
体育名誉賞データ

年度 区分 名 氏名 学部 学 試合・種目
2016 団体 庭球 第70回全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子団体：優勝
2016 団体 庭球 第52回全日本大学対抗テニス王座決定試合 女子団体：優勝
2016 団体 漕艇 第43回全日本大学選手権大会 女子総合：優勝
2016 団体 柔道 第25回全日本学生柔道優勝大会 女子3人制：優勝
2016 団体 スキー 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 男子総合：優勝
2016 団体 ア式蹴球 第25回全日本大学女子サッカー選手権大会 サッカー：優勝
2016 団体 卓球 第86回全日本大学総合卓球選手権大会 女子部門：優勝
2016 団体 ヨット 第81回全日本学生ヨット選手権大会 総合：優勝
2016 団体 フェンシング 第66回全日本学生フェンシング王座決定戦 女子エペ団体：優勝
2016 団体 軟式庭球 第36回全日本大学ソフトテニス王座決定戦 男子ソフトテニス：優勝
2016 団体 軟式庭球 第70回文部科学大臣杯全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 男子ソフトテニス：優勝
2016 団体 軟式庭球 第36回全日本大学ソフトテニス王座決定戦 女子ソフトテニス：優勝
2016 団体 軟式庭球 第70回文部科学大臣杯全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 女子ソフトテニス：優勝
2016 団体 合気道 第47回全日本学生合気道競技大会 団体戦優勝 団体戦：優勝
2016 団体 少林寺拳法 第50回少林寺拳法全日本学生大会 団体の部：優勝
2016 奨励 水泳 第92回日本学生選手権水泳競技大会 水球競技女子：準優勝
2016 奨励 スキー 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 女子総合：準優勝
2016 奨励 米式蹴球 第71回 三菱電機杯 毎日甲子園ボウル 準優勝
2016 奨励 フェンシング 第69回全日本学生フェンシング選手権大会(団体戦) 男子エペ団体：準優勝
2016 奨励 フェンシング 第56回全日本大学対抗選手権大会 男子フルーレ団体：準優勝
2016 奨励 バドミントン 第67回全日本学生バドミントン選手権大会 団体戦女子：準優勝
2016 奨励 アーチェリー 第55回全日本学生アーチェリー男子王座決定戦 アーチェリー：準優勝
2016 個人 アーチェリー 野村 翼 スポ科 2 第26回全日本室内アーチェリー選手権大会 リカーブ：優勝

2016 個人 ウエイトリフティング 生頼 永人 スポ科 3 第13回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 男子69kg級：優勝

2016 個人 ウエイトリフティング 生頼 永人 スポ科 3 第62回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 男子69kg級：優勝

2016 個人 ウエイトリフティング 生頼 永人 スポ科 3 第62回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 男子69kg級：優勝

2016 個人 ウエイトリフティング 安嶋 千晶 スポ科 2 第13回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 女子48Kg級：優勝

2016 個人 ウエイトリフティング 安嶋 千晶 スポ科 2 第17回全日本大学対抗女子ウエイトリフティング選手権大会 女子48Kg級：優勝

2016 個人 ウエイトリフティング 柏木 麻希 スポ科 2 第13回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 女子69Kg級：優勝

2016 個人 ウエイトリフティング 知念 勇斗 スポ科 2 第62回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 男子56Kg級：優勝

2016 個人 ウエイトリフティング 千葉 健介 社学 3 第62回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 男子62kg級：優勝

2016 個人 スキー 小林 諭果 スポ科 4 第59回HBCカップジャンプ大会 スキージャンプ 女子ラージヒル：優勝

2016 個人 スキー 小林 諭果 スポ科 4 第28回ユニバーシアード冬季競技大会（2017アルマティ） スキージャンプ女子団体：優勝

2016 個人 スキー 小林 諭果 スポ科 4 第28回ユニバーシアード冬季競技大会（2017アルマティ） スキージャンプ混合団体：3位

2016 個人 スキー 廣島 聖也 スポ科 4 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 男子アルペン スラローム競技：優勝

2016 個人 スキー 山元 豪 スポ科 4 第28回ユニバーシアード冬季競技大会（2017アルマティ） ノルディック複合競技 団体戦 K95 10KM：3位

2016 個人 スキー 山元 豪 スポ科 4 第28回ユニバーシアード冬季競技大会（2017アルマティ） ノルディック複合競技 個人戦 ﾏｽｽﾀｰﾄ：5位

2016 個人 スキー 山元 豪 スポ科 4 第28回ユニバーシアード冬季競技大会（2017アルマティ） ノルディック複合競技 個人戦 K95 10KM：5位

2016 個人 スキー 宇田 彬人 スポ科 3 第28回ユニバーシアード冬季競技大会（2017アルマティ） ノルディッククロスカントリー競技30Kマススタート：7位

2016 個人 スキー 宇田 彬人 スポ科 3 第28回ユニバーシアード冬季競技大会（2017アルマティ） ノルディッククロスカントリー競技男子スプリントクラシカル：8位

2016 個人 スキー 宇田 彬人 スポ科 3 第28回ユニバーシアード冬季競技大会（2017アルマティ） ノルディッククロスカントリー競技4×7.5KMリレー：4位

2016 個人 スキー 宇田 彬人 スポ科 3 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 男子クロスカントリー10K クラシカル競技：優勝

2016 個人 スキー 滝沢 こずえ スポ科 3 第28回ユニバーシアード冬季競技大会（2017アルマティ） ノルディッククロスカントリー競技15Kﾏｽｽﾀｰﾄ：7位

2016 個人 スキー 滝沢 こずえ スポ科 3 第28回ユニバーシアード冬季競技大会（2017アルマティ） ノルディッククロスカントリー競技女子スプリントクラシカル：7位

2016 個人 スキー 滝沢 こずえ スポ科 3 第28回ユニバーシアード冬季競技大会（2017アルマティ） ノルディッククロスカントリー競技ミックスチームスプリント：6位

2016 個人 スキー 滝沢 こずえ スポ科 3 第8回アジア冬季競技大会（2017/札幌） 女子クロスカントリー10Kフリー：4位

2016 個人 スキー 田中 聖人 スポ科 3 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 男子クロスカントリー30K フリー競技：優勝

2016 個人 スキー 松本 達希 スポ科 3 第29回ゴールドウインカップ阿寒スラローム大会 スキーアルペン スラローム：優勝

2016 個人 スキー 松本 達希 スポ科 3 第8回アジア冬季競技大会（2017/札幌） 男子アルペン ジャイアントスラローム競技：5位

2016 個人 スキー 村岡 桃佳 スポ科 2 2017 IPC ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS 女子 座位 スラローム競技：4位

2016 個人 スキー 村岡 桃佳 スポ科 2 2017 IPC ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS 女子 座位 ジャイアントスラローム競技：3位

2016 個人 スキー 村岡 桃佳 スポ科 2 2017 IPC ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS 女子 座位 ダウンヒル競技：3位

2016 個人 スキー 渡邉 祐佳 スポ科 2 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 女子クロスカントリーリレー3×5K(3走)：優勝

2016 個人 スキー 石島 瑶子 スポ科 1 第19回ぬかびら源泉郷GS大会 スキーアルペン ジャイアントスラローム：優勝

2016 個人 スキー 石島 瑶子 スポ科 1 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 女子アルペン スラローム競技：優勝

2016 個人 スキー 酒井 結衣 スポ科 1 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 女子クロスカントリーリレー3×5K(1走)：優勝

2016 個人 スキー 佐藤 葵 スポ科 1 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 女子クロスカントリー女子リレー3×5K(2走)：優勝

2016 個人 スキー 大森 芽萌 教育 3 第72回北海道スキー選手権大会アルペン競技(技術系GS) スキーアルペン ジャイアントスラローム：優勝

2016 個人 スキー 小川 彩也香 社学 3 第1回旭川スキー連盟杯GS競技大会 スキーアルペン ジャイアントスラローム：優勝

2016 個人 スキー 小川 彩也香 社学 3 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 女子アルペン ジャイアントスラローム：優勝

2016 個人 バドミントン 中里 裕貴 スポ科 3 第14回世界学生バドミントン選手権大会 混合ダブルス：ベスト8(5位入賞)

2016 個人 バレーボール 山口 頌平 スポ科 4 第5回アジアカップ男子大会 バレーボール競技：3位 ベストセッター賞

2016 個人 フェンシング 狩野 愛巳 スポ科 2 2016アジアフェンシング選手権 女子フルーレ個人：3位

2016 個人 フェンシング 狩野 愛巳 スポ科 2 2016アジアフェンシング選手権 女子フルーレ団体：3位

2016 個人 フェンシング 才藤 歩夢 スポ科 2 第66回全日本学生個人選手権大会 女子エペ個人：優勝

2016 個人 フェンシング 才藤 歩夢 スポ科 2 2016アジアフェンシング選手権 女子エペ団体：3位

2016 個人 フェンシング 松山 恭助 スポ科 2 第69回全日本フェンシング選手権大会(個人戦) 男子フルーレ個人：優勝

2016 個人 フェンシング 松山 恭助 スポ科 2 第66回全日本学生個人選手権大会 男子フルーレ個人：優勝

2016 個人 フェンシング 松山 恭助 スポ科 2 2016年高円宮牌フェンシングワールドカップ 男子フルーレ団体：4位

2016 個人 フェンシング 松山 恭助 スポ科 2 2016年フェンシング アジア選手権大会 男子フルーレ団体：3位

2016 個人 ヨット 岡田 奎樹 スポ科 3 470級ジュニア世界選手権(470 Junior World Championship) 国際470級男子：優勝

2016 個人 ヨット 田中 美紗樹 スポ科 1 第30回全日本女子470級選手権大会 国際470級女子：優勝

2016 個人 レスリング 多胡島 伸佳 スポ科 4 2016年明治杯全日本選抜選手権 フリースタイル70kg級：優勝

2016 個人 レスリング 多胡島 伸佳 スポ科 4 2016年世界選手権(非オリンピック階級) フリースタイル70kg級：5位

2016 個人 レスリング 米澤 圭 スポ科 2 文部科学大臣杯 平成28年度 全日本学生レスリング選手権大会 フリースタイル65kg級：優勝

2016 個人 レスリング 米澤 圭 スポ科 2 第42回 内閣総理大臣杯 平成28年度全日本大学レスリング選手権大会 フリースタイル65kg級：優勝

2016 個人 レスリング 宇井 大和 スポ科 1 文部科学大臣杯 平成28年度全日本大学グレコローマンスタイル選手権大会 グレコローマンスタイル65kg：優勝

2016 個人 レスリング 山 弥十朗 スポ科 1 文部科学大臣杯 平成28年度 全日本学生レスリング選手権大会 フリースタイル74kg級：優勝

2016 個人 競走 愛敬 彰太郎 スポ科 4 第100回日本陸上競技選手権リレー競技会 4×400mリレー：優勝

2016 個人 競走 石田 裕介 スポ科 3 第100回日本陸上競技選手権リレー競技会 4×400mリレー：優勝

2016 個人 競走 加藤 修也 スポ科 3 第100回日本陸上競技選手権リレー競技会 4×400mリレー：優勝

2016 個人 競走 加藤 修也 スポ科 3 第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ） 4×400mリレー：出場

2016 個人 競走 山 黎 スポ科 3 第100回日本陸上競技選手権リレー競技会 4×400mリレー：優勝

2016 個人 競走 芦田 創 政経 5 リオ2016パラリンピック競技大会（第15回夏季大会） 4×100mリレー（T42-47）：3位

2016 個人 競走 芦田 創 政経 5 リオ2016パラリンピック競技大会（第15回夏季大会） 男子走り幅跳び（T45/T46/T47）：12位

2016 個人 空手 國米 櫻 国際ｺﾐｭ研究科 1 2016年 世界大学空手道選手権大会 形（女子個人）：2位
2016 個人 射撃 千葉 朔海 スポ科 2 第6回世界大学選手権大会 10mエアライフル女子立射40発競技：3位

2016 個人 射撃 千葉 朔海 スポ科 2 第29回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 10mエアライフル女子立射40発競技：優勝

2016 個人 少林寺拳法 村上 健 人科 2 第50回少林寺拳法全日本学生大会 男子二段以上の部：優勝

2016 個人 少林寺拳法 田部井 祐介 創理 4 第50回少林寺拳法全日本学生大会 男子二段以上の部：優勝

2016 個人 少林寺拳法 堂脇 周平 文構 3 第50回少林寺拳法全日本学生大会 立会評価法 男子中量級の部：優勝

2016 個人 水泳 瀬戸 大也 スポ科 4 第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ） 競泳 男子400m個人メドレー：3位

2016 個人 水泳 瀬戸 大也 スポ科 4 第92回日本学生選手権水泳競技大会 男子 400mメドレーリレー：優勝(大会新記録)

2016 個人 水泳 坂井 聖人 スポ科 3 第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ） 競泳 男子200ｍバタフライ：2位
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2016 個人 水泳 坂井 聖人 スポ科 3 第92回日本学生選手権水泳競技大会 男子200mバタフライ：優勝

2016 個人 水泳 坂井 聖人 スポ科 3 第92回日本学生選手権水泳競技大会 男子400mメドレーリレー：優勝

2016 個人 水泳 渡辺 一平 スポ科 2 第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ） 競泳男子200m平泳ぎ：6位（準決勝にてオリンピックレコード樹立）

2016 個人 水泳 渡辺 一平 スポ科 2 第10回東京都選手権水泳競技大会・KITAJIMA CUP 2017 競泳男子200m平泳ぎ：優勝（世界新記録樹立）

2016 個人 水泳 渡辺 一平 スポ科 2 第92回日本学生選手権水泳競技大会 競泳男子100m平泳ぎ：優勝

2016 個人 水泳 渡辺 一平 スポ科 2 第92回日本学生選手権水泳競技大会 競泳男子 200m平泳ぎ：優勝

2016 個人 水泳 渡辺 一平 スポ科 2 第92回日本学生選手権水泳競技大会 競泳男子 400mメドレーリレー：優勝（大会新記録）

2016 個人 水泳 渡部 香生子 スポ科 2 第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ） 競泳女子 100m平泳ぎ：出場

2016 個人 水泳 渡部 香生子 スポ科 2 第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ） 競泳女子 200m平泳ぎ：出場

2016 個人 水泳 徳用 万里奈 社学 3 第10回アジア水泳選手権大会 水球競技：準優勝

2016 個人 水泳 荒木 優介 人科 4 第92回日本学生選手権水泳競技大会 競泳 男子400mメドレーリレー：優勝

2016 個人 漕艇 佐藤 紫生乃 スポ科 4 第43回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2016 個人 漕艇 石上 璃奈 スポ科 3 第43回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2016 個人 漕艇 木野田 沙帆子 スポ科 3 第43回全日本大学選手権大会 女子ダブルスカル：優勝

2016 個人 漕艇 木下 美奈 スポ科 3 第43回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2016 個人 漕艇 米川 志保 スポ科 2 第43回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2016 個人 漕艇 木下 弥桜 スポ科 1 第43回全日本大学選手権大会 女子ダブルスカル：優勝

2016 個人 漕艇 土井 鈴奈 教育 4 第43回全日本大学選手権大会 女子舵手無しペア：優勝

2016 個人 漕艇 田口 えり花 商 3 第43回全日本大学選手権大会 女子舵手無しペア：優勝

2016 個人 漕艇 亀本 咲季子 人科 4 第43回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2016 個人 体操 河崎 羽珠愛 スポ科 1 第69回全日本新体操選手権大会 個人総合：優勝

2016 個人 卓球 岩渕 幸洋 教育 4 リオ2016パラリンピック競技大会（第15回夏季大会） 卓球競技男子シングルス（クラス9）：出場

2016 個人 庭球 林 恵里奈 スポ科 4 第60回全日本学生テニス選手権大会 女子シングルス：優勝

2016 個人 庭球 林 恵里奈 スポ科 4 第60回全日本学生テニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2016 個人 庭球 上 唯希 スポ科 2 第60回全日本学生テニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2016 個人 庭球 小林 雅哉 スポ科 1 第84回全日本学生テニス選手権大会 男子シングルス：優勝

2016 個人 軟式庭球 吉川 純平 スポ科 4 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：優勝

2016 個人 軟式庭球 佐々木 聖花 スポ科 3 第8回アジアソフトテニス選手権大会 ミックスダブルス：優勝

2016 個人 軟式庭球 佐々木 聖花 スポ科 3 第50回総理大臣杯全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 女子ダブルス：優勝

2016 個人 軟式庭球 杉脇 麻侑子 スポ科 3 第50回総理大臣杯全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 女子ダブルス：優勝

2016 個人 軟式庭球 船水 颯人 スポ科 2 第50回総理大臣杯全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 男子ダブルス：優勝

2016 個人 軟式庭球 船水 颯人 スポ科 2 第58回全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 男子シングルス：優勝

2016 個人 軟式庭球 船水 颯人 スポ科 2 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：優勝

2016 個人 軟式庭球 船水 颯人 スポ科 2 第71回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2016 個人 軟式庭球 星野 慎平 スポ科 2 第50回総理大臣杯全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 男子ダブルス：優勝

2016 個人 軟式庭球 星野 慎平 スポ科 2 第71回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2016 個人 軟式庭球 内本 隆文 スポ科 1 第8回アジアソフトテニス選手権大会 男子シングルスの部：優勝

2016 個人 軟式庭球 内本 隆文 スポ科 1 第8回アジアソフトテニス選手権大会 男子ダブルスの部：優勝

2016 個人 軟式庭球 平久保 安純 社学 3 第8回アジアソフトテニス選手権大会 国別対抗女子団体：準優勝

2016 個人 軟式庭球 平久保 安純 社学 3 第58回全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 女子シングルス：優勝

2015 団体 野球 第64回全日本大学野球選手権大会：優勝

2015 団体 野球 2015東京六大学野球リーグ戦：春秋連覇

2015 団体 庭球 第69回全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子団体：優勝

2015 団体 庭球 第51回全日本大学対抗テニス王座決定試合 女子団体：優勝

2015 団体 漕艇 第41回全日本大学選手権大会 女子総合：優勝

2015 団体 スキー 第89回秩父宮杯・秩父宮妃杯全日本学生スキー選手権大会 女子総合：優勝

2015 団体 ア式 第24回全日本大学女子サッカー選手権大会 優勝

2015 団体 ヨット 第80回全日本学生ヨット選手権大会 総合：優勝

2015 団体 フェンシング 第68回全日本フェンシング選手権大会（団体戦）女子エペ団体：優勝

2015 団体 フェンシング 第55回全日本大学対抗選手権大会 女子エペ団体：優勝

2015 団体 フェンシング 第65回全日本学生フェンシング王座決定戦 女子エペ団体：優勝

2015 団体 軟式庭球 第69回文部科学大臣杯全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 男子団体：優勝

2015 団体 軟式庭球 第69回文部科学大臣杯全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 女子団体：優勝

