコフ＆イアン・イエリフ国際大会 個人

学生

レスリング部

８月

９月

11月

６月

７月

８月

団体

団体

団体
学生
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K-2 200m 第3位 木島聡則（法4）・川野好真（経3）

WK-2　500m 山本結花（スポ健2）・宍戸美華（スポ健1）

WK-4　500m 竹中依里（商3）・山本結花（スポ健2）・宍戸美華（スポ健1）・渡邉えみ里（スポ健1）

Ｋ－１　４×500ｍリレー 木島聡則（法4）・後藤秀平（スポ健3）・元起大智（スポ健4）・細川健吾（スポ健3）

Ｃ－１　４×500ｍリレー 亀谷智哉（スポ健2）・橋本雅都（スポ健3）・田中優作（社3）・柘植厚史（スポ健4）

ＷＫ－１　４×500ｍリレー 渡邉えみ里（スポ健1）・山本結花（スポ健2）・宍戸美華（スポ健1）・河村陽葉（商3）

個人 ＷＫ－１　200ｍ 渡邉えみ里（スポ健1）

相撲部 個人 学生 85キロ未満級 第3位 猿渡亜斗武（社2）

水泳部 個人 学生 第91回日本学生選手権水泳競技大会 男子200ｍ背泳ぎ 第3位 西村駿弥(商3）

日本拳法部 個人 一般 一般女子の部 第4位 谷南奈実（商1）

トライアスロン部 団体 学生 チームＴＴ 優勝 田中敦士（理工4）・原田晋（理工3）・山本幸知（理工3）

テニス部 団体 学生 男子団体 第4位

卓球部 ペア 学生 女子ペア 第4位 高橋真梨子（商4）・浜畑保菜美（商4）

射撃部 団体 学生 女子総合団体 準優勝 安井美紗貴（スポ健4）・鈴木幸子（経4）・鵜飼風音（文情２）・天野愛理（経1）

日本拳法部 個人 学生 個人 第3位 モーリスはなこ（商2）・谷南奈実（商1） ※3位決定戦が無かったため2人とも3位

ゴルフ部 個人 学生 個人 準優勝 坂下莉翔子（社4）

卓球部 個人 学生 個人 準優勝 高橋真梨子（商4）

陸上競技部 個人 第31回日本ジュニア陸上競技選手権大会 男子100ｍ 第4位 渡曾元貴（スポ健1）

個人 個人 第3位 品川皇王（商4）

個人 個人 第4位 荒木梨花（商1）

団体 女子団体演武の部 第3位

個人 立会評価法女子重量級の部 第4位 藤木彩乃（法3）

総合 第3位

国際スナイプ級・国際470級 第4位

レスリング部 個人 学生 全日本大学レスリング選手権 86キロ級 第3位 榎本凌太（商3）

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 メンズの部 第4位 大森上総（経3）

日本拳法部 団体 学生 第60回全日本学生拳法選手権大会 女子の部 第3位 高橋美樹（商4）・駒井遥香（スポ健3）・モーリスはなこ（商2）・谷南奈実（商1）

空手道部 団体 学生 第59回全日本大学空手道選手権大会 男子団体形 準優勝 仲谷陸（スポ健3）・年代海里（商3）・宮原泰成（スポ健3）・西山走（スポ健2）

林大喜（スポ健4）・井原陽平（商3）

西森一貴（スポ健3）・北谷健二郎（スポ健2）

射撃部 個人 一般 平成27年度全日本選抜ライフル射撃競技大会 10ｍＡＲＳ40Ｗ 第4位 鵜飼風音（文情2）

個人 学生 第12回全日本学生選抜卓球選手権大会 女子シングルス 第3位 高橋真梨子（商4）

1月 個人 一般 平成27年度全日本卓球選手権大会 混合ダブルス 準優勝 高橋真梨子（商4）

個人 第３位 堀内保大(院1)

団体 団体 第４位 堀内保大(院1)

団体 女子リレー 準優勝 高木毬衣（スポ健4）・菅井千穂（商3）・杉山真理（スポ健4）

個人 女子１０ｋｍクラシカル 第４位 高木毬衣（スポ健4）

ボードセイリング部 団体 学生 全日本学生ボードセイリング選手権 団体戦 第４位 小松正直(法4）・足立歩輝（商4）・鈴木雅人（経4）・大森上総（経3）・西上実彩子（同女3）