2015 団体 合気道 第46回全日本学生合気道競技大会 男子乱取り団体：優勝

2015 団体 少林寺拳法 第49回少林寺拳法全日本学生大会 団体の部：優勝

2015 個人 野球 茂木 栄五郎 文構 4 第28回ユニバーシアード競技大会：優勝

2015 個人 庭球 今井 慎太郎 スポ 4 第28回ユニバーシアード競技大会 男子シングルス：ベスト８

2015 個人 庭球 今井 慎太郎 スポ 4 第29回ユニバーシアード競技大会 男子ダブルス：３位

2015 個人 庭球 今井 慎太郎 スポ 4 第83回全日本学生テニス選手権大会 男子シングルス：優勝

2015 個人 庭球 梶谷 桜舞 スポ 4 第59回全日本学生テニス選手権 女子ダブルス：優勝

2015 個人 庭球 吉冨 愛子 スポ 4 第28回ユニバーシアード競技大会 女子ダブルス：ベスト４

2015 個人 庭球 小堀 良太 スポ 3 第52回全日本学生室内テニス選手権 男子ダブルス：優勝

2015 個人 庭球 林 恵理奈 スポ 3 第52回全日本学生室内テニス選手権 女子ダブルス：優勝

2015 個人 庭球 林 恵理奈 スポ 3 第28回ユニバーシアード競技大会 女子ダブルス：ベスト4

2015 個人 庭球 上 唯希 スポ 1 第59回全日本学生テニス選手権 女子ダブルス：優勝

2015 個人 庭球 上 唯希 スポ 1 第52回全日本学生室内テニス選手権 女子ダブルス：優勝

2015 個人 庭球 坂井 勇仁 スポ 1 第52回全日本学生室内テニス選手権 男子ダブルス：優勝

2015 個人 漕艇 榊原 春奈 スポ 4 第42回全日本大学選手権大会 女子舵手付クォドルプル：優勝

2015 個人 漕艇 榊原 春奈 スポ 4 第93回全日本選手権大会 女子舵手なしクォドルプル：優勝

2015 個人 漕艇 角南 友基 スポ 4 第42回全日本大学選手権大会 男子エイト：優勝

2015 個人 漕艇 土屋 愛 スポ 4 第42回全日本大学選手権大会 女子舵手付クォドルプル：優勝

2015 個人 漕艇 土屋 愛 スポ 4 第93回全日本選手権大会 女子舵手なしクォドルプル：優勝

2015 個人 漕艇 中村 拓 法 4 第42回全日本大学選手権大会 男子エイト：優勝

2015 個人 漕艇 長田 敦 スポ 4 第28回ユニバーシアード競技大会 軽量級男子ダブルスカル：３位

2015 個人 漕艇 長田 敦 スポ 4 第42回全日本大学選手権大会 男子エイト：優勝

2015 個人 漕艇 藤井 英貴 スポ 4 第42回全日本大学選手権大会 男子エイト：優勝

2015 個人 漕艇 和田 優希 教育 4 第42回全日本大学選手権大会 男子エイト：優勝

2015 個人 漕艇 亀本 咲季子 人科 3 第42回全日本大学選手権大会 女子舵手付クォドルプル：優勝

2015 個人 漕艇 是澤 祐輔 スポ 3 第42回全日本大学選手権大会 男子エイト：優勝

2015 個人 漕艇 佐藤 紫生乃 スポ 3 第42回全日本大学選手権大会 女子舵手付クォドルプル：優勝

2015 個人 漕艇 竹内 友哉 スポ 3 第42回全日本大学選手権大会 男子エイト：優勝

2015 個人 漕艇 石田 良知 スポ 2 第42回全日本大学選手権大会 男子エイト：優勝

2015 個人 漕艇 石上 璃奈 スポ 2 第42回全日本大学選手権大会 女子ダブルスカル：優勝

2015 個人 漕艇 内田 達大 スポ 2 第42回全日本大学選手権大会 男子エイト：優勝

2015 個人 漕艇 木下 美奈 スポ 2 第42回全日本大学選手権大会 女子舵手付クォドルプル：優勝

2015 個人 漕艇 木野田 沙帆子 スポ 2 第42回全日本大学選手権大会 女子ダブルスカル：優勝

2015 個人 漕艇 木野田 沙帆子 スポ 2 第93回全日本選手権大会 女子舵手なしクォドルプル：優勝

2015 個人 漕艇 佐藤 修平 文 2 第42回全日本大学選手権大会 男子舵手付ペア：優勝

2015 個人 漕艇 佐藤 修平 文 2 第93回全日本選手権大会 男子舵手付ペア：優勝

2015 個人 漕艇 田口 えり花 商 2 第42回全日本大学選手権大会 女子舵手なしペア：優勝

2 早稲田大学競技スポーツセンター
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年度 区分 名 氏名 学部 学 試合・種目

2015 個人 漕艇 伊藤 大生 スポ 1 第42回全日本大学選手権大会 男子舵手付ペア：優勝

2015 個人 漕艇 伊藤 大生 スポ 1 第93回全日本選手権大会 男子舵手付ペア：優勝

2015 個人 漕艇 北村 綾香 スポ 1 第42回全日本大学選手権大会 女子舵手なしペア：優勝

2015 個人 漕艇 鈴木 大雅 スポ 1 第42回全日本大学選手権大会 男子舵手付ペア：優勝

2015 個人 漕艇 鈴木 大雅 スポ 1 第93回全日本選手権大会 男子舵手付ペア：優勝

2015 個人 漕艇 米川 志保 スポ 1 第42回全日本大学選手権大会 女子シングルスカル：優勝

2015 個人 漕艇 米川 志保 スポ 1 第93回全日本選手権大会 女子舵手なしクォドルプル：優勝

2015 個人 柔道 渡邊 聖未 スポ 1 第34回（女子31回）全日本学生柔道体重別選手権大会  女子６３Kg級：優勝

2015 個人 水泳 瀧川 峻也 スポ 4 第28回ユニバーシアード大会 水球：8位

2015 個人 水泳 中村 克 スポ 4 第91回日本選手権水泳競技大会 競泳男子１００ｍ自由形：優勝

2015 個人 水泳 中村 克 スポ 4 ジャパンオープン2015 競泳男子１００ｍ自由形：優勝

2015 個人 水泳 中村 克 スポ 4 第16回世界水泳競技大会 競泳男子４００ｍフリーリレー：6位

2015 個人 水泳 中村 克 スポ 4 第91回日本学生選手権水泳競技大会 競泳男子50ｍ自由形：優勝

2015 個人 水泳 中村 克 スポ 4 第91回日本学生選手権水泳競技大会 競泳男子１００ｍ自由形：優勝

2015 個人 水泳 中村 克 スポ 4 第91回日本学生選手権水泳競技大会 競泳男子４００ｍフリーリレー：優勝

2015 個人 水泳 荒木 優介 人科 3 第92回日本学生選手権水泳競技大会 男子４００ｍフリーリレー：優勝

2015 個人 水泳 瀬戸 大也 スポ 3 第91回日本選手権 競泳男子2００ｍバタフライ：優勝

2015 個人 水泳 瀬戸 大也 スポ 3 第16回世界水泳競技大会 競泳男子４００ｍ個人メドレー：優勝

2015 個人 水泳 瀬戸 大也 スポ 3 第９１回日本学生選手権水泳競技大会 競泳男子２００ｍ個人メドレー：優勝

2015 個人 水泳 瀬戸 大也 スポ 3 第９1回日本学生選手権水泳競技大会 競泳男子４００ｍ個人メドレー：優勝

2015 個人 水泳 齋藤 有寿 スポ 2 第28回ユニバーシアード大会 水球：8位

2015 個人 水泳 坂井 聖人 スポ 2 第16回世界水泳競技大会 競泳男子2００ｍバタフライ：4位

2015 個人 水泳 坂井 聖人 スポ 2 第91回日本学生選手権水泳競技大会 競泳男子2００ｍバタフライ：優勝

2015 個人 水泳 高木 遼司 スポ 2 第９１回日本学生選手権水泳競技大会 男子４００ｍフリーリレー：優勝

2015 個人 水泳 徳用 万里奈 社学 2 第28回ユニバーシアード大会 水球：8位

2015 個人 水泳 徳用 万里奈 社学 2 アジア選手権 兼リオオリンピックアジア大陸予選 水球：2位

2015 個人 水泳 渡辺 一平 スポ 1 第91回日本学生選手権水泳競技大会 男子４００ｍフリーリレー：優勝

2015 個人 水泳 渡部 香生子 スポ 1 第91回日本選手権 競泳女子５０ｍ平泳ぎ：優勝

2015 個人 水泳 渡部 香生子 スポ 1 第91回日本選手権 競泳女子１００ｍ平泳ぎ：優勝

2015 個人 水泳 渡部 香生子 スポ 1 第91回日本選手権 競泳女子２００ｍ平泳ぎ：優勝

2015 個人 水泳 渡部 香生子 スポ 1 第91回日本選手権 競泳女子２００ｍ個人メドレー：優勝

2015 個人 水泳 渡部 香生子 スポ 1 第16回世界水泳競技大会 競泳女子２００ｍ平泳ぎ：優勝

2015 個人 水泳 渡部 香生子 スポ 1 第16回世界水泳競技大会 競泳女子２００ｍ個人メドレー：優勝

2015 個人 水泳 渡部 香生子 スポ 1 第91回日本学生選手権水泳競技大会 競泳女子１００ｍ平泳ぎ：優勝

2015 個人 水泳 渡部 香生子 スポ 1 第91回日本学生選手権水泳競技大会 競泳女子２００ｍ平泳ぎ：優勝

2015 個人 競走 木村 賢太 スポ 4 第99回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×400メートルリレー（2走）：優勝

2015 個人 競走 佐藤 拓也 スポ 4 第99回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×400メートルリレー（1走）：優勝

2015 個人 競走 中野 直哉 スポ 3 第99回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×400メートルリレー（4走）：優勝

2015 個人 競走 加藤 修也 スポ 2 第28回ユニバーシアード競技大会 男子4×400メートルリレー（2走）：準優勝

2015 個人 競走 加藤 修也 スポ 2 第99回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×400メートルリレー（3走）：優勝

2015 個人 スキー 安藤 佑太朗 スポ 4 第31回全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会（技術系） アルペン男子ＧＳ：優勝

2015 個人 スキー 佐藤 友樹 スポ 4 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会（クロスカントリー） 男子１０ｋｍクラシカル：優勝

2015 個人 スキー 佐藤 友樹 スポ 4 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会（クロスカントリー） 男子１５ｋｍフリー：優勝

2015 個人 スキー 佐藤 友樹 スポ 4 第89回秩父宮杯・秩父宮妃杯全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー男子１０ｋｍフリー：優勝

2015 個人 スキー 半藤 成実 スポ 4 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会（クロスカントリー） 女子スプリント：優勝

2015 個人 スキー 半藤 成実 スポ 4 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会（クロスカントリー） 女子５ｋｍクラシカル：優勝

2015 個人 スキー 半藤 成実 スポ 4 第94回天皇杯全日本スキー選手権大会（クロスカントリー競技） 女子３×５ｋｍリレー（１走）：優勝

2015 個人 スキー 半藤 成実 スポ 4 第89回秩父宮杯・秩父宮妃杯全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー女子１０ｋｍクラシカル：優勝

2015 個人 スキー 小川 彩也香 社学 2 第31回全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会（技術系） アルペン女子ＧＳ第１戦：優勝

2015 個人 スキー 小川 彩也香 社学 2 第31回全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会（技術系） アルペン女子ＧＳ第２戦：優勝

2015 個人 スキー 小川 彩也香 社学 2 第31回全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会（技術系） アルペン女子ＳＬ：優勝

2015 個人 スキー 滝沢 こずえ スポ 2 第94回天皇杯全日本スキー選手権大会（クロスカントリー競技） 女子３×５ｋｍリレー（３走）：優勝

2015 個人 スキー 滝沢 こずえ スポ 2 第89回秩父宮杯・秩父宮妃杯全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー女子５ｋｍフリー：優勝

2015 個人 スキー 村岡 桃佳 スポ 1 ＩＰＣ アルペンスキー ワールドカップ2015(ﾌﾗﾝｽ・ﾃｨｰﾆｭ) 女子座位スーパーＧ：優勝

2015 個人 スキー 村岡 桃佳 スポ 1 ＩＰＣ アルペンスキー ワールドカップ2015(ﾌﾗﾝｽ・ﾃｨｰﾆｭ) 女子座位ダウンヒル（2戦目）：2位

2015 個人 スキー 村岡 桃佳 スポ 1 ＩＰＣ アルペンスキー ワールドカップ2015(ﾌﾗﾝｽ・ﾃｨｰﾆｭ) 女子座位ダウンヒル（1戦目）:2位

2015 個人 スキー 渡邉 祐佳 スポ 1 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会（クロスカントリー） 女子１０ｋｍフリー：優勝

2015 個人 スキー 渡邉 祐佳 スポ 1 第94回天皇杯全日本スキー選手権大会（クロスカントリー競技） 女子３×５ｋｍリレー（２走）：優勝

2015 個人 スケート 菊池 萌水 社学 4 2015/16 ワールドカップショートトラックスピードドレスデン大会 女子３０００ｍリレー：3位

2015 個人 スケート 菊池 萌水 社学 4 第38回全日本ショートトラックスピードスケート 女子５００ｍ：優勝

2015 個人 バスケット 根岸 夢 スポ 4 第28回ユニバーシアード競技大会 バスケットボール（女子）：4位

2015 個人 ア式蹴球 奥山 政幸 スポ 4 第28回ユニバーシアード競技大会 男子サッカー：3位

2015 個人 ア式蹴球 髙木 ひかり スポ 4 第28回ユニバーシアード競技大会 女子サッカー：3位

2015 個人 ア式蹴球 川原 奈央 スポ 3 第28回ユニバーシアード競技大会 女子サッカー：3位

2015 個人 ア式蹴球 奥川 千沙 スポ 2 第28回ユニバーシアード競技大会 女子サッカー：3位

2015 個人 卓球 大島 祐哉 スポ 4 2015世界選手権蘇州大会 男子ダブルス：ベスト８

2015 個人 卓球 大島 祐哉 スポ 4 ITTF ワールドツアー2015 ジャパンオープン荻村杯 男子アンダー２１：優勝

2015 個人 卓球 大島 祐哉 スポ 4 第28回ユニバーシアード競技大会卓球競技 男子ダブルス：準優勝

2015 個人 卓球 大島 祐哉 スポ 4 ITTF ワールドツアー2015 フィリピンオープン 男子シングルス：優勝

2015 個人 卓球 岩渕 幸洋 教育 3 ITTF PTT スペインオープン 男子シングルス：優勝

2015 個人 卓球 岩渕 幸洋 教育 3 ITTF Para ワールドツアー チェコオープン 男子シングルス：優勝

2015 個人 卓球 岩渕 幸洋 教育 3 国際クラス別パラ選手権 男子シングルス：優勝

2015 個人 卓球 上村 慶哉 スポ 2 第12回全日本学生選抜卓球選手権大会 男子シングルス：優勝

2015 個人 体操 小倉 佳祐 スポ 4 第69回全日本体操種目別選手権大会 跳馬：優勝

2015 個人 レスリング 多胡島 伸佳 スポ 3 第79回天皇杯全日本レスリング選手権大会 フリースタイル70KG級：優勝

2015 個人 レスリング 香山 芳美 スポ 2 第15回全日本学生選手権大会 女子63kg級：優勝

2015 個人 ヨット 岡田 奎樹 スポ 2 ISAF Sailing World Qingdao 国際470級：4位入賞

2015 個人 フェンシング 松山 恭介 スポ 1 2015年フェンシングワールドカップアメリカ大会 男子フルーレ団体：準優勝

2015 個人 フェンシング 松山 恭介 スポ 1 2015年高円宮牌フェンシングワールドカップ 男子フルーレ団体：5位

2015 個人 フェンシング 狩野 愛巳 スポ 1 2015年フェンシング世界選手権大会 女子フルーレ団体：7位

2015 個人 フェンシング 狩野 愛巳 スポ 1 2015年フェンシング アジア競技大会 女子フルーレ団体：3位

2015 個人 軟式庭球 船水 雄太 スポ 4 第15回世界ソフトテニス選手権大会 男子国別対抗：優勝

2015 個人 軟式庭球 船水 雄太 スポ 4 第57回全日本ソフトテニスシングルス選手権大会 男子：優勝

2015 個人 軟式庭球 安藤 圭祐 スポ 3 第70回三笠宮杯全日本ソフトテニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2015 個人 軟式庭球 安藤 圭祐 スポ 3 第49回総理大臣杯全日本学生選抜ソフトテニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2015 個人 軟式庭球 木村 理沙 スポ 2 第49回総理大臣杯全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 女子：優勝

2015 個人 軟式庭球 杉脇 麻侑子 スポ 2 第70回三笠宮杯全日本ソフトテニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2015 個人 軟式庭球 平久保 安純 社学 2 第49回総理大臣杯全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 女子ダブルス：優勝

2015 個人 軟式庭球 平久保 安純 社学 2 第15回世界ソフトテニス選手権大会 女子国別対抗：準優勝

2015 個人 軟式庭球 平久保 安純 社学 2 第57回全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 女子ダブルス：優勝
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2015 個人 軟式庭球 安藤 優作 社学 1 第70回三笠宮杯全日本ソフトテニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2015 個人 軟式庭球 安藤 優作 社学 1 第49回総理大臣杯全日本学生選抜ソフトテニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2015 個人 軟式庭球 上原 由佳 社学 1 第70回三笠宮杯全日本ソフトテニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2015 個人 軟式庭球 船水 颯人 スポ 1 第15回世界ソフトテニス選手権大会 男子国別対抗：優勝

2015 個人 バドミントン 古賀 輝 スポ 4 第66回全日本学生バドミントン選手権大会 男子ダブルス：優勝

2015 個人 バドミントン 齋藤 太一 スポ 4 第66回全日本学生バドミントン選手権大会 男子ダブルス：優勝

2015 個人 航空 田中 努 先理 4 第56回全日本学生グライダー競技選手権大会 周回コース速度競技（ウインチ曳航による）：優勝

2015 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 柏木 麻希 スポ 1 第16回全日本大学対抗女子ウエイトリフティング選手権大会 女子75kg級：優勝

2015 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 柏木 麻希 スポ 1 2015 IWF JUNIOR WORLD CHANPIONSHIPS 女子69kg級：4位

2015 個人 合気道 鎌田 真気 教育 4 第46回全日本学生合気道競技大会 女子乱取り個人戦：優勝

2015 奨励 スキー 第89回秩父宮杯・秩父宮妃杯全日本学生スキー選手権大会 男子総合：準優勝

2015 奨励 卓球 第85回 全日本大学総合卓球選手権大会 男子団体：準優勝

2015 奨励 米式蹴球 第70回 パナソニック杯 毎日甲子園ボウル 準優勝

2015 奨励 ハンドボール 第58回 高松宮杯 全日本学生ハンドボール選手権大会 男子準優勝

2015 奨励 バドミントン 第66回 秩父宮・秩父宮妃杯争奪 全日本学生バドミントン選手権大会 男子団体：準優勝

2015 奨励 航空 第56回全日本学生グライダー競技選手権大会 男子団体：準優勝

2014 団体 庭球 第68回全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子団体：優勝

2014 団体 庭球 第50回全日本大学対抗テニス王座決定試合 女子団体：優勝

2014 団体 漕艇 第41回全日本大学選手権大会 女子総合：優勝

2014 団体 スキー 第88回全日本学生スキー選手権大会 女子総合：優勝

2014 団体 バスケットボール 第66回全日本大学バスケットボール選手権大会 女子：優勝

2014 団体 自動車 2014年度全日本学生自動車連盟年間総合杯 女子団体：優勝

2014 団体 自動車 2014年度全日本学生ジムカーナ選手権大会 女子団体：優勝

2014 団体 自動車 2014年度全日本学生ダートトライアル選手権大会 女子団体：優勝

2014 団体 ヨット 第79回全日本学生ヨット選手権大会 総合優勝

2014 団体 軟式庭球 第68回文部科学大臣杯全日本大学対抗ソフトテニス大会 男子団体戦：優勝

2014 団体 軟式庭球 第34回全日本学生ソフトテニス王座決定戦 男子団体戦：優勝

2014 団体 軟式庭球 第34回全日本学生ソフトテニス王座決定戦 女子団体戦：優勝

2014 団体 合気道 第45回全日本学生合気道競技大会 男子乱取団体戦：優勝

2014 団体 合気道 第45回全日本学生合気道競技大会 女子乱取団体戦：優勝

2014 団体 ソフトボール 第49回全日本大学男子ソフトボール選手権大会 優勝

2014 個人 庭球 古田 陸人 スポ 4 第82回全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2014 個人 庭球 今井 慎太郎 スポ 3 第82回全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2014 個人 庭球 今井 慎太郎 スポ 3 第51回全日本学生室内テニス選手権大会 男子シングルス：優勝

2014 個人 庭球 今井 慎太郎 スポ 3 第51回全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2014 個人 庭球 梶谷 桜舞 スポ 3 第58回全日本学生テニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2014 個人 庭球 吉冨 愛子 スポ 3 第58回全日本学生テニス選手権大会 女子シングルス：優勝

2014 個人 庭球 林 恵里奈 スポ 3 第58回全日本学生テニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2014 個人 庭球 林 恵里奈 スポ 3 第51回全日本学生室内テニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2014 個人 庭球 河野 優平 スポ 1 第51回全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2014 個人 庭球 細沼 千紗 スポ 1 第51回全日本学生室内テニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2014 個人 漕艇 奥山 瑞恵 教育 4 第41回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2014 個人 漕艇 谷川 早紀 スポ 4 第41回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2014 個人 漕艇 榊 春奈 スポ 3 第41回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2014 個人 漕艇 土屋 愛 スポ 3 第41回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2014 個人 漕艇 佐藤 紫生乃 スポ 2 第41回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2014 個人 水泳 多田 邦徳 スポ 4 第90回日本学生選手権水泳競技大会 男子200m背泳ぎ：優勝

2014 個人 水泳 林 和希 スポ 4 第90回日本学生選手権水泳競技大会 男子400Mメドレーリレー：優勝

2014 個人 水泳 中村 克 スポ 3 第12回パンパシフィック大会 男子100m自由形：6位

2014 個人 水泳 中村 克 スポ 3 第90回日本学生選手権水泳競技大会 男子50m自由形：優勝

2014 個人 水泳 中村 克 スポ 3 第90回日本学生選手権水泳競技大会 男子100m自由形：優勝

2014 個人 水泳 中村 克 スポ 3 第17回アジア大会 男子4×100m自由形リレー：2位（日本新記録）

2014 個人 水泳 瀬戸 大也 スポ 2 第90回日本選手権水泳競技大会 男子200mバタフライ：優勝

2014 個人 水泳 瀬戸 大也 スポ 2 第12回パンパシフィック大会 男子200mバタフライ：優勝

2014 個人 水泳 瀬戸 大也 スポ 2 第17回アジア大会 男子200mバタフライ：優勝

2014 個人 水泳 瀬戸 大也 スポ 2 第12回世界水泳選手権大会 男子400m個人メドレー：優勝

2014 個人 水泳 坂井 聖人 スポ 1 第12回パンパシフィック大会 男子200mバタフライ：4位

2014 個人 水泳 坂井 聖人 スポ 1 第90回日本学生選手権水泳競技大会 男子200mバタフライ：優勝

2014 個人 競走 竹下 裕希 スポ 4 第90回早慶対抗陸上競技会 男子4×200mリレー：優勝（日本新記録）

2014 個人 競走 三原 浩幸 スポ 4 第90回早慶対抗陸上競技会 男子4×200mリレー：優勝（日本新記録）

2014 個人 競走 木村 賢太 スポ 3 第98回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×400mリレー：優勝

2014 個人 競走 中野 直哉 スポ 2 第98回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×400mリレー：優勝

2014 個人 競走 橋元 晃志 スポ 2 第90回早慶対抗陸上競技会 男子4×200mリレー：優勝（日本新記録）

2014 個人 競走 愛敬 彰太郎 スポ 2 第98回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×400mリレー：優勝

2014 個人 競走 愛敬 彰太郎 スポ 2 第90回早慶対抗陸上競技会 男子4×200mリレー：優勝（日本新記録）

2014 個人 競走 加藤 修也 スポ 1 第17回アジア競技大会 男子400m：5位

2014 個人 競走 加藤 修也 スポ 1 第17回アジア競技大会 男子4×400mリレー：優勝

2014 個人 競走 加藤 修也 スポ 1 第83回日本学生陸上競技対校選手権大会 男子400m：優勝

2014 個人 競走 加藤 修也 スポ 1 第98回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×400mリレー：優勝

2014 個人 スキー 半藤 成実 スポ 3 第88回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・女子スプリント：優勝

2014 個人 スキー 半藤 成実 スポ 3 第88回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・女子リレー：優勝

2014 個人 スキー 佐藤 友樹 スポ 3 第27回ユニバーシアード冬季競技大会 クロスカントリー・男子リレー：5位

2014 個人 スキー 大平 麻生 スポ 2 第27回ユニバーシアード冬季競技大会 クロスカントリー・女子リレー：8位

2014 個人 スキー 大平 麻生 スポ 2 第88回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・女子10kmフリー：優勝

2014 個人 スキー 大平 麻生 スポ 2 第88回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・女子リレー：優勝

2014 個人 スキー 小林 諭果 スポ 2 第27回ユニバーシアード冬季競技大会 ジャンプ女子ノーマルヒル：2位

2014 個人 スキー 小林 諭果 スポ 2 第27回ユニバーシアード冬季競技大会 ジャンプ女子：2位

2014 個人 スキー 小林 諭果 スポ 2 第27回ユニバーシアード冬季競技大会 ジャンプ混合団体：優勝

2014 個人 スキー 小林 諭果 スポ 2 第93回全日本スキー選手権大会 ジャンプ女子ノーマルヒル：優勝

2014 個人 スキー 小林 諭果 スポ 2 第93回全日本スキー選手権大会 ジャンプ女子ラージヒル：優勝

2014 個人 スキー 小林 諭果 スポ 2 第88回全日本学生スキー選手権大会 ジャンプ女子ノーマルヒル：優勝

2014 個人 スキー 山元 豪 スポ 2 第27回ユニバーシアード冬季競技大会 コンバインド・グンダーセン：7位

2014 個人 スキー 山元 豪 スポ 2 第27回ユニバーシアード冬季競技大会 コンバインド・マススタート：4位

2014 個人 スキー 山元 豪 スポ 2 第27回ユニバーシアード冬季競技大会 コンバインド・団体：2位

2014 個人 スキー 山元 豪 スポ 2 第88回全日本学生スキー選手権大会 コンバインド・グンダーセン：優勝

2014 個人 スキー 滝沢 こずえ スポ 1 第27回ユニバーシアード冬季競技大会 クロスカントリー・女子リレー：8位

2014 個人 スキー 滝沢 こずえ スポ 1 第88回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・女子リレー：優勝

2014 個人 スケート 小田 卓朗 スポ 4 第87回日本学生氷上競技選手権大会 男子1000m：優勝

2014 個人 スケート 菊池 萌水 スポ 4 第37回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 女子500m：優勝

2014 個人 卓球 大島 祐哉 スポ 3 第11回全日本学生選抜卓球選手権大会 男子シングルス：優勝
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2014 個人 卓球 大島 祐哉 スポ 3 ITTFワールドツアー2014 ロシアオープン 男子アンダー21：優勝

2014 個人 卓球 小道野 結 スポ 3 第81回全日本大学総合卓球選手権大会 女子ダブルス：優勝

2014 個人 卓球 高橋 結女 スポ 3 第81回全日本大学総合卓球選手権大会 女子ダブルス：優勝

2014 個人 卓球 岩渕 幸洋 教育 2 インチョン2014アジアパラリンピック競技大会卓球競技 男子個人戦TT9：3位

2014 個人 卓球 岩渕 幸洋 教育 2 第6回国際クラス別肢体不自由者卓球選手権 男子シングルス クラス9：優勝

2014 個人 体操 小倉 佳 スポ 3 第68回全日本体操種目別選手権大会 男子跳馬：優勝

2014 個人 体操 藤原 昇平 スポ 3 第32回DTBカップ - チームチャレンジ 男子団体：優勝

2014 個人 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 保坂 健 スポ 4 2014年度内閣総理大臣杯全日本大学レスリング選手権大会 男子フリースタイル74kg級：優勝

2014 個人 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 保坂 健 スポ 4 2014年アジア選手権大会 男子フリースタイル70kg級：3位

2014 個人 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 前川 勝利 スポ 4 2014年度文部科学大臣杯全日本学生レスリング選手権大会 男子グレコローマンスタイル130kg級：優勝

2014 個人 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 多胡島 伸佳 スポ 2 2014年度文部科学大臣杯全日本学生レスリング選手権大会 男子フリースタイル70kg級：優勝

2014 個人 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 多胡島 伸佳 スポ 2 2014年度内閣総理大臣杯全日本大学選手権 男子フリースタイル70kg級：優勝

2014 個人 自動車 岩脇 彩香 先理 4 2014年度全日本学生ジムカーナ選手権大会 女子個人の部：優勝

2014 個人 ヨット 江畑 陽太 法 3 2014年度全日本学生ヨット個人選手権大会 470級：優勝

2014 個人 ヨット 江畑 陽太 法 3 第79回全日本学生ヨット選手権大会 470級：優勝

2014 個人 ヨット 小泉 颯作 スポ 3 2014年度全日本学生ヨット個人選手権大会 470級：優勝

2014 個人 ヨット 小泉 颯作 スポ 3 第79回全日本学生ヨット選手権大会 470級：優勝

2014 個人 ヨット 岡田 奎樹 スポ 1 第79回全日本学生ヨット選手権大会 470級：優勝

2014 個人 軟式庭球 小栗 元貴 スポ 4 第15回世界選手権大会日本代表予選会 男子ダブルス：優勝

2014 個人 軟式庭球 月 拓磨 スポ 4 第15回世界選手権大会日本代表予選会 男子ダブルス：優勝

2014 個人 軟式庭球 九島 一馬 スポ 3 第69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：優勝

2014 個人 軟式庭球 九島 一馬 スポ 3 第2回世界国際ジュニアソフトテニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2014 個人 軟式庭球 九島 一馬 スポ 3 第2回世界国際ジュニアソフトテニス選手権大会 男子シングルス：準優勝

2014 個人 軟式庭球 小林 奈央 スポ 3 第69回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2014 個人 軟式庭球 小林 奈央 スポ 3 第56回全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 女子シングルス：優勝

2014 個人 軟式庭球 小林 奈央 スポ 3 第17回アジア競技大会国別対抗戦 女子シングルス：2位

2014 個人 軟式庭球 船水 雄太 スポ 3 第69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：優勝

2014 個人 軟式庭球 船水 雄太 スポ 3 第2回世界国際ジュニアソフトテニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2014 個人 軟式庭球 船水 雄太 スポ 3 第2回世界国際ジュニアソフトテニス選手権大会 男子シングルス：優勝

2014 個人 軟式庭球 佐々木 聖花 スポ 1 第2回世界国際ジュニアソフトテニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2014 個人 軟式庭球 平久保 安純 社学 1 第69回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2014 個人 軟式庭球 平久保 安純 社学 1 第2回世界国際ジュニアソフトテニス選手権大会 女子ダブルス：3位

2014 個人 軟式庭球 平久保 安純 社学 1 第2回世界国際ジュニアソフトテニス選手権大会 女子シングルス：3位

2014 個人 自転車 合田 祐美子 スポ 4 第30回全日本学生選手権個人ロードレース大会 女子個人ロードレース：優勝

2014 個人 自転車 合田 祐美子 スポ 4 第70回全日本大学対抗自転車競技大会 女子個人ロードレース：優勝

2014 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 神谷 勇斗 スポ 4 第60回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 男子69kg級：優勝

2014 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 高岸 冴佳 社学 4 第11回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 女子69kg級：優勝

2014 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 見附 絵莉 スポ 4 第11回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 女子63kg級：優勝

2014 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 見附 絵莉 スポ 4 第26回全日本女子学生ウエイトリフティング選手権大会 女子63kg級：優勝

2014 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 見附 絵莉 スポ 4 4th FISU World University Weightlifting Championship 女子63kg級：3位

2014 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 生頼 佑馬 スポ 3 第11回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 男子69kg級：優勝

2014 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 生頼 佑馬 スポ 3 4th FISU World University Weightlifting Championship 男子69kg級：6位

2014 個人 射撃 安達 瑛香 文 4 第27回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 50mR3×20W団体：種目別団体優勝

2014 個人 射撃 蛯原 綾乃 スポ 4 第27回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 50mRP60W個人：優勝

2014 個人 射撃 蛯原 綾乃 スポ 4 第27回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 50mR3×20W団体：種目別団体優勝

2014 個人 射撃 塚田 恵美 スポ 3 第27回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 50mR3×20W団体：種目別団体優勝

2014 個人 合気道 鶴岡 理子 文構 4 第45回全日本学生合気道競技大会 女子乱取り個人戦：優勝

2014 個人 合気道 久枝 昂弘 政経 4 第45回全日本学生合気道競技大会 男子乱取個人戦：優勝

2014 個人 少林寺拳法 大森 浩真 社学 3 第48回少林寺拳法全日本学生大会 立合評価法男子超軽量級の部：優勝

2014 奨励 水泳 第90回日本学生選手権水泳競技大会 水球競技男子：準優勝

2014 奨励 水泳 第90回日本学生選手権水泳競技大会 水球競技女子：準優勝

2014 奨励 スキー 第88回全日本学生スキー選手権大会 男子総合：準優勝

2014 奨励 フェンシング 第64回全日本学生フェンシング王座決定戦 女子エペ団体：準優勝

2014 奨励 フェンシング 第54回全日本大学対抗選手権大会 男子フルーレ団体：準優勝

2014 奨励 自転車 第70回全日本大学対抗選手権自転車競技大会 女子総合：準優勝

2014 奨励 航空 第55回全日本学生グライダー競技選手権大会 団体：準優勝

2013 団体 庭球 第67回全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子団体：優勝

2013 団体 庭球 第49回全日本大学対抗テニス王座決定試合 女子団体：優勝

2013 団体 漕艇 第40回全日本大学選手権大会 女子総合：優勝

2013 団体 スキー 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 女子総合：優勝

2013 団体 スケート 第86回日本学生氷上競技選手権大会 アイスホッケー：優勝

2013 団体 バレーボール 第66回秩父宮妃賜杯全日本バレーボール大学 男子選手権大会男子：優勝

2013 団体 レスリング 内閣総理大臣杯全日本大学選手権大会 優勝

2013 団体 ハンドボール 第56回高松宮記念杯全日本学生ハンドボール選手権大会 男子：優勝

2013 団体 フェンシング 第53回全日本大学対抗選手権大会 男子フルーレ：優勝

2013 団体 軟式庭球 第67回全日本学生選手権大会 男子団体戦：優勝

2013 団体 軟式庭球 第33回全日本学生ソフトテニス王座決定戦 男子団体戦：優勝

2013 団体 軟式庭球 第33回全日本学生ソフトテニス王座決定戦 女子団体戦：優勝

2013 団体 軟式庭球 第67回全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 女子団体戦：優勝

2013 団体 航空 第54回全日本学生グライダー競技選手権大会 周回コース速度競技（ウインチによる曳航）：団体優勝

2013 団体 合気道 第44回全日本学生合気道競技大会 男子乱取団体戦：優勝

2013 団体 合気道 第44回全日本学生合気道競技大会 女子乱取団体戦：優勝

2013 団体 ソフトボール 第48回全日本大学ソフトボール選手権大会 男子：優勝

2013 団体 ラクロス 第5回全日本ラクロス大学選手権大会 男子：優勝

2013 個人 庭球 遠藤 豪 スポ 4 第81回全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2013 個人 庭球 田川 翔太 教育 4 第81回全日本学生テニス選手権大会 男子シングルス：優勝

2013 個人 庭球 田川 翔太 教育 4 第81回全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2013 個人 庭球 大城 光 スポ 3 第50回全日本学生室内テニス選手権大会 男子シングルス：優勝

2013 個人 庭球 古田 陸人 スポ 3 第50回全日本学生室内テニス選手権大会 男ダブルス：優勝

2013 個人 庭球 今井 慎太郎 スポ 2 第50回全日本学生室内テニス選手権大会 男ダブルス：優勝

2013 個人 庭球 梶谷 桜舞 スポ 2 第50回全日本学生室内テニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2013 個人 庭球 林 恵里奈 スポ 2 第50回全日本学生室内テニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2013 個人 漕艇 大石 綾美 スポ 4 2013 Samsung World Rouwing Cup Ⅱ 女子軽量ダブルスカル：7位

2013 個人 漕艇 大石 綾美 スポ 4 第27回ユニバーシアード競技大会 女子軽量ダブルスカル：5位

2013 個人 漕艇 大石 綾美 スポ 4 2013 World Rowing Junior Chanpionships 女子軽量級シングルスカル：3位

2013 個人 漕艇 大石 綾美 スポ 4 第40回全日本大学選手権大会 女子シングルスカル：優勝

2013 個人 漕艇 大石 綾美 スポ 4 第91回全日本選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2013 個人 漕艇 大泉 環 文構 4 第40回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2013 個人 漕艇 大泉 環 文構 4 第91回全日本選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2013 個人 漕艇 山根 由絹 スポ 4 第40回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝
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2013 個人 漕艇 山根 由絹 スポ 4 第91回全日本選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2013 個人 漕艇 辛島 端加 スポ 3 第40回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2013 個人 漕艇 正垣 克敏 スポ 3 第40回全日本大学選手権大会 男子舵手付きペア：優勝

2013 個人 漕艇 田崎 佑磨 スポ 3 第40回全日本大学選手権大会 男子舵手付きペア：優勝

2013 個人 漕艇 望月 みづほ スポ 3 第40回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2013 個人 漕艇 榊原 春奈 スポ 2 第40回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2013 個人 漕艇 榊原 春奈 スポ 2 第91回全日本選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2013 個人 漕艇 土屋 愛 スポ 2 第40回全日本大学選手権大会 女子ダブルスカル：優勝

2013 個人 漕艇 土屋 愛 スポ 2 第91回全日本選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2013 個人 漕艇 中村 拓 法 2 第40回全日本大学選手権大会 男子舵手付きペア：優勝