【西日本】

５月 レスリング部 団体 学生 西日本学生レスリング春季リーグ戦 団体 優勝

ソフトテニス部 ダブルス 学生 西日本学生ソフトテニス選手権大会 男子ダブルス 優勝 林大喜（スポ健4）・井原陽平(商3）

８月 バドミントン部 ペア 学生 第55回西日本学生バドミントン選手権大会 女子ダブルス 優勝 岸田洋子（社4）・深川星慧（商4）

１０月 居合道部 個人 学生 第26回西日本学生居合道選手権大会 優勝 茶山斉範(理工4）

スキー部

相撲部６月 第89回西日本学生相撲選手権大会 団体戦 優勝

居合道部 第32回西日本学生居合道演武大会 団体 優勝

全日本学生スキー選手権大会

男子ダブルス 第3位第49回全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会

カヌー部 第51回全日本学生カヌースプリント選手権大会

ソフトテニス部

卓球部

第4位

２季連続１６度目優勝

11年ぶりの優勝

大会五連覇

42年ぶり

寺本昴平（社4）・青山将志（商3）・北村祐志郎（社1）・大喜多亨祐（法4）・高橋大和
（法2）・猿渡亜斗武（社2）

全国学生相撲個人体重別選手権大会

第49回少林寺拳法全日本学生大会

第65回全日本学生賞典障害飛越競技大会

第80回全日本学生ヨット選手権記念大会

茶山斉範(理工4）・松本恵李那(生命4）・山本裕(文4）・高雄昌大(法3）・竹岡壮樹
（GR３）・山岸勇輝(文情３　・山本美夏(理工３）・川本卓範(政策２）

第28回全日本拳法女子個人選手権大会

日本学生スプリントトライアスロン選手権兼トライアスロン・チームタイムトライアル選手権

全日本学生デュアスロン大会学生

学生

ヨット部

馬術部

少林寺拳法部

全日本大学対抗テニス王座決定試合

全日本学生総合卓球選手権大会

第28回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会

全日本学生拳法個人選手権大会

第18回朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権

全日本学生総合卓球選手権大会（個人の部）

学生

学生

学生

学生

トライアスロン部

１１月

２月

３月

７月

８月

９月

１０月

ペア

団体

団体

ダブルス

団体

団体

学生

学生

学生
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フリースタイル80キロ級 優勝 榎本凌太（商3）

フリースタイル97キロ級 優勝 廣瀬郁也（商1）

フリースタイル65キロ級 優勝 田邉雄史（スポ健1）

【関西】

月 クラブ 個人／団体クラス 種目 成績 氏名

男子団体 西村拓也（商4）・立岡篤人（商3）・古田唯一郎（商2）・高木俊也（心理2）

女子団体 堀茜音（文3）・大嶋沙季（商3）・藤山雪恵（スポ3）・白峰杏実（スポ2）・山根令（法2）

フェンシング部 団体 学生 第65回関西学生フェンシングリーグ戦（サーブル） 男子団体 優勝 岩澤弘樹（心理3）・高木俊也（心理2）・片岩準（商2）

団体 総合優勝・Lクラス障害飛越競技団体A 杉本葵生（商1）・吉川京太（商3）・縄田雄飛（スポ健1）・荒木梨花（商1）

個人 Mクラス障害飛越競技D 品川皇王（商4）

個人 Mクラス障害飛越競技B 杉本葵生（商1）

女子100ｍ自由形・女子200ｍ自由形 高野綾（スポ健4）

女子400ｍ自由形 吉岡理紗（スポ健2）

女子200ｍバタフライ 末吉萌（スポ健1）

男子200ｍ自由形 加藤雄大（商3）

男子100ｍバタフライ 澁谷亮磨（スポ健3）

男子100ｍ背泳ぎ 西村駿弥（商3）

男子1500ｍ自由形 三浦康弘（スポ健3）

男子200ｍ個人メドレー 蟹由恭平（商1）

男子400ｍ個人メドレー 蟹由恭平（商2）