2013 個人 漕艇 佐藤 紫生乃 スポ 1 第40回全日本大学選手権大会 女子ダブルスカル：優勝

2013 個人 水泳 加藤 廉也 スポ 4 第27回ユニバーシアード競技大会 男子水球競技：6位

2013 個人 水泳 深谷 皇 スポ 4 第89回日本選手権水泳競技大会 男子400Mメドレーリレー：優勝

2013 個人 水泳 深谷 皇 スポ 4 FINAワールドカップ東京2013 男子200mバタフライ：7位

2013 個人 水泳 山崎 美里 スポ 4 第89回日本選手権水泳競技大会 女子200m自由形：優勝

2013 個人 水泳 山崎 美里 スポ 4 FINAワールドカップ東京2013 女子50mバタフライ：8位

2013 個人 水泳 固城 侑美 スポ 3 第27回ユニバーシアード競技大会 女子水球競技：6位

2013 個人 水泳 佐藤 恋 スポ 3 FINAワールドカップ東京2013 混合200MixリレーR：8位

2013 個人 水泳 多田 邦徳 スポ 3 第27回ユニバーシアード競技大会 男子100m背泳ぎ：6位

2013 個人 水泳 多田 邦徳 スポ 3 第89回日本選手権水泳競技大会 男子200m背泳ぎ：優勝

2013 個人 水泳 多田 邦徳 スポ 3 第89回日本選手権水泳競技大会 男子400mメドレーリレー：優勝

2013 個人 水泳 林 和希 スポ 3 第89回日本選手権水泳競技大会 男子400Mメドレーリレー：優勝

2013 個人 水泳 赤尾 愉歩 社学 2 FINAワールドカップ東京2013 混合200MixリレーR：8位

2013 個人 水泳 雨谷 拓矢 スポ 2 FINAワールドカップ東京2013 男子100平泳ぎ：6位

2013 個人 水泳 雨谷 拓矢 スポ 2 FINAワールドカップ東京2013 混合200Mixリレー：8位

2013 個人 水泳 加納 雅也 スポ 2 第89回日本選手権水泳競技大会 男子400mメドレーリレー：優勝

2013 個人 水泳 中村 克 スポ 2 第27回ユニバーシアード競技大会 男子400mメドレーリレー：2位

2013 個人 水泳 中村 克 スポ 2 第27回ユニバーシアード競技大会 男子400mリレー：5位

2013 個人 水泳 中村 克 スポ 2 第27回ユニバーシアード競技大会 男子100m自由形：6位

2013 個人 水泳 中村 克 スポ 2 第89回日本選手権水泳競技大会 男子400mメドレーリレー：優勝

2013 個人 水泳 中村 克 スポ 2 FINAワールドカップ東京2013 男子100m自由形：6位

2013 個人 水泳 瀬戸 大也 スポ 1 第15回世界水泳選手権大会 男子400m個人メドレー：優勝

2013 個人 水泳 瀬戸 大也 スポ 1 第15回世界水泳選手権大会 男子200m個人メドレー：7位

2013 個人 水泳 瀬戸 大也 スポ 1 第89回日本選手権水泳競技大会 男子400mメドレーリレー：優勝

2013 個人 水泳 瀬戸 大也 スポ 1 FINAワールドカップ東京2013 男子400m個人メドレー：3位

2013 個人 競走 ディーン ロドリック 元気 スポ 4 第82回日本学生陸上競技選手権大会 男子やり投げ：優勝

2013 個人 競走 ディーン ロドリック 元気 スポ 4 第27回ユニバーシアード競技大会 男子やり投げ：5位

2013 個人 競走 野澤 啓佑 スポ 4 第82回日本学生陸上競技選手権大会 男子400mハードル：優勝

2013 個人 競走 野澤 啓佑 スポ 4 第27回ユニバーシアード競技大会 男子400mハードル：6位

2013 個人 競走 野澤 啓佑 スポ 4 第27回ユニバーシアード競技大会 男子4×400mリレー：6位

2013 個人 競走 野澤 啓佑 スポ 4 第97回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×400mリレー：優勝

2013 個人 競走 欠畑 岳 スポ 3 第97回日本陸上競技選手権リレー競技大会 4×100mリレー：優勝

2013 個人 競走 九鬼 巧 スポ 3 第82回日本学生陸上競技選手権大会 男子100m：優勝

2013 個人 競走 九鬼 巧 スポ 3 第97回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×100mリレー：優勝

2013 個人 競走 竹下 祐希 スポ 3 第97回日本陸上競技選手権リレー競技大会 4×100mリレー：優勝

2013 個人 競走 竹下 祐希 スポ 3 第89回早慶対抗陸上競技会 4×200mリレー：優勝（日本新記録）

2013 個人 競走 木村 賢太 スポ 2 第97回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×400mリレー：優勝

2013 個人 競走 木村 賢太 スポ 2 第89回早慶対抗陸上競技会 4×200mリレー：優勝（日本新記録）

2013 個人 競走 佐藤 拓也 スポ 2 第97回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×400mリレー：優勝

2013 個人 競走 永沼 賢治 スポ 2 第89回早慶対抗陸上競技会 4×200mリレー：優勝（日本新記録）

2013 個人 競走 愛敬 彰太郎 スポ 1 第97回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×400mリレー：優勝

2013 個人 競走 愛敬 彰太郎 スポ 1 第89回早慶対抗陸上競技会 4×200mリレー：優勝（日本新記録）

2013 個人 競走 須田 隼人 スポ 1 第97回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×100mリレー：優勝

2013 個人 スキー 井上 賢之介 スポ 4 第29回FIS全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会 男子GS：優勝

2013 個人 スキー 西田 順風 人科 4 第26回ユニバーシアード冬季競技大会 クロスカントリー 男子リレー：4位

2013 個人 スキー 宮沢 大志 スポ 4 第22回オリンピック冬季競技大会 クロスカントリー 男子リレー：16位

2013 個人 スキー 宮沢 大志 スポ 4 第22回オリンピック冬季競技大会 クロスカントリー 団体スプリント：13位

2013 個人 スキー 宮沢 大志 スポ 4 FISワールドカップ クロスカントリー 団体スプリント：6位

2013 個人 スキー 向川 桜子 教育 4 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 アルペン女子GS 優勝

2013 個人 スキー 向川 桜子 教育 4 第69回国民体育大会冬季大会スキー競技会 アルペンGS 成年女子Ａ：優勝

2013 個人 スキー 渡部 善斗 スポ 4 第22回オリンピック冬季競技大会 コンバインド 団体：5位

2013 個人 スキー 渡部 善斗 スポ 4 第22回オリンピック冬季競技大会 コンバインド 個人ノーマルヒル：15位

2013 個人 スキー 渡部 善斗 スポ 4 第22回オリンピック冬季競技大会 コンバインド 個人ラージヒル：35位

2013 個人 スキー 渡部 善斗 スポ 4 2014FISワールドカップ コンバインド 団体：3位

2013 個人 スキー 渡部 善斗 スポ 4 2014FISワールドカップ コンバインド 団体：6位

2013 個人 スキー 五十嵐優花 スポ 3 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 クロスカントリー・女子5kmクラシカル：優勝

2013 個人 スキー 長沢 祐 スポ 3 第29回 FIS全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会 男子ＳＬ：優勝

2013 個人 スキー 佐藤 友樹 スポ 2 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 クロスカントリー・男子15kmフリー：優勝

2013 個人 スキー 半藤 成実 スポ 2 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第８７回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・女子リレー：優勝

2013 個人 スキー 安藤佑 太朗 スポ 2 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第８７回全日本学生スキー選手権大会 アルペン男子スーパーＧ：優勝

2013 個人 スキー 小林 諭果 スポ 1 第92回全日本スキー選手権大会 ジャンプ・女子ノーマルヒル：優勝

2013 個人 スキー 山元 豪 スポ 1 第26回ユニバーシアード冬季競技大会 コンバインド・個人ノーマルヒル：8位

2013 個人 スキー 山元 豪 スポ 1 第26回ユニバーシアード冬季競技大会 コンバインド・団体：3位

2013 個人 スキー 山元 豪 スポ 1 全日本A級公認 第32回全日本コンバインド大会 コンバインド：優勝

2013 個人 スキー 大平 麻生 スポ 1 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・女子５ｋｍクラシカル：優勝

2013 個人 スキー 大平 麻生 スポ 1 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・女子１０ｋｍフリー：優勝

2013 個人 スキー 大平 麻生 スポ 1 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・女子リレー：優勝

2013 個人 スキー 大平 麻生 スポ 1 第26回ユニバーシアード冬季競技大会 クロスカントリー・女子リレー：8位

2013 個人 スキー 重田 結歌 スポ 1 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 クロスカントリー・女子スプリント：優勝

2013 個人 スキー 重田 結歌 スポ 1 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・女子リレー：優勝

2013 個人 スキー 神野 慎之介 スポ 3 2014全日本学生スノーボード選手権大会 男子アルペン（回転）：優勝

2013 個人 スケート 小田 卓朗 スポ 3 第86回日本学生氷上競技選手権大会 スピードスケート・男子チームパシュート：優勝

2013 個人 スケート 由井 大陽 スポ 3 第86回日本学生氷上競技選手権大会 スピードスケート・男子チームパシュート：優勝

2013 個人 スケート 菊池 萌水 社学 3 第22回オリンピック冬季競技大会 ショートトラック・女子3000mリレー代表

2013 個人 スケート 三村 亨太 スポ 2 第86回日本学生氷上競技選手権大会 スピードスケート・男子チームパシュート：優勝

2013 個人 ア式蹴球 瀬口 七海 スポ 3 第27回ユニバーシアード競技大会 女子サッカー：5位

2013 個人 ア式蹴球 高木 ひかり スポ 2 第27回ユニバーシアード競技大会 女子サッカー：5位

2013 個人 ア式蹴球 川原 奈央 スポ 1 第27回ユニバーシアード競技大会 女子サッカー：5位

2013 個人 卓球 松平 健太 人科 4 2013年世界卓球選手権パリ大会（個人戦） 男子シングルス：ベスト8

2013 個人 卓球 岩淵 幸洋 教育 1 2013年アジア地域卓球選手権 クラス9：3位
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体育名誉賞データ

年度 区分 名 氏名 学部 学 試合・種目

2013 個人 体操 小倉 佳祐 スポ 2 第67回全日本体操競技種目別選手権大会 男子・跳馬：優勝

2013 個人 体操 小倉 佳祐 スポ 2 第67回全日本学生体操競技選手権大会 男子種目別・跳馬：優勝

2013 個人 レスリング 北村 公平 教育 4 アジア選手権大会 フリースタイル74kg級：3位

2013 個人 レスリング 北村 公平 教育 4 全日本学生選手権 フリースタイル74kg級：優勝

2013 個人 レスリング 北村 公平 教育 4 全日本大学グレコローマン選手権 グレコローマンスタイル84kg級：優勝

2013 個人 レスリング 花山 和寛 社学 4 全日本学生選手権 グレコローマン66kg級：優勝

2013 個人 レスリング 中井 堅太 社学 3 全日本大学グレコローマン選手権 グレコローマン66kg級：優勝

2013 個人 レスリング 保坂 健 スポ 3 全日本学生選手権 フリースタイル66kg級：優勝

2013 個人 レスリング 保坂 健 スポ 3 全日本大学選手権 フリースタイル66kg級：優勝

2013 個人 レスリング 前川 勝利 スポ 3 明治杯全日本選抜選手権 男子グレコローマンスタイル120kg級：優勝

2013 個人 レスリング 前川 勝利 スポ 3 全日本大学グレコローマン選手権 男子グレコローマンスタイル120kg級：優勝

2013 個人 レスリング 前川 勝利 スポ 3 天皇杯全日本選手権 男子グレコローマンスタイル120kg級：優勝

2013 個人 フェンシング 鬼澤 大真 社学 4 第27回ユニバーシアード競技大会 男子フルーレ個人：7位入賞

2013 個人 フェンシング 北川 隆之介 スポ 4 2013年アジア選手権大会 男子フルーレ団体：準優勝

2013 個人 フェンシング 真所 美莉 スポ 4 第63回全日本学生個人選手権大会 女子フルーレ（個人）：優勝

2013 個人 軟式庭球 石井 友梨 人科 4 第68回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2013 個人 軟式庭球 石井 友梨 人科 4 第47回全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 女子ダブルス：優勝

2013 個人 軟式庭球 内山 睦基 スポ 4 第68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：優勝

2013 個人 軟式庭球 桂 拓也 スポ 4 第68回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2013 個人 軟式庭球 高月 拓磨 スポ 4 第68回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2013 個人 軟式庭球 高橋 拓未 社学 4 第68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：優勝

2013 個人 軟式庭球 小林 奈央 スポ 2 第68回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2013 個人 軟式庭球 小林 奈央 スポ 2 第47回全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 女子ダブルス：優勝

2013 個人 自転車 合田 祐美子 スポ 3 第29回全日本学生選手権個人ロードレース大会 女子個人ロードレース：優勝

2013 個人 自転車 伊藤 和輝 スポ 1 第54回全日本学生選手権トラック自転車競技大会 男子4kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ：優勝

2013 個人 バドミントン 古賀 輝 スポ 2 第64回全日本学生バドミントン選手権大会 男子ダブルス：優勝

2013 個人 バドミントン 齋藤 太一 スポ 2 第64回全日本学生バドミントン選手権大会 男子ダブルス：優勝

2013 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 松本 潮霞 社学 4 第10回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 女子69kg級：優勝

2013 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 松本 潮霞 社学 4 第14回全日本大学対抗女子ウエイトリフティング選手権大会 女子63kg級：優勝（スナッチ93kg大学新記録）

2013 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 見附 絵莉 スポ 3 第10回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 女子63kg級：優勝

2013 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 梶田 大和 スポ 2 第59回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 77kg級：優勝

2013 個人 合気道 森岡 瑛登 スポ 4 第44回全日本学生合気道競技大会 男子乱取個人戦：森岡（優勝）

2013 個人 少林寺拳法 稲留 雅人 スポ 4 第47回少林寺拳法全日本学生大会 三人掛の部：優勝

2013 個人 少林寺拳法 中村 絵梨香 先理 4 第47回少林寺拳法全日本学生大会 女子立合評価法の部重量級：優勝

2013 個人 少林寺拳法 林 龍之介 教育 4 第47回少林寺拳法全日本学生大会 男子立合評価法の部超軽量級：優勝

2013 個人 少林寺拳法 宮下 亮介 社学 4 第47回少林寺拳法全日本学生大会 男子二段以上の部：優勝

2013 個人 少林寺拳法 山本 裕也 社学 3 第47回少林寺拳法全日本学生大会 男子二段以上の部：優勝

2013 個人 少林寺拳法 江原 明徳 教育 2 第47回少林寺拳法全日本学生大会 三人掛の部：優勝

2013 個人 少林寺拳法 今井 悠二 創理 1 第47回少林寺拳法全日本学生大会 三人掛の部：優勝

2013 奨励 競走 第82回日本学生陸上競技対校選手権大会 男子総合：準優勝

2013 奨励 スキー 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 男子総合：準優勝

2013 奨励 ラグビー蹴球 第50回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 準優勝

2013 奨励 フェンシング 第66回全日本フェンシング選手権大会 女子フルーレ（団体）：準優勝

2013 奨励 バドミントン 第64回全日本学生バドミントン選手権大会 男子団体戦：準優勝

2012 団体 野球 第61回全日本大学野球選手権大会 優勝

2012 団体 庭球 第66回全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子優勝

2012 団体 庭球 第48回全日本大学対抗テニス王座決定試合 女子優勝

2012 団体 漕艇 第39回全日本大学選手権大会 女子総合優勝

2012 団体 スキー 第86回全日本学生スキー選手権大会 女子総合優勝

2012 団体 ア式蹴球 第61回全日本大学サッカー選手権大会 優勝

2012 団体 フェンシング 第62回全日本学生王座決定戦 男子フルーレ優勝

2012 団体 軟式庭球 第32回全日本学生ソフトテニス王座決定戦 女子団体優勝

2012 団体 軟式庭球 第66回全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 女子団体戦優勝

2012 団体 軟式庭球 第66回全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 男子団体戦優勝

2012 団体 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 第47回全日本大学ソフトボール選手権大会 男子優勝

2012 団体 少林寺拳法 第46回少林寺拳法全日本学生大会 団体の部優勝

2012 個人 庭球 大竹 志歩 スポ 4 第56回全日本学生テニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2012 個人 庭球 桑田 寛子 社学 4 第56回全日本学生テニス選手権大会 女子シングルス：優勝

2012 個人 庭球 桑田 寛子 社学 4 第56回全日本学生テニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2012 個人 庭球 廣田 耕作 スポ 4 第80回全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2012 個人 庭球 遠藤 豪 スポ 3 第49回全日本学生室内テニス選手権大会 男子シングルス：優勝

2012 個人 庭球 遠藤 豪 スポ 3 第49回全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2012 個人 庭球 田川 翔太 教育 3 第80回全日本学生テニス選手権大会 男子シングルス：優勝

2012 個人 庭球 田川 翔太 教育 3 第80回全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2012 個人 庭球 田川 翔太 教育 3 第87回ニッケ全日本テニス選手権 男子ダブルス：優勝

2012 個人 庭球 田川 翔太 教育 3 第49回全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2012 個人 庭球 古田 陸人 スポ 2 第80回全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

2012 個人 漕艇 石川 富士美 教育 4 第34回JAPAN CUP 全日本軽量級選手権大会 女子舵手無しクォドルプル：優勝

2012 個人 漕艇 石川 富士美 教育 4 第39回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2012 個人 漕艇 原口 聖羅 スポ 4 第34回JAPAN CUP 全日本軽量級選手権大会 女子舵手無しクォドルプル：優勝

2012 個人 漕艇 森田 望 教育 4 第90回全日本選手権大会 女子舵手無しペア：優勝

2012 個人 漕艇 森田 望 教育 4 第39回全日本大学選手権大会 女子舵手無しペア：優勝

2012 個人 漕艇 大石 綾美 スポ 3 第34回JAPAN CUP 全日本軽量級選手権 女子舵手無しクォドルプル：優勝

2012 個人 漕艇 大石 綾美 スポ 3 第39回全日本大学選手権大会 女子シングルスカル：優勝

2012 個人 漕艇 大泉 環 文構 3 第39回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2012 個人 漕艇 山根 由絹 スポ 3 第34回JAPAN CUP 全日本軽量級選手権 女子舵手無しクォドルプル：優勝

2012 個人 漕艇 山根 由絹 スポ 3 第39回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2012 個人 漕艇 谷川 早紀 スポ 2 第39回全日本大学選手権大会 女子舵手無しペア：優勝

2012 個人 漕艇 谷川 早紀 スポ 2 第90回全日本選手権大会 女子舵手無しペア：優勝

2012 個人 漕艇 坂内 千紘 商 2 第39回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2012 個人 漕艇 榊原 春奈 スポ 1 2012ロンドンオリンピック アジア大陸予選 女子シングルスカル：優勝

2012 個人 漕艇 榊原 春奈 スポ 1 第30回オリンピック競技大会 女子シングルスカル：22位

2012 個人 漕艇 土屋 愛 スポ 1 第39回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝

2012 個人 水泳 星 奈津美 スポ 4 2012ロンドンオリンピック競技大会 競泳女子200mバタフライ：3位

2012 個人 水泳 深谷 皇 スポ 3 FINA競泳 ワールドカップ東京2012 男子200mバタフライ：3位

2012 個人 水泳 星 茜 スポ 3 FINA競泳 ワールドカップ東京2012 200m混合リレー：優勝

2012 個人 水泳 佐藤 恋 スポ 2 FINA競泳 ワールドカップ東京2012 200m混合リレー：優勝

2012 個人 水泳 雨谷 拓矢 スポ 1 FINA競泳 ワールドカップ東京2012 200m混合リレー：優勝

2012 個人 水泳 中村 克 スポ 1 FINA競泳 ワールドカップ東京2012 200m混合リレー：優勝

2012 個人 競走 浦野 晃弘 スポ 4 第96回日本陸上競技選手権リレー競技大会 4×400mリレー：優勝
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2012 個人 競走 浦野 晃弘 スポ 4 第81回日本学生陸上競技対校選手権大会 4×400mリレー：優勝

2012 個人 競走 梶 将徳 スポ 4 第96回日本陸上競技選手権リレー競技大会 4×100mリレー：優勝

2012 個人 競走 柴村 仁美 スポ 4 第81回日本学生陸上競技対校選手権大会 100mハードル：優勝

2012 個人 競走 牧野 武 スポ 4 第96回日本陸上競技選手権リレー競技大会 4×400mリレー：優勝

2012 個人 競走 牧野 武 スポ 4 第81回日本学生陸上競技対校選手権大会 4×400mリレー：優勝

2012 個人 競走 ディーン ロドリック 元気 スポ 3 第96回日本陸上競技選手権大会 男子やり投げ：優勝

2012 個人 競走 ディーン ロドリック 元気 スポ 3 第30回オリンピック競技大会 男子やり投げ：10位

2012 個人 競走 野澤 啓佑 スポ 3 第81回日本学生陸上競技対校選手権大会 男子400mハードル：優勝

2012 個人 競走 野澤 啓佑 スポ 3 第96回日本陸上競技選手権リレー競技大会 4×400mリレー：優勝

2012 個人 競走 九鬼 巧 スポ 2 第30回オリンピック競技大会 男子4×100mリレー：エントリー

2012 個人 競走 九鬼 巧 スポ 2 第81回日本学生陸上競技対校選手権大会 4×100mリレー：優勝

2012 個人 競走 九鬼 巧 スポ 2 第96回日本陸上競技選手権リレー競技大会 4×100mリレー：優勝

2012 個人 競走 竹下 裕希 スポ 2 第81回日本学生陸上競技対校選手権大会 4×100mリレー：優勝

2012 個人 競走 竹下 裕希 スポ 2 第96回日本陸上競技選手権リレー競技大会 4×100mリレー：優勝

2012 個人 競走 三原 浩幸 スポ 2 第81回日本学生陸上競技対校選手権大会 4×100mリレー：優勝

2012 個人 競走 三原 浩幸 スポ 2 第96回日本陸上競技選手権リレー競技大会 4×100mリレー：優勝

2012 個人 競走 北村 拓也 スポ 1 第81回日本学生陸上競技対校選手権大会 4×100mリレー：優勝

2012 個人 スキー 柏原 理子 スポ 4 第86回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・女子リレー：優勝

2012 個人 スキー 柏原 理子 スポ 4 第91回全日本スキー選手権大会 女子15kmリレー：優勝

2012 個人 スキー 栗栖 成美 スポ 4 第84回 宮様スキー大会国際競技会 アルペン（女子GS）：優勝

2012 個人 スキー 古谷 沙理 スポ 4 第86回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・女子リレー：優勝

2012 個人 スキー 古谷 沙理 スポ 4 第91回全日本スキー選手権大会 女子15kmリレー：優勝

2012 個人 スキー 本山 育未 スポ 4 第86回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・スプリント1.2kmクラシカル：優勝

2012 個人 スキー 本山 育未 スポ 4 第86回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・女子リレー：優勝

2012 個人 スキー レンティング 陽 スポ 4 2013 FIS ノルディックスキー世界選手権大会 男子リレー（日本）：8位

2012 個人 スキー レンティング 陽 スポ 4 第91回全日本スキー選手権大会 男子40kmリレー：優勝

2012 個人 スキー 河野 恭介 スポ 3 FIS Far East Cup（FIS国際大会） アルペン競技・種目別ランク（SL）：2位

2012 個人 スキー 河野 恭介 スポ 3 FIS Far East Cup（FIS国際大会） アルペン競技・総合ランク：5位

2012 個人 スキー 後藤 悠子 教育 3 FIS（U）第28回全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会 女子SC：優勝

2012 個人 スキー 後藤 悠子 教育 3 FIS（U）第28回全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会 女子GS：優勝

2012 個人 スキー 西田 順風 人科 3 第91回全日本スキー選手権大会 男子40kmリレー：優勝

2012 個人 スキー 宮沢 大志 スポ 3 2013 FIS ノルディックスキー世界選手権大会 男子リレー（日本）：8位

2012 個人 スキー 宮沢 大志 スポ 3 第91回全日本スキー選手権大会 男子40kmリレー：優勝

2012 個人 スキー 向川 桜子 教育 3 第91回全日本スキー選手権大会 女子GS：優勝

2012 個人 スキー 向川 桜子 教育 3 FIS Far East Cup 女子GS・種目別ランク：優勝

2012 個人 スキー 渡部 善斗 スポ 3 FISワールドカップ（チーム戦） コンバインド（ノルディック複合）：3位

2012 個人 スキー 渡部 善斗 スポ 3 2013 FIS ノルディックスキー世界選手権大会 団体グンダーセン（日本）：4位

2012 個人 スキー 渡部 善斗 スポ 3 FISワールドカップ コンバインド 個人第16戦・グンダーセン/10km：3位

2012 個人 スキー 長沢 祐 スポ 2 第84回 宮様スキー大会国際競技会 アルペン（男子GS）：優勝

2012 個人 スキー 長沢 祐 スポ 2 第84回 宮様スキー大会国際競技会 アルペン（男子SL）：優勝

2012 個人 スキー 佐藤 友樹 スポ 1 第91回全日本スキー選手権大会 男子40kmリレー：優勝

2012 個人 スキー 傳田 翁玖 スポ 1 第86回全日本学生スキー選手権大会 コンバインド：優勝

2012 個人 スキー 半藤 成実 スポ 1 第91回全日本スキー選手権大会 女子15kmリレー：優勝

2012 個人 スケート 桜井 美馬 スポ 5 ワールドカップ上海大会 女子ショートトラック3000mリレー：2位

2012 個人 スケート 桜井 美馬 スポ 5 第23回全日本距離別ショートトラック・スピードスケート選手権大会 1000m：優勝

2012 個人 スケート 桜井 美馬 スポ 5 第23回全日本距離別ショートトラック・スピードスケート選手権大会 1500m：優勝

2012 個人 スケート 桜井 美馬 スポ 5 第23回全日本距離別ショートトラック・スピードスケート選手権大会 1000m追い抜き：優勝

2012 個人 スケート 桜井 美馬 スポ 5 スピードスケート・ショートトラック世界選手権 女子3000mリレー：3位

2012 個人 スケート 赤神 康亮 スポ 4 第32回全日本学生スピードスケート競技選手権大会 男子1500m：優勝

2012 個人 スケート 森永 一帆 スポ 4 第85回日本学生氷上競技選手権（スピードスケート） 男子チームパシュート：優勝

2012 個人 スケート 小田 卓朗 スポ 2 第85回日本学生氷上競技選手権（スピードスケート） 男子チームパシュート：優勝

2012 個人 スケート 三村 亨太 スポ 1 第85回日本学生氷上競技選手権（スピードスケート） 男子10,000m：優勝

2012 個人 スケート 三村 亨太 スポ 1 第85回日本学生氷上競技選手権（スピードスケート） 男子チームパシュート：優勝

2012 個人 馬術 照井 駿介 政経 4 第84回全日本学生馬術選手権大会 優勝

2012 個人 卓球 中島 未早希 スポ 4 第79回全日本大学総合卓球選手権大会 女子ダブルス：優勝

2012 個人 卓球 加藤 充恵 スポ 4 第79回全日本大学総合卓球選手権大会 女子ダブルス：優勝

2012 個人 卓球 松平 健太 人科 3 平成24年度全日本卓球選手権大会 男子ダブルス：優勝

2012 個人 体操 小倉 佳祐 スポ 1 第66回全日本学生体操競技選手権大会 男子種目別・跳馬：優勝

2012 個人 レスリング 山口 剛 スポ 5 第65回全日本選手権大会 フリースタイル96kg級：優勝

2012 個人 レスリング 田中 幸太郎 社学 4 第25回明治杯全日本選抜選手権大会 66kg級（フリースタイル）：優勝

2012 個人 レスリング 大坂 昂 スポ 3 第25回明治杯全日本選抜選手権大会 96kg級（グレコローマン）：優勝

2012 個人 レスリング 北村 公平 教育 3 第22回世界学生選手権大会 フリースタイル74kg級：2位

2012 個人 レスリング 田中 亜里沙 スポ 2 第12回全日本学生選手権大会 女子51kg級：優勝

2012 個人 レスリング 前川 勝利 スポ 2 第65回全日本選手権大会 男子グレコローマンスタイル120kg級：優勝

2012 個人 フェンシング 鬼澤 大真 社学 3 第1回アジアU-23選手権大会 男子フルーレ：優勝

2012 個人 フェンシング 鬼澤 大真 社学 3 第1回アジアU-23選手権大会 男子フルーレ（団体）：2位

2012 個人 フェンシング 北川 隆之介 スポ 3 第1回アジアU-23選手権大会 男子フルーレ：3位

2012 個人 フェンシング 北川 隆之介 スポ 3 第1回アジアU-23選手権大会 男子フルーレ（団体）：2位

2012 個人 フェンシング 北川 隆之介 スポ 3 第62回全日本学生個人選手権 男子フルーレ（個人）：優勝

2012 個人 軟式庭球 石井 由梨 人科 3 第67回全日本学生ソフトテニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2012 個人 軟式庭球 石井 由梨 人科 3 第54回全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 女子シングルス：優勝

2012 個人 軟式庭球 石井 由梨 人科 3 第46回全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 女子ダブルス：優勝

2012 個人 軟式庭球 小林 奈央 スポ 1 第7回アジアソフトテニス選手権大会 ミックスダブルス：優勝

2012 個人 軟式庭球 小林 奈央 スポ 1 第7回アジアソフトテニス選手権大会 国別対抗：優勝

2012 個人 軟式庭球 小林 奈央 スポ 1 第19回全日本シングルス選手権大会 女子シングルス：優勝

2012 個人 軟式庭球 小林 奈央 スポ 1 第67回全日本学生ソフトテニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

2012 個人 軟式庭球 小林 奈央 スポ 1 第46回全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 女子ダブルス：優勝

2012 個人 自転車 今井 一誠 社学 4 第68回全日本大学対抗選手権自転車競技大会 ダンデムスプリント：優勝

2012 個人 自転車 佐々木 龍 スポ 4 第68回全日本大学対抗選手権自転車競技大会 ダンデムスプリント：優勝

2012 個人 自転車 佐々木 龍 スポ 4 第53回全日本学生選手権トラック自転車競技大会 1kmタイムトライアル：優勝

2012 個人 自転車 三浦 康嵩 スポ 3 第81回全日本アマチュア自転車競技選手権大会トラック・レース スクラッチ：優勝

2012 個人 自転車 大中 巧基 スポ 3 第53回全日本学生選手権トラック自転車競技大会 マディソン：優勝

2012 個人 自転車 谷口 雄太郎 スポ 2 第53回全日本学生選手権トラック自転車競技大会 マディソン：優勝

2012 個人 バドミントン 玉木 絵里子 スポ 4 第63回全日本学生バドミントン選手権大会 女子シングルス：優勝

2012 個人 バドミントン 古賀 輝 スポ 1 第63回全日本学生バドミントン選手権大会 男子ダブルス：優勝

2012 個人 バドミントン 齋藤 太一 スポ 1 第63回全日本学生バドミントン選手権大会 男子ダブルス：優勝

2012 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 吉野 千枝里 社学 4 第24回全日本女子学生ウエイトリフティング選手権大会 女子63kg級：優勝

2012 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 見附 絵莉 スポ 2 第24回全日本女子学生ウエイトリフティング選手権大会 女子58kg級：優勝

2012 個人 少林寺拳法 浅利 圭介 教育 4 第46回少林寺拳法全日本学生大会 三人掛けの部：優勝

2012 個人 少林寺拳法 森 恒裕 商 3 第46回少林寺拳法全日本学生大会 三人掛けの部：優勝
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2012 個人 少林寺拳法 山本 裕也 社学 2 第46回少林寺拳法全日本学生大会 三人掛けの部：優勝

2012 奨励 スケート 第85回日本学生氷上競技選手権（スピードスケート） 男子１部準優勝

2012 奨励 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 第64回全日本大学バスケットボール選手権大会 女子準優勝

2012 奨励 ア式蹴球 第21回全日本大学女子サッカー選手権大会 準優勝

2012 奨励 卓球 第82回全日本大学総合卓球選手権大会 団体の部女子準優勝

2012 奨励 ハンドボール 第55回全日本学生ハンドボール選手権大会 男子準優勝

2012 奨励 フェンシング 第62回全日本学生王座決定戦 女子フルーレ準優勝

2012 奨励 フェンシング 第52回全日本大学対抗選手権 女子フルーレ（団体）準優勝

2012 奨励 フェンシング 第52回全日本大学対抗選手権 女子エペ（団体）準優勝

2012 奨励 フェンシング 第52回全日本大学対抗選手権 女子サーブル（団体）準優勝

2012 奨励 フェンシング 第65回全日本フェンシング選手権大会 女子エペ（団体）2位

2011 団体 庭球 第65回 全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子 優勝

2011 団体 庭球 第47回 全日本大学対抗テニス王座決定試合 女子 優勝

2011 団体 漕艇 第38回 全日本大学選手権大会 女子総合 優勝

2011 団体 競走 第80回 日本学生陸上競技対校選手権大会 男子 総合優勝

2011 団体 山岳 南米最高峰アコンカグア登頂に成功

2011 団体 スキー 秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第85回 全日本学生スキー選手権大会 女子総合優勝

2011 団体 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 「東日本大震災」被災地復興支援 第63回全日本大学バスケットボール選手権大会 女子 優勝

2011 団体 軟式庭球 第31回 全日本大学ソフトテニス王座決定戦 女子団体 優勝

2011 団体 準硬式野球 平成23年度東京六大学準硬式野球リーグ戦 春秋連覇

2011 団体 合気道 第42回 全日本学生合気道競技大会 男子乱取団体 優勝

2011 団体 合気道 第42回 全日本学生合気道競技大会 女子乱取団体 優勝

2011 団体 日本拳法 第56回 全日本学生拳法選手権大会 男子団体戦（7人制） 優勝

2011 団体 ラクロス 第3回 全日本ラクロス大学選手権大会 男子 優勝

2011 個人 庭球 伊藤 潤 スポ 4 第79回 全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2011 個人 庭球 田中 優季 スポ 4 第55回 全日本学生テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

2011 個人 庭球 廣田 耕作 スポ 3 第79回 全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2011 個人 庭球 桑田 寛子 社学 3 第55回 全日本学生テニス選手権大会 女子シングルス 優勝

2011 個人 庭球 桑田 寛子 社学 3 第47回 全日本学生室内テニス選手権大会 女子シングルス 優勝

2011 個人 庭球 大竹 志歩 スポ 3 第55回 全日本学生テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

2011 個人 庭球 田川 翔太 教育 2 第79回 全日本学生テニス選手権大会 男子シングルス 優勝

2011 個人 庭球 田川 翔太 教育 2 第47回 全日本学生室内テニス選手権大会 男子シングルス 優勝

2011 個人 庭球 田川 翔太 教育 2 第47回 全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2011 個人 庭球 遠藤 豪 スポ 2 第47回 全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2011 個人 漕艇 篠田 成美 スポ 4 第33回 JAPAN CUP 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2011 個人 漕艇 晦日 尚子 教育 4 第89回 全日本選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2011 個人 漕艇 晦日 尚子 教育 4 第33回 JAPAN CUP 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2011 個人 漕艇 越智 愛來 スポ 3 第89回 全日本選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2011 個人 漕艇 市川 ゆう スポ 3 第89回 全日本選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2011 個人 漕艇 原口 聖羅 スポ 3 第33回 JAPAN CUP 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2011 個人 漕艇 大泉 環 文構 2 第33回 JAPAN CUP 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2011 個人 漕艇 山根 由絹 スポ 2 第89回 全日本選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2011 個人 漕艇 山根 由絹 スポ 2 第33回 JAPAN CUP 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2011 個人 漕艇 大石 綾美 スポ 2 第89回 全日本選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2011 個人 漕艇 大石 綾美 スポ 2 第38回 全日本大学選手権大会 女子シングルスカル 優勝

2011 個人 弓道 岩本 真実 スポ 4 第59回 全日本学生弓道選手権大会 女子個人戦 優勝

2011 個人 水泳 星 奈津美 スポ 3 第26回 ユニバーシアード競技大会 女子２００ｍバタフライ ２位

2011 個人 水泳 星 奈津美 スポ 3 第14回 世界選手権 女子２００ｍバタフライ ４位

2011 個人 水泳 星 奈津美 スポ 3 第88回 日本選手権水泳競技大会 女子２００ｍバタフライ 優勝

2011 個人 水泳 星 奈津美 スポ 3 第87回 日本学生選手権水泳競技大会 女子100ｍ・200ｍバタフライ 優勝

2011 個人 水泳 星 奈津美 スポ 3 アリーナカップ第18回東京六大学水泳春季対抗戦 女子２００ｍフリーリレー 優勝

2011 個人 水泳 山崎 美里 スポ 2 アリーナカップ第18回 東京六大学水泳春季対抗戦 女子２００ｍフリーリレー 優勝

2011 個人 水泳 星 茜 スポ 2 アリーナカップ第18回 東京六大学水泳春季対抗戦 女子２００ｍフリーリレー 優勝

2011 個人 水泳 鈴木 聖未 法 1 アリーナカップ第18回 東京六大学水泳春季対抗戦 女子２００ｍフリーリレー 優勝

2011 個人 競走 矢澤 曜 教育 4 第26回ユニバーシアード競技大会 男子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ団体 優勝

2011 個人 競走 矢澤 曜 教育 4 第26回ユニバーシアード競技大会 男子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ ７位

2011 個人 競走 笹瀬 弘樹 スポ 4 第80回 日本学生陸上競技対校選手権大会 男子棒高跳び 優勝

2011 個人 競走 蔭山 愛 教育 3 第80回 日本学生陸上競技対校選手権大会 女子２００ｍ 優勝

2011 個人 競走 大迫 傑 スポ 2 第26回ユニバーシアード競技大会 男子１００００ｍ 優勝

2011 個人 競走 大迫 傑 スポ 2 第80回 日本学生陸上競技対校選手権大会 男子１５００ｍ 優勝

2011 個人 競走 大迫 傑 スポ 2 第26回 福岡国際クロスカントリー大会 男子シニア10km 優勝

2011 個人 競走 ディーン 元気 スポ 2 第80回 日本学生陸上競技対校選手権大会 男子やり投 優勝

2011 個人 スキー 小山内 優太 スポ 4 秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第85回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー 男子リレー（3走） 優勝

2011 個人 スキー 柳舘 万智子 スポ 4 秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第85回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー 女子リレー（1走） 優勝

2011 個人 スキー レンティング 陽 スポ 3 第90回 全日本スキー選手権大会 クロスカントリー 男子チームスプリント 優勝

2011 個人 スキー レンティング 陽 スポ 3 秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第85回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー 男子１０kmクラシカル 優勝

2011 個人 スキー レンティング 陽 スポ 3 秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第85回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー 男子リレー（2走） 優勝

2011 個人 スキー レンティング 陽 スポ 3 FIS公認 U-23世界選手権 クロスカントリー 男子１５kmクラシカル ８位

2011 個人 スキー 柏原 理子 スポ 3 第90回 全日本スキー選手権大会 クロスカントリー 女子１０kmクラシカル 優勝

2011 個人 スキー 柏原 理子 スポ 3 秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第85回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー 女子５kmクラシカル 優勝

2011 個人 スキー 柏原 理子 スポ 3 秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第85回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー 女子リレー（3走） 優勝

2011 個人 スキー 柏原 理子 スポ 3 FIS公認 Far East Cup アジアラウンド 総合成績 ３位

2011 個人 スキー 古谷 沙理 スポ 3 秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第85回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー 女子スプリント 優勝

2011 個人 スキー 古谷 沙理 スポ 3 秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第85回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー 女子リレー（2走） 優勝

2011 個人 スキー 宮沢 大志 スポ 2 第90回 全日本スキー選手権大会 クロスカントリー 男子スプリント 優勝

2011 個人 スキー 宮沢 大志 スポ 2 第90回 全日本スキー選手権大会 クロスカントリー 男子チームスプリント 優勝

2011 個人 スキー 宮沢 大志 スポ 2 秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第85回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー 男子リレー（4走） 優勝

2011 個人 スキー 宮沢 大志 スポ 2 FIS公認 Far East Cup アジアラウンド 総合成績 優勝

2011 個人 スキー 西田 順風 人科 2 秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第85回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー 男子リレー（1走） 優勝

2011 個人 スキー 渡部 善斗 スポ 2 FIS公認 ワールドカップ（コンバインド） 第5戦グンダーセン 10km ８位

2011 個人 スキー 後藤 悠子 教育 2 全日本A級公認 第27回 全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会 アルペン 女子GS(大回転）・SL(回転） ４種目優勝