男子400ｍメドレーリレー 西村駿弥（商3）・河島渉（社1）・澁谷亮磨（スポ健3）・西能正剛（経4）

男子400ｍフリーリレー 西村駿弥（商3）・西能正剛（経4）・福原賢二（商2）・河野元斗（スポ健1）

男子800ｍフリーリレー 西村駿弥（商3）・西能正剛（経4）・加藤雄大（商3）・蟹由恭平（商2）

ソフトテニス部 ペア 学生 関西学生ソフトテニス選手権大会 男子ペア 優勝 萩原聖哉（スポ健4）・山本祐輝（商3）

軟式野球部 団体 学生 関西六大学軟式野球春季リーグ戦 優勝

準硬式野球部 団体 学生 第6７回関西地区大学準硬式野球選手権大会 優勝

10ｍBPDS40W 西彩花（スポ健1）

10ｍBPDS40W団体 西彩花（スポ健1）・家高郁子(法3）・奥田有香(心理3）

男子走り高跳び 井戸田峻（スポ健3）

女子800ｍ 山崎菜月（スポ健2）

男子400ｍハードル 上野晃平（理工3）

馬術部 個人 学生 第50回全関西学生馬術大会 馬場馬術競技L1 優勝 稲葉理佐（生命4）

個人 単独演武有段の部 森川慈仁（スポ健1）

組 自由組演武女子初段の部 竹林万由子(商3）・山田麻理亜(社3）

団体 団体演武の部
奥西喜一（法4）・宮下直也（政策4）・東谷拓郎（法4）・上村直矢（法4）・井上陸（ス
ポ健3）・麻生川龍（経3）・山本一貴（経3）・田中翔（スポ健2）

組 自由組女子二段以上の部 森安理紗(法3）・藤木彩乃(法4）

女子100ｍ自由形・女子200ｍ自由形 高野綾（スポ健4）

女子800ｍ自由形 吉岡理紗（スポ健2）

女子200ｍバタフライ 末吉萌（スポ健1）

男子100ｍバタフライ 澁谷亮磨（スポ健3）

男子100ｍ背泳ぎ 西村駿弥（商3）

男子400ｍ自由形・男子400ｍ個人メドレー 蟹由恭平（商2）

関西学生陸上競技選手権大会

第3回関西学生チャンピオンシップ水泳競技大会

第3回関西学生チャンピオンシップ水泳競技大会

全関西学生馬術大会

平成２７年度春季関西学生卓球リーグ戦

榎本凌太（商3）・平野翼（文情3）・和智健悟（神3）・光永賢弘（商2）・田邉雄史（ス
ポ健1）・萩本龍（商1）・廣瀬郁也（神1）

優勝

高橋真梨子（商4）・浜畑保菜美(商4）・成本綾海（商4）・清水愛（スポ健3）・近藤愛
子（分情３）・政本ひかり(社2）・乙井麻帆(商1）

優勝女子団体卓球部

少林寺拳法関西学生大会少林寺拳法部

優勝

優勝

第65回関西学生フェンシングリーグ戦（フルーレ）

大会名

優勝

優勝

春季全関西学生ライフル選手権大会

西日本学生レスリング選手権大会

射撃部

陸上競技部

フェンシング部

馬術部

水泳部

水泳部

レスリング部

１２月 西日本学生秋季リーグ戦 団体 優勝

優勝

優勝

アベック優勝11年ぶり

２５年ぶり

２８年ぶり

３季連続　春秋連覇

４年ぶり

４年ぶり７度目

2連覇

4連覇

200ｍ関西新記録

水泳部 関西学生選手権

４月

10月

優勝

５月

５月

７月

学生

学生

学生

学生

学生

個人

団体

団体

個人

団体

団体

個人

個人

個人

学生

学生

学生

学生

学生



2015年度体育会戦績（４月～３月）

男子400ｍフリーリレー 西能正剛（経4）・加藤雄大（商3）・澁谷亮磨（スポ健3）・西川徹（商4）

男子400ｍメドレーリレー 西能正剛（経4）・澁谷亮磨（スポ健3）・西村駿弥（商3）・小野應（スポ健3）

男子800ｍフリーリレー 西川徹（商4）・西能正剛（経4）・加藤雄大（商3）・蟹由恭平（商2）

女子800ｍフリーリレー 高野綾（スポ健4）・國廣紀子（文情3）・水谷利花子（スポ健1）・吉岡理沙（スポ健2）

個人 関西学生馬術選手権大会 優勝 住岡崇（スポ健4）

個人 第50回関西学生賞典障害馬術大会 障害飛越 優勝
品川皇王（商4）・住岡崇（スポ健4）・杉本葵生（商1）・荒木梨花（商1）・柳井万由子
（スポ健2）・吉川京太（商3）