2011 個人 スキー 眞田 ひばり スポ 2 秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第85回 全日本学生スキー選手権大会 アルペン 女子GS（大回転） 優勝

2011 個人 スキー 眞田 ひばり スポ 2 FIS公認 Far East Cup（アルペン種目） アジアラウンド 総合成績 ８位

2011 個人 スキー 向川 桜子 教育 2 全日本A級公認 第27回 全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会 アルペン 女子スーパーG 優勝

2011 個人 スキー 向川 桜子 教育 2 FIS公認・全日本A級公認 蔵王ライザスラローム大会（Zao Liza Slalom Race) アルペン 女子SL(回転） 優勝

2011 個人 ア式蹴球 富山 貴光 スポ 3 第26回ユニバーシアード競技大会（深圳） サッカー(男子） 優勝

2011 個人 ア式蹴球 大滝 麻未 スポ 4 第26回ユニバーシアード競技大会（深圳） サッカー（女子） 準優勝

2011 個人 ア式蹴球 高畑 志帆 教育 4 第26回ユニバーシアード競技大会（深圳） サッカー（女子） 準優勝

2011 個人 ア式蹴球 臼井 理恵 スポ 4 第26回ユニバーシアード競技大会（深圳） サッカー（女子） 準優勝

2011 個人 卓球 笠原 弘光 スポ 4 第26回 ユニバーシアード競技大会 団体 ２位
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2011 個人 卓球 笠原 弘光 スポ 4 第26回 ユニバーシアード競技大会 男子ダブルス ５位

2011 個人 卓球 御内 健太郎 スポ 4 第26回 ユニバーシアード競技大会 混合ダブルス ２位

2011 個人 卓球 御内 健太郎 スポ 4 第26回 ユニバーシアード競技大会 団体 ２位

2011 個人 卓球 金子 和也 スポ 4 第3回 国際クラス別肢体不自由者卓球選手権 男子シングルス(ｸﾗｽ7） 優勝

2011 個人 卓球 松平 健太 人科 2 第20回 アジア卓球選手権大会 男子団体 準優勝

2011 個人 レスリング 石田 智嗣 スポ 4 第62回 全日本学生ﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ男子60kg級 優勝

2011 個人 レスリング 石田 智嗣 スポ 4 2012年アジア選手権 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ男子60kg級 ３位

2011 個人 レスリング 新井 千明 社学 4 第21回 全日本女子オープンレスリング選手権大会 55kg級 優勝

2011 個人 レスリング 山口 剛 スポ 4 第62回 全日本学生ﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ男子84kg級 優勝

2011 個人 レスリング 大坂 昴 スポ 2 第62回 全日本学生ﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権大会 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ男子96kg級 優勝

2011 個人 レスリング 大坂 昴 スポ 2 第62回 全日本学生ﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ男子96kg級 優勝

2011 個人 レスリング 前川 勝利 スポ 1 明治乳業杯 全日本選抜レスリング選手権大会 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ男子120kg級 優勝

2011 個人 米式蹴球 末吉 智一 政経 4 第4回 アメリカンフットボール世界選手権オーストリア大会 ３位

2011 個人 フェンシング 平石 典子 教育 4 第61回 全日本学生フェンシング個人選手権大会 女子フルーレ個人 優勝

2011 個人 フェンシング 平石 典子 教育 4 第26回 ユニバーシアード競技大会 女子ﾌﾙｰﾚ団体 ７位

2011 個人 軟式庭球 中本 圭哉 スポ 4 第14回 世界ソフトテニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2011 個人 軟式庭球 安川 真璃子 スポ 4 第53回全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 女子シングルス 優勝

2011 個人 軟式庭球 泉山 翔太 スポ 4 第45回内閣総理大臣杯 全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 ダブルス男子 優勝

2011 個人 軟式庭球 桂 拓也 スポ 2 第45回内閣総理大臣杯 全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 ダブルス男子 優勝

2011 個人 軟式庭球 柏原 真由美 スポ 2 第45回内閣総理大臣杯 全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 ダブルス女子 優勝

2011 個人 軟式庭球 大槻 麗 スポ 1 第45回内閣総理大臣杯 全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 ダブルス女子 優勝

2011 個人 自転車 入部 正太朗 スポ 4 第14回 全日本自転車選手権トラック 男子ポイントレース(40㎞） 優勝

2011 個人 自転車 今井 一誠 社学 3 第52回 全日本学生選手権トラック自転車競技大会 男子ケイリン 優勝

2011 個人 自転車 今井 一誠 社学 3 第80回 全日本アマチュア自転車競技大会 男子ケイリン 優勝

2011 個人 自転車 今井 一誠 社学 3 第67回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 男子タンデムスプリント 優勝

2011 個人 自転車 佐々木 龍 スポ 3 第23回 全日本学生個人ロードTT自転車競技大会 個人ロードTT男子の部 優勝

2011 個人 自転車 佐々木 龍 スポ 3 第67回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 男子タンデムスプリント 優勝

2011 個人 自転車 大中 巧基 スポ 2 全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ（門田杯） 総合成績 優勝 (年間ランキング１位)

2011 個人 バドミントン 嘉村 健士 スポ 4 第26回 ユニバーシアード競技大会(中国） 団体 ６位

2011 個人 バドミントン 嘉村 健士 スポ 4 第26回 ユニバーシアード競技大会(中国） ダブルス ８位

2011 個人 バドミントン 嘉村 健士 スポ 4 大阪インターナショナルチャレンジ２０１１ 混合ダブルス 優勝

2011 個人 バドミントン 嘉村 健士 スポ 4 マレーシアインターナショナルチャレンジ２０１１ 男子ダブルス 優勝

2011 個人 バドミントン 嘉村 健士 スポ 4 日本ランキングサーキット２０１１ 男子ダブルス 優勝

2011 個人 バドミントン 西山 夕美子 スポ 4 第26回 ユニバーシアード競技大会(中国） 団体 ６位

2011 個人 バドミントン 桜井 みどり スポ 4 第26回 ユニバーシアード競技大会(中国） 団体 ６位

2011 個人 バドミントン 玉木 絵里子 スポ 3 第62回 全日本学生選手権大会 女子シングルス 優勝

2011 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｳｨﾝｸﾞ 武井 誠一郎 スポ 4 第57回 全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 男子７７㎏級 優勝

2011 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｳｨﾝｸﾞ 大塚 一樹 スポ 4 第57回 全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 男子６９㎏級 優勝

2011 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｳｨﾝｸﾞ 吉野 千枝里 社学 3 第23回 全日本女子学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ個人選手権大会 女子５８㎏級 優勝

2011 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｳｨﾝｸﾞ 吉野 千枝里 社学 3 第12回 全日本大学対抗女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 女子６３㎏級 優勝

2011 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｳｨﾝｸﾞ 松本 潮霞 社学 2 第23回 全日本女子学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ個人選手権大会 女子６３㎏級 優勝

2011 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｳｨﾝｸﾞ 松本 潮霞 社学 2 第25回 全日本女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 女子６３㎏級 優勝

2011 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｳｨﾝｸﾞ 松本 潮霞 社学 2 第3回 ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ 全日本女子選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 女子６３㎏級 優勝

2011 個人 射撃 蛯原 綾乃 スポ 1 第24回 全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 １０メートルエアーライフル立射４０発競技 優勝

2011 個人 合気道 本坂 裕貴 商 4 第42回 全日本学生合気道競技大会 男子乱取個人 優勝

2011 個人 合気道 乙竹 美佳 法 4 第42回 全日本学生合気道競技大会 女子乱取個人 優勝

2011 個人 少林寺拳法 大岡 史弥 社学 4 第45回 少林寺拳法全日本学生大会 組演武男子三段以上の部 優勝

2011 個人 少林寺拳法 林 龍之介 教育 3 第45回 少林寺拳法全日本学生大会 組演武男子三段以上の部 優勝

2011 奨励 水泳 第87回 日本学生選手権水泳競技大会 水球男子 準優勝

2011 奨励 スキー 秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第85回 全日本学生スキー選手権大会 男子総合 準優勝

2011 奨励 スケート 第84回 日本学生氷上競技選手権大会 アイスホッケー 準優勝

2011 奨励 レスリング 内閣総理大臣杯 全日本大学レスリング選手権大会 団体総合 準優勝

2011 奨励 ハンドボール 高松宮記念杯 男子第54回平成23年度全日本学生ハンドボール選手権大会 男子 準優勝

2011 奨励 フェンシング 第51回 全日本大学対抗選手権大会 男子エペ団体 準優勝

2011 奨励 フェンシング 第61回 全日本学生王座決定戦 女子ﾌﾙｰﾚ団体 準優勝

2011 奨励 フェンシング 第51回 全日本大学対抗選手権大会 女子ﾌﾙｰﾚ団体 準優勝

2011 奨励 軟式庭球 第31回 全日本大学ソフトテニス王座決定戦 男子団体 準優勝

2010 団体 野球 明治神宮鎮座９０周年記念 第４１回明治神宮野球大会 優勝

2010 団体 庭球 第６４回 全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子 優勝

2010 団体 庭球 第４６回 全日本大学対抗テニス王座決定試合 女子 優勝

2010 団体 漕艇 第３７回 全日本大学選手権大会 女子総合 優勝

2010 団体 剣道 第５８回 全日本学生剣道優勝大会 男子団体 優勝

2010 団体 剣道 第２９回 全日本女子学生剣道優勝大会 女子団体 優勝

2010 団体 競走 第４２回 秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 駅伝 優勝

2010 団体 競走 第２２回 出雲全日本大学選抜駅伝競走 駅伝 優勝

2010 団体 競走 第８７回 東京箱根間往復大学駅伝競走 駅伝 総合優勝

2010 団体 スキー 秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第８４回 全日本学生スキー選手権大会 男子総合優勝

2010 団体 ア式蹴球 第１９回 全日本大学女子サッカー選手権大会 優勝

2010 団体 自動車 平成２２年度 全日本学生ダートトライアル選手権大会 ダートトライアル 団体優勝

2010 団体 ヨット 第７５回 全日本学生ヨット選手権大会 総合優勝

2010 団体 ヨット 第７５回 全日本学生ヨット選手権大会 国際スナイプ級 優勝

2010 団体 フェンシング 第５０回 全日本大学対抗選手権大会 男子フルーレ団体 優勝

2010 団体 軟式庭球 第６４回 全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 男子団体 優勝

2010 団体 軟式庭球 第６４回 全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 女子団体 優勝

2010 団体 合気道 第４１回 全日本学生合気道競技大会 女子乱取団体 優勝

2010 団体 ラクロス 第２回 全日本ラクロス大学選手権大会 男子 優勝

2010 奨励 ラグビー蹴球 第４７回 全国学生ラグビーフットボール選手権大会 準優勝

2010 奨励 卓球 第８０回 全日本大学対抗卓球大会 女子団体 準優勝

2010 奨励 レスリング 第４６回 全日本学生レスリング王座決定戦 準優勝

2010 奨励 レスリング 第３７回 全日本大学レスリング選手権大会 準優勝

2010 奨励 米式蹴球 第６５回 毎日甲子園ボウル（全日本大学選手権） 準優勝

2010 奨励 バドミントン 第６１回 全日本学生バドミントン選手権大会 男子団体 準優勝

2010 個人 野球 大石 達也 スポ 4 第５回 世界大学野球選手権大会 ３位

2010 個人 野球 斎藤 佑樹 教育 4 第５回 世界大学野球選手権大会 ３位

2010 個人 野球 斎藤 佑樹 教育 4 第４回 世界大学野球選手権大会 ２位

2010 個人 庭球 井上 明里 スポ 4 第４６回 島津全日本室内テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

2010 個人 庭球 富崎 優也 スポ 4 第７８回 全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2010 個人 庭球 佐野 紘一 スポ 4 第７８回 全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2010 個人 庭球 杉田 祐一 スポ 4 第４６回 島津全日本室内テニス選手権大会 男子シングルス 優勝

2010 個人 庭球 杉田 祐一 スポ 4 第８５回 全日本テニス選手権 男子シングルス 優勝
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年度 区分 名 氏名 学部 学 試合・種目

2010 個人 庭球 伊藤 潤 スポ 3 第７８回 全日本学生テニス選手権大会 男子シングルス 優勝

2010 個人 庭球 桑田 寛子 社学 2 第７８回 全日本学生テニス選手権大会 女子シングルス 優勝

2010 個人 庭球 桑田 寛子 社学 2 第４７回 全日本学生室内テニス選手権 女子シングルス 優勝

2010 個人 庭球 伊藤 絵美子 スポ 3 第７８回 全日本学生テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

2010 個人 庭球 岩崎 舞 スポ 2 第７８回 全日本学生テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

2010 個人 庭球 田中 優季 スポ 3 第４７回 全日本学生室内テニス選手権 女子ダブルス 優勝

2010 個人 庭球 大竹 志歩 スポ 2 第４７回 全日本学生室内テニス選手権 女子ダブルス 優勝

2010 個人 漕艇 上谷 康晃 スポ 4 第８８回 全日本選手権大会 男子舵手付きフォア 優勝

2010 個人 漕艇 上谷 康晃 スポ 4 第３７回 全日本大学選手権大会 男子舵手無しペア 優勝

2010 個人 漕艇 清水 大輔 スポ 4 第８８回 全日本選手権大会 男子舵手付きフォア 優勝

2010 個人 漕艇 清水 大輔 スポ 4 第３７回 全日本大学選手権大会 男子舵手無しペア 優勝

2010 個人 漕艇 田中 大誠 スポ 4 第８８回 全日本選手権大会 男子舵手付きフォア 優勝

2010 個人 漕艇 中村 良平 スポ 4 第８８回 全日本選手権大会 男子舵手付きフォア 優勝

2010 個人 漕艇 岩瀬 敦俊 教育 4 第８８回 全日本選手権大会 男子舵手付きフォア 優勝

2010 個人 漕艇 藤田 裕美 スポ 4 第３２回 JAPAN CUP 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2010 個人 漕艇 藤田 裕美 スポ 4 第３７回 全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2010 個人 漕艇 坂本 美喜 スポ 4 第３２回 JAPAN CUP 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2010 個人 漕艇 坂本 美喜 スポ 4 第３７回 全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2010 個人 漕艇 小谷 文香 スポ 4 第３２回 JAPAN CUP 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2010 個人 漕艇 篠田 成美 スポ 3 第３７回 全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2010 個人 漕艇 晦日 尚子 教育 3 第３２回 JAPAN CUP 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2010 個人 漕艇 晦日 尚子 教育 3 第３７回 全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2010 個人 漕艇 越智 愛來 スポ 2 第３２回 JAPAN CUP 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2010 個人 漕艇 原口 聖羅 スポ 2 第３７回 全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2010 個人 漕艇 大石 綾美 スポ 1 第３７回 全日本大学選手権大会 女子ダブルスカル 優勝

2010 個人 漕艇 山根 由絹 スポ 1 第３７回 全日本大学選手権大会 女子ダブルスカル 優勝

2010 個人 水泳 星 奈津美 スポ 2 第１６回 アジア競技大会 競泳競技 女子２００ｍバタフライ ２位

2010 個人 水泳 星 奈津美 スポ 2 第８６回 日本選手権水泳競技大会 女子２００ｍバタフライ 優勝

2010 個人 水泳 星 奈津美 スポ 2 第８６回 日本学生選手権水泳競技大会 女子２００ｍバタフライ 優勝

2010 個人 競走 小西 志朗 スポ 4 第９４回 日本陸上競技選手権リレー競技大会 ４×４００ｍR(１走) 優勝

2010 個人 競走 中村 達郎 文構 4 第９４回 日本陸上競技選手権リレー競技大会 ４×４００ｍR(２走) 優勝

2010 個人 競走 牧野 武 スポ 2 第９４回 日本陸上競技選手権リレー競技大会 ４×４００ｍR(３走) 優勝

2010 個人 競走 浦野 晃弘 スポ 2 第９４回 日本陸上競技選手権リレー競技大会 ４×４００ｍR(４走) 優勝

2010 個人 競走 江里口 匡史 スポ 4 第９４回 日本陸上競技選手権大会 １００ｍ 優勝

2010 個人 競走 江里口 匡史 スポ 4 第７９回 日本学生陸上競技対校選手権大会 １００ｍ 優勝

2010 個人 競走 笹瀬 弘樹 スポ 3 第７９回 日本学生陸上競技対校選手権大会 男子棒高跳 優勝

2010 個人 競走 佐々木 寛文 スポ 2 第２２回 出雲全日本大学選抜駅伝競走 駅伝 第４区区間新記録

2010 個人 競走 志方 文典 スポ 1 第４２回 秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 駅伝 第５区区間新記録

2010 個人 競走 矢澤 曜 教育 3 青木半治杯２０１０国際千葉駅伝 駅伝(３区) 日本学生選抜 総合優勝

2010 個人 競走 平賀 翔太 基理 2 青木半治杯２０１０国際千葉駅伝 駅伝(５区) 日本学生選抜 総合優勝

2010 個人 スキー 柏原 暢仁 スポ 4 第８４回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・男子スプリント 優勝 男子リレー 優勝 男子１０kmフリー 優勝

2010 個人 スキー 柏原 暢仁 スポ 4 第２５回 ユニバシアード冬季競技大会 クロスカントリー・個人スプリント ４位 MIXチームスプリント ８位 男子リレー ４位

2010 個人 スキー 柏原 暢仁 スポ 4 第８９回 全日本スキー選手権大会 クロスカントリー チームスプリント 優勝

2010 個人 スキー 立崎 幹人 スポ 4 第８９回 全日本スキー選手権大会 クロスカントリー チームスプリント 優勝

2010 個人 スキー 渡部 暁斗 スポ 4 FIS ワールドカップ コンバインド ノルウェー大会 コンバインド 個人第４戦 ７位

2010 個人 スキー 渡部 暁斗 スポ 4 FIS ワールドカップ コンバインド ドイツ大会 コンバインド 個人第８戦 ５位

2010 個人 スキー 渡部 暁斗 スポ 4 FIS ワールドカップ コンバインド オーストリア大会 コンバインド・個人第６戦 ６位 団体戦 ６位

2010 個人 スキー 渡部 暁斗 スポ 4 第２９回 全日本コンバインド大会 コンバインド 優勝

2010 個人 スキー 渡部 暁斗 スポ 4 FIS ノルディック世界選手権２０１１ コンバインド・個人ノーマルヒル ５位 団体 ６位

2010 個人 スキー レンティング 陽 スポ 2 第２５回 ユニバシアード冬季競技大会 クロスカントリー 男子１０kmクラシカル ２位

2010 個人 スキー レンティング 陽 スポ 2 第８４回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー男子リレー 優勝

2010 個人 スキー 原田 侑武 スポ 2 第２５回 ユニバシアード冬季競技大会 ジャンプ・ジャンプ団体 優勝 ノーマルヒル ６位 ラージヒル ７位

2010 個人 スキー 原田 侑武 スポ 2 第８４回 全日本学生スキー選手権大会 ジャンプ ジャンプ団体 優勝

2010 個人 スキー 水口 かおり スポ 4 第８４回 全日本学生スキー選手権大会 アルペン・女子GS（大回転）優勝 女子SL（回転）優勝

2010 個人 スキー 水口 かおり スポ 4 第６６回国民体育大会冬季大会スキー競技会 アルペン 女子SL（回転）優勝

2010 個人 スキー 柏原 理子 スポ 2 第７回 アジア冬季競技大会 クロスカントリー 女子リレー ２位

2010 個人 スキー 柏原 理子 スポ 2 FIS ワールドカップ クロスカントリー 女子リレー ５位

2010 個人 スキー 古谷 沙理 スポ 2 第８４回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・女子スプリント 優勝 女子５Kmフリー 優勝

2010 個人 スキー 宮沢 大志 スポ 1 第８４回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー・男子３０Kmクラシカル 優勝 男子リレー 優勝