個人 K-1×1000ｍ 後藤秀平（スポ健3）

ペア K-2×1000ｍ 後藤秀平（スポ健3）・元起大智（スポ健4）

団体 K-4×1000ｍ 後藤秀平（スポ健3）・元起大智（スポ健4）・木島聡則（法4）・山口慈英（法3）

団体 K-1　4×500ｍリレー 後藤秀平（スポ健3）・元起大智（スポ健4）・木島聡則（法4）・山口慈英（法3）

ペア K-2×500ｍ 後藤秀平（スポ健3）・元起大智（スポ健4）

個人 Ｃ-1×500ｍ 橋本将都（スポ健3）

ペア WK-2×500 山本結花（スポ健2）・宍戸美華（スポ健1）

JEF馬場馬術競技L1 稲葉理佐（生命4）

障害飛越競技A 福島星香（スポ健3）

個人 学生 優勝 住岡崇（スポ健4）

リカーブ女子 山田実央（スポ健3）

リカーブ男子 小川哲生（スポ健1）

空手道部 個人 学生 女子シニアクラス 優勝 花岡奏枝（商4）

ソフトテニス部 団体 学生 関西学生ソフトテニス秋季リーグ戦 男子団体 リーグ優勝
西森一貴（スポ健3）・上岡弘人（商2）・井原陽平（商3）・北原祐輝（商3）・新子徹（ス
ポ健1）・岩佐和博（スポ健2）・山本祐樹（商3）・　　　　　樫本泰直（商2）・真野文暁
（スポ健1）

10mDPS40M 海老名春興（GM3)・白鳥航介(商2)・川瀬敬介（経2）

10mDPS40W 奥田有香（心理4）・西彩花（スポ健1）・杠明香里（スポ健1）

軟式野球部 団体 学生 リーグ優勝
御囲友貴（商3）・坂純也（社3）・小林智之（経3）・寺川耕平（政策2）・奥俊吾（法3）・
宮木裕之（商2）・石田隼人（商2）・牛尾幸博（スポ健3）　　・山口達也（商2）

個人 （女子カヤック部門）WK-1  500m 宍戸美華（スポ健1）

個人　 （カヤック部門）K-1　1000m 後藤秀平（スポ健3）

ペア （カヤック部門）K-2   1000m 後藤秀平（スポ健3）・川野好真（経3）

団体 （カナディアン部門）C-4   1000m 平井飛勇（スポ健2）・亀谷智哉（スポ健2）・川嶋航大（社1）・矢野優太（スポ健1）

空手道部 団体 学生 男子団体形 優勝 仲谷陸（スポ健3）・年代海里（商3）・宮原泰成（スポ健3）・西山走（スポ健2）

男子走り高跳び 境内航（スポ健2）

女子300ｍSC 森本茉佑（心理3）

ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ部 個人 2015近畿フィギュアスケート選手権大会 選手権　男子 優勝 磯崎大介（心理4）

自動車部 個人 2015年度第2回全関西ダートトライアル選手権大会 男子個人 優勝 仲健太郎（経3）

フェンシング部 個人 学生 関西学生フェンシング選手権大会 男子フルーレ個人 優勝 西村拓也（商4）

11月 ソフトテニス部 団体 学生 第132回関西六大学秋季リーグ戦 （全勝）優勝

ラグビー部 団体 学生 関西学生Ａリーグ 15人制 優勝

組 自由組演武白緑帯の部 田尻曜子（法1）・武内悟（理工1）

組 自由組演武男子茶帯の部 野々垣文悠（理工2）・山崎千恵（商2）

組 自由組演武女子初段の部 竹林万由子（商3）・山田麻理亜（社3）

個人 運用法男子中量級の部 麻生川龍（経3）

10キロフリー女子

５キロクラシカル女子

スプリント女子 小島千香世(商1)

団体 女子団体 髙木毬衣（スポ健4）・杉山真理(スポ健4)・山北優希(商4)・松下紗英(心理4)・菅井千穂(商3)・森朝香(社2)・小島千香世(商1)最終日待たずして女子総合４連覇決定

９月

７月

髙木毬衣（スポ健4）

第86回全関西学生スキー選手権大会スキー部 学生 優勝

第47回関西学生自馬馬術大会

第36回関西学生フィールドアーチェリー選手権大会

第12回秋季全関西学生デジタルスポーツピストル選手権大会 優勝

優勝カヌー部

第58回全関西大学空手道選手権大会

馬術部

優勝

優勝

優勝

第52回関西カヌースプリント選手権大会

カヌー部 第51回関西学生カヌー選手権大会

馬術部

アーチェリー部

射撃部

関西六大学軟式野球秋季リーグ戦

第７回関西学生空手道オープントーナメント

第53回関西学生馬術選手権大会

陸上競技部 2015関西学生陸上競技種目別選手権大会

今村雄一（文3）・山田麻理亜（社3）・高橋優太（文1）・竹林万由子（商3）・山崎千恵
（商2）・二木遥香（経1）・森安理紗（法3）・北村真彩（商1）

優勝少林寺拳法部

団体演武の部

2015年度少林寺拳法関西学生新人大会

優勝

大会新

大会新

大会新

2季ぶり5戦全勝優勝

創部2度目の全勝優勝

水泳部 関西学生選手権

8季ぶり42度目

優勝

８月

１０月

１２月

３月

団体

個人

個人

団体

個人

団体

個人

学生

学生

学生

学生

学生

学生

学生

学生

学生