2010 個人 スキー 小山 祐 スポ 4 第８４回 全日本学生スキー選手権大会 コンバインド グンダーセン 優勝 ジャンプ ジャンプ団体 優勝

2010 個人 スキー 小鷹 正信 教育 4 第６６回国民体育大会冬季大会スキー競技会 アルペン 男子成年A GS（大回転）優勝

2010 個人 スキー 渡部 善斗 スポ 1 第８４回 全日本学生スキー選手権大会 ジャンプ ジャンプ団体 優勝

2010 個人 スキー 西田 順風 人科 1 第８４回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー 男子リレー 優勝

2010 個人 スキー 本山 育未 スポ 2 第２５回 ユニバシアード冬季競技大会 クロスカントリー 女子リレー ５位入賞

2010 個人 スキー 小山内 優太 スポ 3 第２５回 ユニバシアード冬季競技大会 クロスカントリー 男子リレー ４位入賞

2010 個人 スキー 片桐 慧太 スポ 2 第２５回 ユニバシアード冬季競技大会 コンバインド 団体 ５位入賞

2010 個人 スケート 酒井 裕唯 スポ 5 第３４回 ショートトラック・全日本選手権大会 ５００ｍ 優勝 １０００ｍ 優勝

2010 個人 スケート 酒井 裕唯 スポ 5 アジア冬季大会（カザフスタン・アスタナ／アルマティ）ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ５００ｍ ３位

2010 個人 スケート 酒井 裕唯 スポ 5 ２０１１年ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸW杯第６戦（ﾄﾞｲﾂ･ﾄﾞﾚｽﾃﾞﾝ）１０００ｍ ２位

2010 個人 スケート 桜井 美馬 スポ 3 ２０１０年ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸW杯第２戦（ケベック大会）１５００ｍ ３位

2010 個人 スケート 桜井 美馬 スポ 3 ２０１０年ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸW杯第３戦（長春大会）１５００ｍ ３位

2010 個人 スケート 桜井 美馬 スポ 3 アジア冬季大会（カザフスタン・アスタナ／アルマティ）ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ１５００ｍ ３位

2010 個人 スケート 桜井 美馬 スポ 3 第３４回 ショートトラック・全日本選手権大会 総合 優勝 １５００ｍ 優勝 ３０００ｍ 優勝

2010 個人 ア式蹴球 富山 貴光 スポ 2 第１６回 アジア競技大会/中国・広州 優勝

2010 個人 馬術 照井 駿介 政経 3 第９回 世界学生馬術選手権大会 障害飛越競技 ２位

2010 個人 卓球 中島 未早希 スポ 2 第２回 アジア大学選手権大会 女子ダブルス 優勝

2010 個人 卓球 笠原 弘光 スポ 3 第７７回 全日本学生卓球選手権大会 男子シングルス 優勝

2010 個人 卓球 御内 健太郎 スポ 3 第２回 アジア大学選手権大会 団体 ２位

2010 個人 卓球 松平 健太 人科 1 第１６回 アジア競技大会 団体 男子ダブルス ３位

2010 個人 卓球 松平 健太 人科 1 ITTFプロツアー ハンガリーオープン 男子ダブルス 優勝

2010 個人 卓球 松平 健太 人科 1 第５０回 世界卓球選手権２０１０モスクワ大会 男子団体 ３位

2010 個人 卓球 松平 健太 人科 1 平成２２年度 全日本卓球選手権大会 男子シングルス 優勝

2010 個人 レスリング 高橋 海里奈 スポ 4 第５回 世界学生選手権 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ女子６３kg級 ３位

2010 個人 レスリング 高橋 海里奈 スポ 4 第１０回 全日本学生レスリング選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ女子６３kg級 優勝

2010 個人 レスリング 石田 智嗣 スポ 3 第７回 世界学生選手権 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ男子６６kg級 優勝

2010 個人 レスリング 石田 智嗣 スポ 3 第６１回 全日本学生レスリング選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ男子６０kg級 優勝

2010 個人 レスリング 田村 和男 社学 4 第７３回 天皇杯 全日本レスリング選手権大会 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ男子７４kg級 優勝

2010 個人 レスリング 田中 幸太郎 社学 2 第６１回 全日本学生レスリング選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ男子６６kg級 優勝

2010 個人 レスリング 武富 隆 スポ 4 第６１回 全日本学生レスリング選手権大会 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ男子７４kg級 優勝

2010 個人 レスリング 新井 千明 社学 3 第１０回 全日本学生レスリング選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ女子５５kg級 優勝

11 早稲田大学競技スポーツセンター



体育名誉賞データ

年度 区分 名 氏名 学部 学 試合・種目

2010 個人 レスリング 山口 剛 スポ 3 第３５回 全日本大学グレコローマン選手権大会 ９６kg級 優勝

2010 個人 ヨット 古谷 信玄 スポ 4 ２０１０年度全日本学生ヨット個人選手権大会 スナイプ級 優勝

2010 個人 ヨット 井阪 智 先理 3 ２０１０年度全日本学生ヨット個人選手権大会 スナイプ級 優勝

2010 個人 フェンシング 北川 宗一郎 スポ 4 第６０回 全日本学生フェンシング個人選手権大会 男子フルーレ 優勝

2010 個人 軟式庭球 鹿島 鉄平 スポ 4 第６５回 全日本学生ソフトテニス選手権大会 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 優勝

2010 個人 軟式庭球 鹿島 鉄平 スポ 4 第５２回 全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 シングルス 優勝

2010 個人 軟式庭球 安川 真璃子 スポ 3 全日本学生ソフトテニスインドア選手権 女子ダブルス 優勝

2010 個人 軟式庭球 安川 真璃子 スポ 3 第５２回 全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 シングルス 優勝

2010 個人 軟式庭球 渕田 彩香 スポ 2 全日本学生ソフトテニスインドア選手権 女子ダブルス 優勝

2010 個人 軟式庭球 中本 圭也 スポ 3 第６５回 全日本学生ソフトテニス選手権大会 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 優勝

2010 個人 自転車 佐々木 龍 スポ 2 第３０回 アジア自転車競技選手権大会 マディソン男子エリート ３位

2010 個人 自転車 佐々木 龍 スポ 2 第６６回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 男子４Km団体追抜き 優勝

2010 個人 自転車 佐々木 龍 スポ 2 第５１回 全日本学生選手権自転車競技大会 男子マディソン 優勝

2010 個人 自転車 入部 正太朗 スポ 3 第５１回 全日本学生選手権自転車競技大会 男子ポイントレース 優勝

2010 個人 自転車 入部 正太朗 スポ 3 第６６回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 男子４Km団体追抜き 優勝

2010 個人 自転車 今井 一誠 社学 2 第５１回 全日本学生選手権自転車競技大会 男子ケイリン 優勝

2010 個人 自転車 今井 一誠 社学 2 第６６回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 男子タンデムスプリント 優勝

2010 個人 自転車 大中 巧基 スポ 1 第６６回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 男子４Km団体追抜き 優勝

2010 個人 自転車 三浦 康嵩 スポ 1 第６６回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 男子４Km団体追抜き 優勝

2010 個人 自転車 三浦 康嵩 スポ 1 第５１回 全日本学生選手権自転車競技大会 男子マディソン 優勝

2010 個人 自転車 澤口 大和 スポ 4 第６６回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 男子タンデムスプリント 優勝

2010 個人 バドミントン 上田 拓馬 スポ 4 ２０１０年 ロシアオープン（ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘｰ大会） シングルス 優勝

2010 個人 バドミントン 上田 拓馬 スポ 4 第６１回 全日本学生バドミントン選手権大会 シングルス・ダブルス 優勝

2010 個人 バドミントン 嘉村 健士 スポ 3 第６１回 全日本学生バドミントン選手権大会 ダブルス 優勝

2010 個人 バドミントン 嘉村 健士 スポ 3 第１１回 世界学生選手権 団体 ５位

2010 個人 バドミントン 西山 夕美子 スポ 3 第１１回 世界学生選手権 ダブルス ４位 団体 ５位

2010 個人 バドミントン 桜井 みどり スポ 3 第１１回 世界学生選手権 ミックスダブルス ３位 ダブルス ４位 団体 ５位

2010 個人 ウエイトリフティング 平原 孝人 スポ 4 第７回 全日本学生選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 男子８５㎏級 優勝

2010 個人 ウエイトリフティング 吉野 千枝里 社学 2 第７回 全日本学生選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 女子５８㎏級 優勝

2010 個人 ウエイトリフティング 吉野 千枝里 社学 2 第１１回 全日本大学対抗女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 女子５８㎏級 優勝

2010 個人 ウエイトリフティング 松本 潮霞 社学 1 第２４回 全日本女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 女子６３㎏級 優勝

2010 個人 少林寺拳法 中村 絵梨香 先理 1 第４４回 少林寺拳法全日本学生大会 単独演武女子有段の部 優勝

2010 個人 少林寺拳法 大岡 史弥 社学 2 第４４回 少林寺拳法全日本学生大会 組演武男女二段以上の部 優勝

2010 個人 少林寺拳法 松浦 由佳 教育 2 第４４回 少林寺拳法全日本学生大会 組演武男女二段以上の部 優勝

2009 団体 庭球 第６３回 全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子団体 優勝

2009 団体 庭球 第４５回 全日本大学対抗テニス王座決定試合 女子団体 優勝

2009 団体 漕艇 第３６回 全日本大学選手権競漕大会 女子総合優勝

2009 団体 スキー 第８３回 全日本学生スキー選手権大会 男子団体 優勝

2009 団体 スケート 第８２回 日本学生氷上競技選手権大会 アイスホッケー 優勝

2009 団体 ア式蹴球 第１８回 全日本大学女子サッカー選手権大会 優勝

2009 団体 レスリング 第４５回 全日本学生レスリング王座決定戦 優勝

2009 団体 ヨット 第７５回 全日本学生ヨット選手権大会 総合優勝（470級三位・ｽﾅｲﾌﾟ級優勝）

2009 団体 ヨット 第１８回 全日本女子学生ヨット選手権大会 総合優勝

2009 団体 フェンシング 第４９回 全日本学生フェンシング大学対抗選手権大会 男子フルーレ団体 優勝

2009 団体 軟式庭球 全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 男子団体 優勝

2009 団体 合気道 第４０回 全日本学生合気道競技大会 男子乱取団体 優勝

2009 奨励 柔道 第２０回東京学生女子柔道優勝大会 優勝

2009 奨励 ラグビー蹴球 ２００９年関東大学ラグビーフットボール対抗戦Ａ 優勝

2009 奨励 馬術 第４４回 関東学生賞典障害飛越競技会 優勝

2009 奨励 卓球 平成２１年度 春季関東学生卓球リーグ戦 男子団体 優勝

2009 奨励 自動車 平成２１年度 全関東学生ジムカーナ選手権大会 男子団体 優勝

2009 奨励 自動車 平成２１年度 全関東学生ダートトライアル選手権大会 男子団体 優勝

2009 奨励 自動車 平成２１年度 全関東学生自動車総合杯 男子団体 優勝

2009 奨励 ホッケー 平成２１年度 春季関東リーグ 男子 優勝

2009 奨励 ホッケー 第８回 東日本学生選手権大会 女子 優勝

2009 奨励 フェンシング 第６１回 関東学生フェンシング選手権大会 女子フルーレ団体 優勝、女子エペ団体 優勝

2009 奨励 自転車 第２３回 東京六大学自転車競技大会 総合 優勝

2009 奨励 アーチェリー ２００９年度 関東学生アーチェリー女子リーグ戦 一部Ｂブロック 優勝

2009 奨励 ソフトボール 第４１回 東京都大学ソフトボールリーグ戦 春季リーグ戦 男子 優勝

2009 奨励 ソフトボール 第２４回 東日本大学ソフトボール選手権大会 男子 優勝

2009 奨励 ソフトボール 第４０回 関東大学ソフトボール選手権大会 女子 優勝

2009 個人 庭球 片山 翔 スポ 2 第７７回 全日本学生テニス選手権大会 男子シングルス 優勝

2009 個人 庭球 青山 修子 スポ 4 第４５回 島津全日本室内テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

2009 個人 庭球 川村 美夏 スポ 4 第４５回 島津全日本室内テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

2009 個人 庭球 佐野 紘一 スポ 3 第７７回 全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2009 個人 庭球 富崎 優也 スポ 3 第７７回 全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2009 個人 庭球 伊藤 潤 スポ 2 第４６回 全日本学生室内テニス選手権大会 男子シングルス 優勝

2009 個人 庭球 田中 優季 スポ 2 第４６回 全日本学生室内テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

2009 個人 庭球 大竹 志歩 スポ 1 第４６回 全日本学生室内テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

2009 個人 漕艇 渋谷 美子 スポ 4 第１３回 アジア選手権大会 女子舵手無クオドルプル ３位

2009 個人 漕艇 渋谷 美子 スポ 4 第８７回 全日本選手権大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2009 個人 漕艇 渋谷 美子 スポ 4 第３６回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2009 個人 漕艇 篠田 成美 スポ 2 第１３回 アジア選手権大会 女子舵手無クオドルプル ３位

2009 個人 漕艇 田中 大誠 スポ 3 世界Ｕ-２３ボート選手権 舵手無フォア 準優勝

2009 個人 漕艇 谷井 美恵 スポ 4 第１３回 アジア選手権大会 女子舵手無クオドルプル ３位

2009 個人 漕艇 谷井 美恵 スポ 4 第８７回 全日本選手権大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2009 個人 漕艇 谷井 美恵 スポ 4 第３６回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2009 個人 漕艇 宇佐美 亜希 商 4 第１３回 アジア選手権大会 女子舵手無クオドルプル ３位

2009 個人 漕艇 宇佐美 亜希 商 4 第８７回 全日本選手権大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2009 個人 漕艇 宇佐美 亜希 商 4 第３６回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2009 個人 漕艇 熊谷 悦子 スポ 4 第３１回 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2009 個人 漕艇 市川 ゆう スポ 1 第８７回 全日本選手権大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2009 個人 漕艇 市川 ゆう スポ 1 第３６回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2009 個人 漕艇 市川 ゆう スポ 1 第３１回 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2009 個人 漕艇 越智 愛來 スポ 1 第３６回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2009 個人 漕艇 晦日 尚子 教育 2 第８７回 全日本選手権大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2009 個人 水泳 古賀 淳也 スポ 4 第１３回 世界水泳選手権大会 ５０ｍ背泳ぎ ２位、１００ｍ背泳ぎ 優勝

2009 個人 水泳 古賀 淳也 スポ 4 第２５回 ユニバーシアード競技大会 ５０ｍ背泳ぎ 優勝、１００ｍ背泳ぎ ３位

2009 個人 水泳 古賀 淳也 スポ 4 第８５回 日本選手権水泳競技大会 ５０ｍ背泳ぎ 優勝、１００ｍ背泳ぎ 優勝

2009 個人 水泳 北川 麻美 スポ 4 第２５回 ユニバーシアード競技大会 ２００ｍ個人メドレー ２位

12 早稲田大学競技スポーツセンター



体育名誉賞データ

年度 区分 名 氏名 学部 学 試合・種目

2009 個人 水泳 北川 麻美 スポ 4 第８５回 日本選手権水泳競技大会 ２００ｍ個人メドレー 優勝

2009 個人 水泳 朝日 翔 スポ 4 第８５回 日本学生選手権水泳競技大会 ４００ｍメドレーリレー 優勝

2009 個人 水泳 森 龍之介 スポ 3 第８５回 日本学生選手権水泳競技大会 ４００ｍメドレーリレー 優勝

2009 個人 水泳 小西 一輝 スポ 2 第８５回 日本学生選手権水泳競技大会 ４００ｍメドレーリレー 優勝

2009 個人 水泳 星 奈津美 スポ 1 第８５回 日本学生選手権水泳競技大会 １００ｍバタフライ 優勝、２００ｍバタフライ 優勝

2009 個人 競走 栗崎 康介 スポ 3 ２００９ 日本学生陸上競技個人選手権大会 ２００ｍ 優勝

2009 個人 競走 津留 加奈 スポ 4 第７８回 日本学生陸上競技対校選手権大会 ４×１００ｍリレー 優勝

2009 個人 競走 津留 加奈 スポ 4 ２００９ 日本学生陸上競技個人選手権大会 ４００ｍＨ 優勝

2009 個人 競走 江里口 匡史 スポ 3 第１２回 世界陸上競技選手権大会ベルリン大会 ４×１００ｍリレー（一走）４位

2009 個人 競走 江里口 匡史 スポ 3 第２５回 ユニバーシアード競技会 １００ｍ ３位

2009 個人 競走 江里口 匡史 スポ 3 第１８回 アジア陸上競技選手権大会 ４×１００ｍリレー（一走） 優勝

2009 個人 競走 堀池 靖幸 スポ 4 第２５回 ユニバーシアード競技会 走幅跳 ８位

2009 個人 競走 木村 慎太郎 スポ 4 第９３回 日本陸上競技選手権リレー競技大会 ４×１００ｍリレー 優勝

2009 個人 競走 木村 慎太郎 スポ 4 第７８回 日本学生陸上競技対校選手権大会 ４×１００ｍリレー 優勝

2009 個人 競走 梶 将徳 スポ 1 第９３回 日本陸上競技選手権リレー競技大会 ４×１００ｍリレー 優勝

2009 個人 競走 梶 将徳 スポ 1 第７８回 日本学生陸上競技対校選手権大会 ４×１００ｍリレー 優勝

2009 個人 競走 久保田 裕是 スポ 2 第７８回 日本学生陸上競技対校選手権大会 ４×１００ｍリレー 優勝

2009 個人 競走 笹瀬 弘樹 スポ 2 第７８回 日本学生陸上競技対校選手権大会 棒高跳 優勝

2009 個人 競走 有間 佳一郎 スポ 3 第７８回 日本学生陸上競技対校選手権大会 十種混成競技 優勝

2009 個人 競走 蔭山 愛 教育 1 第７８回 日本学生陸上競技対校選手権大会 ４×１００ｍリレー 優勝

2009 個人 競走 桑原 千紘 スポ 3 第７８回 日本学生陸上競技対校選手権大会 ４００ｍ 優勝、４×１００ｍリレー 優勝

2009 個人 競走 紫村 仁美 スポ 3 第７８回 日本学生陸上競技対校選手権大会 １００ｍＨ 優勝、４×１００ｍリレー 優勝

2009 個人 競走 木原 博 スポ 4 第９３回 日本陸上競技選手権リレー競技大会 ４×１００ｍリレー 優勝

2009 個人 競走 小原 真悟 スポ 3 第９３回 日本陸上競技選手権リレー競技大会 ４×１００ｍリレー 優勝

2009 個人 スキー 柏原 暢仁 スポ 3 第８３回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ） 男子スプリント 優勝、男子３０ＫｍKmフリー 優勝、男子リレー 優勝

2009 個人 スキー レンティング 陽 スポ 1 第８３回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ） 男子１０Ｋｍクラシカル 優勝、男子リレー 優勝

2009 個人 スキー 立崎 幹人 スポ 3 第８３回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ）男子リレー 優勝

2009 個人 スキー 尾﨑 快 教育 4 第２１回 オリンピック冬季競技大会２０１０バンクーバー大会 男子モーグル フリースタイル ２４位

2009 個人 スキー 尾﨑 快 教育 4 第３０回 全日本スキー選手権大会（フリースタイル） 男子モーグル 優勝

2009 個人 スキー 尾﨑 快 教育 4 ２０１０フリースタイルＦＩＳワールドカップ 男子モーグル ８位

2009 個人 スキー 小山内 優太 スポ 2 第８３回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ）男子リレー 優勝

2009 個人 スキー 渡部 暁斗 スポ 3 第２１回 オリンピック冬季競技大会２０１０バンクーバー大会 ノルディック複合 ラージヒル ９位・ノーマルヒル ２１位・団体 ６位

2009 個人 スキー 渡部 暁斗 スポ 3 ＦＩＳノルディック世界選手権２００９ ノルディック複合 団体優勝

2009 個人 スキー 渡部 暁斗 スポ 3 ＦＩＳワールドカップ２０１０ コンバインド 個人第１５戦（オーストリア・ゼーフェルト）３位

2009 個人 スキー 小林 由貴 スポ 4 第８８回 全日本スキー選手権大会 女子１０Ｋｍパシュート 優勝

2009 個人 スキー 小林 由貴 スポ 4 第８３回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ）女子１０ｋｍフリー 優勝

2009 個人 スキー 柏原 理子 スポ 1 第２１回 オリンピック冬季競技大会２０１０バンクーバー大会 クロスカントリー 女子１０Ｋｍフリー ６１位・女子リレー（四走）９位

2009 個人 スキー 柏原 理子 スポ 1 第８３回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ）女子スプリント 優勝

2009 個人 スキー 畠山 長太 スポ 4 第８３回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ）コンバインド：グンダーセン 優勝

2009 個人 スキー 片桐 慧太 スポ 1 第８３回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ）コンバインド：マススタート 優勝

2009 個人 スキー 松野尾 佳吾 スポ 4 第８３回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ）ジャンプ個人・団体 優勝

2009 個人 スキー 北村 耕平 スポ 3 第８３回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ）ジャンプ団体 優勝

2009 個人 スキー 原田 侑武 スポ 1 第８３回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ）ジャンプ団体 優勝

2009 個人 スキー 水口 かおり スポ 3 第８８回 全日本スキー選手権大会 アルペン競技技術系 女子ＳＬ 優勝

2009 個人 スキー 坂口 英美 スポ 2 全日本Ａ級-ＵＮⅠ公認 第２５回全日本学生アルペンチャンピオン大会 女子ＳＬ 優勝

2009 個人 スケート 桜井 美馬 スポ 2 第２１回 オリンピック冬季競技大会 ２０１０バンクーバー大会 ショートトラック 女子５００ｍ・１０００ｍ・１５００ｍ各出場、３０００ｍリレー ７位

2009 個人 スケート 桜井 美馬 スポ 2 第３３回 全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 女子１０００ｍ・１５００ｍ・総合 各優勝

2009 個人 スケート 桜井 美馬 スポ 2 第２０回 全日本スピードスケート距離別選手権大会 女子５００ｍ・１０００ｍ・１５００ｍ 各優勝

2009 個人 スケート 髙嶌 遥 スポ 4 ＩＩIＨＦ女子世界選手権 トップディビジョン ８位

2009 個人 スケート 髙嶌 遥 スポ 4 第２８回 全日本女子アイスホッケー選手権大会 優勝

2009 個人 スケート 酒井 裕唯 スポ 4 第２１回 オリンピック冬季競技大会 ２０１０バンクーバー大会 ショートトラック女子５００ｍ出場・３０００ｍリレー ７位

2009 個人 スケート 酒井 裕唯 スポ 4 第３３回 全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 女子５００ｍ・３０００ｍ 優勝

2009 個人 ア式蹴球 中川 裕平 社学 4 第２５回 ユニバーシアード競技大会２００９/ベオグラード 男子サッカー ３位

2009 個人 ア式蹴球 島田 知佳 スポ 4 第２５回 ユニバーシアード競技大会２００９/ベオグラード 女子サッカー 準優勝

2009 個人 ア式蹴球 小野 瞳 スポ 3 第２５回 ユニバーシアード競技大会２００９/ベオグラード 女子サッカー 準優勝

2009 個人 ア式蹴球 小山 季絵 スポ 3 第２５回 ユニバーシアード競技大会２００９/ベオグラード 女子サッカー 準優勝

2009 個人 ア式蹴球 大滝 麻未 スポ 2 第２５回 ユニバーシアード競技大会２００９/ベオグラード 女子サッカー 準優勝

2009 個人 ア式蹴球 臼井 理恵 スポ 2 第２５回 ユニバーシアード競技大会２００９/ベオグラード 女子サッカー 準優勝

2009 個人 ア式蹴球 高畑 志帆 教育 2 第２５回 ユニバーシアード競技大会２００９/ベオグラード 女子サッカー 準優勝

2009 個人 卓球 照井 萌美 教育 3 第２５回 ユニバーシアード競技大会2009/ベオグラード 女子団体 ３位、女子シングルス ３位、女子ダブルス ３位

2009 個人 卓球 照井 萌美 教育 3 第７６回 全日本学生卓球選手権大会 女子シングルス・ダブルス 各優勝

2009 個人 卓球 中島 未早希 スポ 1 第７６回 全日本学生卓球選手権大会 女子ダブルス 各優勝

2009 個人 卓球 金子 和也 スポ 2 第１回 国際クラス別全日本選手権大会 クラス八シングルス 優勝

2009 個人 卓球 笠原 弘光 スポ 2 第６回 全日本学生選抜卓球選手権大会 男子シングルス 優勝

2009 個人 体操 井上 実美 スポ 4 第６１回 全日本学生新体操選手権大会 女子種目別（フープ）優勝

2009 個人 体操 坪井 保菜美 スポ 2 ２００９世界新体操選手権大会 団体総合 ８位

2009 個人 体操 坪井 保菜美 スポ 2 ２００９ワールドカップシリーズポルチマン国際新体操競技会 団体総合（リボン＋ロープ）８位

2009 個人 レスリング 藤本 洋平 スポ 4 第６０回 全日本学生レスリング選手権大会 フリースタイル５５ｋｇ級 優勝

2009 個人 レスリング 石田 智嗣 スポ 2 第６０回 全日本学生レスリング選手権大会 フリースタイル６６ｋｇ級 優勝

2009 個人 レスリング 山口 剛 スポ 2 第３９回 内閣総理大臣杯全日本大学レスリング選手権大会 フリースタイル８４ｋｇ級 優勝

2009 個人 自動車 今村 佳祐 理工 4 平成２１年度 全日本学生自動車運転技術選手権大会 小型乗用個人の部 優勝

2009 個人 ヨット 木内 蓉子 人科 3 全日本学生ヨット個人選手権大会 スナイプ級 優勝

2009 個人 ヨット 芝尾 航 商 3 全日本学生ヨット個人選手権大会 スナイプ級 優勝

2009 個人 フェンシング 寺本 朋代 教育 3 第５９回 全日本学生フェンシング個人選手権大会 女子フルーレ個人 優勝

2009 個人 軟式庭球 安川 真璃子 スポ 2 第１回 世界ジュニア選手権 ２１歳以下シングルス 優勝

2009 個人 軟式庭球 安川 真璃子 スポ 2 第４３回 全日本学生選抜ソフトテニス選手権大会 ダブルス 優勝

2009 個人 軟式庭球 長江 光一 スポ 4 第１６回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 優勝

2009 個人 軟式庭球 品川 貴紀 スポ 1 全日本学生ソフトテニス選手権大会 ダブルス 優勝

2009 個人 軟式庭球 黒羽 祥平 社学 3 全日本学生ソフトテニス選手権大会 ダブルス 優勝

2009 個人 軟式庭球 渕田 彩香 スポ 1 第４３回 全日本学生選抜ソフトテニス選手権大会 ダブルス 優勝

2009 個人 自転車 佐々木 龍 スポ 1 第２９回 アジア自転車競技選手権 オムニアム ３位

2009 個人 自転車 佐々木 龍 スポ 1 第５０回 全日本学生選手権自転車競技大会 男子個人追抜き 優勝、４０Ｋｍマディソン 優勝

2009 個人 自転車 續谷 利次 スポ 4 第５０回 全日本学生選手権自転車競技大会 男子マディソン 優勝

2009 個人 バドミントン 桜井 みどり スポ 2 第６０回 全日本学生バドミントン選手権大会 女子ダブルス 優勝

2009 個人 バドミントン 西山 夕美子 スポ 2 第６０回 全日本学生バドミントン選手権大会 女子ダブルス 優勝

2009 個人 バドミントン 嘉村 建士 スポ 2 ベトナムインターナショナルチャレンジ２００９ 男子ダブルス 優勝

2009 個人 バドミントン 上田 拓馬 スポ 3 ベトナムインターナショナルチャレンジ２００９ 男子ダブルス 優勝

2009 個人 ウエイトリフティング 平原 孝人 スポ 3 第５回 全日本学生選抜ウエイトリフティング選手権大会 男子８５ｋｇ級 優勝

2009 個人 ウエイトリフティング 和田 大河 スポ 2 第５５回 全日本学生個人選手権大会 男子６９ｋｇ級 優勝

2009 個人 ウエイトリフティング 土谷 浩二 スポ 4 第５５回 全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 男子８５ｋｇ級 優勝
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年度 区分 名 氏名 学部 学 試合・種目

2009 個人 合気道 戸叶 直宏 法 4 第４０回 全日本学生合気道競技大会 男子演武（対徒手）優勝

2009 個人 合気道 小林 英晃 法 3 第４０回 全日本学生合気道競技大会 男子演武（対徒手）優勝

2009 個人 合気道 岡本 新也 社学 4 第４０回 全日本学生合気道競技大会 男子演武（対武器）優勝

2009 個人 合気道 池川 慎吾 教育 2 第４０回 全日本学生合気道競技大会 男子演武（対武器）優勝

2008 団体 庭球 第４４回 全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子団体 優勝

2008 団体 庭球 第４４回 全日本大学対抗テニス王座決定試合 女子団体 優勝

2008 団体 弓道 第３２回 全日本学生弓道女子王座決定戦 女子団体 優勝

2008 団体 ラグビー蹴球 第４５回 ラグビー大学選手権 優勝

2008 団体 スキー 第８２回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ） 男子総合 優勝

2008 団体 スケート 第８１回 日本学生氷上競技選手権大会 女子総合優勝

2008 団体 レスリング 第４４回全日本学生レスリング王座決定戦 優勝

2008 団体 自動車 ﾁｰﾑ･ﾏｲﾅｽ6%平成２０年度 全日本学生ダートトライアル選手権大会 ダートトライアル 優勝

2008 団体 自動車 ﾁｰﾑ･ﾏｲﾅｽ6%鈴鹿市長杯平成２０年度 全日本学生ジムカーナ選手権大会 ジムカーナ 優勝

2008 団体 ヨット 第７３回 全日本学生ヨット選手権大会 ４７０級 ３位・スナイプ級 ５位 総合優勝

2008 団体 フェンシング ２００８年全日本学生フェンシング大学対抗選手権大会 男子エペ団体 優勝

2008 団体 軟式庭球 第６２回 全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 男子団体 優勝

2008 団体 航空 第４９回 全日本学生グライダー競技選手権大会 グライダー競技 団体１位

2008 団体 合気道 第３９回 全日本学生合気道競技大会 女子団体 優勝

2008 奨励 野球 平成２０年度東京六大学野球秋季リーグ戦 優勝

2008 奨励 ア式蹴球 第３０回 関東女子サッカー選手権大会 優勝

2008 奨励 卓球 春季関東学生卓球リーグ戦 １部男子リーグ戦 優勝

2008 奨励 卓球 春季関東学生卓球リーグ戦 １部女子リーグ戦 優勝

2008 奨励 卓球 秋季関東学生卓球リーグ戦 １部女子リーグ戦 優勝

2008 奨励 バドミントン 平成２０年度関東大学バドミントン秋季リーグ戦 女子団体１部優勝

2008 奨励 ソフトボール 第４０回 東京都大学ソフトボールリーグ戦 春季リーグ戦 優勝

2008 奨励 日本拳法 第１９回 東日本大学選手権 女子団体 優勝

2008 個人 庭球 片山 翔 スポ 1 第７６回 全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2008 個人 庭球 吉備 雄也 スポ 4 第７６回 全日本学生テニス選手権大会 男子シングルス 優勝

2008 個人 庭球 吉備 雄也 スポ 4 第７６回 全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2008 個人 庭球 青山 修子 スポ 3 第４５回 全日本学生室内テニス選手権大会 女子シングルス 優勝

2008 個人 庭球 青山 修子 スポ 3 第４５回 全日本学生室内テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

2008 個人 庭球 川村 美夏 スポ 3 第４５回 全日本学生室内テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

2008 個人 庭球 井上 明里 スポ 2 第５２回 全日本学生テニス選手権大会 女子シングルス 優勝

2008 個人 漕艇 渡辺 翼 スポ 1 第３５回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2008 個人 漕艇 谷井 美恵 スポ 3 第３５回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2008 個人 漕艇 熊谷 悦子 スポ 3 第３０回 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2008 個人 漕艇 渋谷 美子 スポ 3 第３０回 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2008 個人 漕艇 田邉 佳奈子 スポ 4 第３０回 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2008 個人 漕艇 玉川 由紀 スポ 4 第３５回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2008 個人 漕艇 玉川 由紀 スポ 4 第３０回 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2008 個人 漕艇 藤 悠 教育 4 第３５回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2008 個人 漕艇 藤 悠 教育 4 第３０回 全日本軽量級選手権大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2008 個人 漕艇 若井 江利 スポ 4 第３５回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クオドルプル 優勝

2008 個人 水泳 鈴木 孝幸 教育 4 ２００８北京パラリンピック競技大会 ５０m平泳ぎ 優勝 世界新記録

2008 個人 水泳 鈴木 孝幸 教育 4 ２００８北京パラリンピック競技大会 １５０m個人メドレー ３位

2008 個人 水泳 北川 麻美 スポ 3 第２９回 オリンピック競技大会北京大会 女子２００ｍ個人メドレー ６位入賞 日本新記録

2008 個人 水泳 北川 麻美 スポ 3 第２９回 オリンピック競技大会北京大会 女子１００ｍ平泳ぎ ８位

2008 個人 水泳 北川 麻美 スポ 3 第８４回 日本学生選手権水泳競技大会 女子２００ｍ個人メドレー 優勝 日本新記録

2008 個人 水泳 森 龍之介 スポ 2 冬季東京六大学対抗水泳競技大会 男子４００ｍメドレーリレー 短水路日本新記録

2008 個人 水泳 奥山 諒 スポ 2 冬季東京六大学対抗水泳競技大会 男子４００ｍメドレーリレー 短水路日本新記録

2008 個人 水泳 古賀 淳也 スポ 3 Ｊａｐａｎ Ｏｐｅｎ２００８ 男子５０ｍ背泳ぎ 優勝 日本新記録

2008 個人 水泳 古賀 淳也 スポ 3 Ｊａｐａｎ Ｏｐｅｎ２００９ 男子５０ｍ背泳ぎ 優勝 短水路日本新記録

2008 個人 水泳 古賀 淳也 スポ 3 冬季東京六大学対抗水泳競技大会 男子４００ｍメドレーリレー 短水路日本新記録

2008 個人 水泳 秀熊 潤 教育 3 冬季東京六大学対抗水泳競技大会 男子４００ｍメドレーリレー 短水路日本新記録

2008 個人 競走 三田 裕介 スポ 1 第８５回 東京箱根往復大学駅伝競走 ４区（１８、５ｋｍ） 区間１位（区間新記録）

2008 個人 競走 飯田 将之 スポ 3 第７７回 日本学生陸上競技対校選手権大会 １１０ｍＨ 優勝

2008 個人 競走 堀池 端幸 スポ 3 第７７回 日本学生陸上競技対校選手権大会 走幅跳 優勝

2008 個人 競走 木原 博 スポ 3 第９２回日本陸上競技選手権リレー大会 ４×１００ｍリレー 優勝

2008 個人 競走 木原 博 スポ 3 第８４回早慶対抗陸上競技大会 ４×２００ｍリレー 日本新記録

2008 個人 競走 木村 慎太郎 スポ 3 第９２回日本陸上競技選手権リレー大会 ４×１００ｍリレー 優勝

2008 個人 競走 木村 慎太郎 スポ 3 第８４回早慶対抗陸上競技大会 ４×２００ｍリレー 日本新記録

2008 個人 競走 竹澤 健介 スポ 4 第２９回 オリンピック競技大会北京大会 １００００ｍ決勝２８位 ５０００ｍ予選７位

2008 個人 競走 竹澤 健介 スポ 4 第８５回 東京箱根往復大学駅伝競走 ３区（２１、５ｋｍ） 区間１位（区間新記録）

2008 個人 競走 楊井 佑輝緒 スポ 4 第９２回日本陸上競技選手権リレー大会 ４×１００ｍリレー 優勝

2008 個人 競走 楊井 佑輝緒 スポ 4 第８４回早慶対抗陸上競技大会 ４×２００ｍリレー 日本新記録

2008 個人 競走 江里口 匡史 スポ 2 天皇賜杯第７７回日本学生陸上競技対校選手権大会 １００ｍ 優勝

2008 個人 競走 江里口 匡史 スポ 2 第９２回日本陸上競技選手権リレー大会 ４×１００ｍリレー 優勝

2008 個人 競走 江里口 匡史 スポ 2 第８４回早慶対抗陸上競技大会 ４×２００ｍリレー 日本新記録

2008 個人 スキー 柏原 暢仁 スポ 2 第８２回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ） 男子スプリント優勝 男子リレー優勝

2008 個人 スキー 柏原 暢仁 スポ 2 第８７回 全日本スキー選手権大会 男子スプリント優勝 男子団体スプリント優勝

2008 個人 スキー 柏原 暢仁 スポ 2 第２４回 ユニバシアード冬季競技大会 男子スプリント ２位（銀メダル）

2008 個人 スキー 立崎 幹人 スポ 2 第８２回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ） 男子リレー 優勝

2008 個人 スキー 立崎 幹人 スポ 2 第８７回 全日本スキー選手権大会 男子団体スプリント 優勝

2008 個人 スキー 立崎 幹人 スポ 2 第２４回 ユニバシアード冬季競技大会 男子リレー ２位（銀メダル）

2008 個人 スキー 水口 かおり スポ 2 第８２回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ） 女子スーパーＧ優勝

2008 個人 スキー 水口 かおり スポ 2 第２４回 ユニバシアード冬季競技大会 女子ＳＬ８位入賞 アルペン女子総合６位入賞

2008 個人 スキー 渡部 暁斗 スポ 2 ノルディック世界選手権２００９ 複合団体 優勝

2008 個人 スキー 渡部 暁斗 スポ 2 第８２回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ）ノルディック複合スプリント優勝

2008 個人 スキー 渡部 暁斗 スポ 2 第８２回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ）ノルディック複合グンダーセン優勝

2008 個人 スキー 小林 由貴 スポ 3 第８２回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ） 女子１０ｋｍフリー 優勝

2008 個人 スキー 小林 由貴 スポ 3 第８７回 全日本スキー選手権大会 女子１０ｋｍフリー 優勝

2008 個人 スキー 小林 由貴 スポ 3 第２４回 ユニバシアード冬季競技大会 女子リレー ７位入賞

2008 個人 スキー 畠山 長太 スポ 3 第２４回 ユニバシアード冬季競技大会 ノルディック複合団体 優勝

2008 個人 スキー 畠山 長太 スポ 3 第２４回 ユニバシアード冬季競技大会 ノルディック複合 ２位

2008 個人 スキー 木村 正哉 スポ 4 第２４回 ユニバシアード冬季競技大会 クロスカントリー男子リレー ２位

2008 個人 スキー 木村 正哉 スポ 4 第２４回 ユニバシアード冬季競技大会 クロスカントリー男子１０kmフリー ７位入賞

2008 個人 スキー 木村 正哉 スポ 4 第８２回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ） クロスカントリー男子３０kmフリー優勝

2008 個人 スキー 木村 正哉 スポ 4 第８２回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ） クロスカントリー男子リレー優勝

2008 個人 スキー 藤田 紘基 スポ 4 第８２回 全日本学生スキー選手権大会（インカレ） 男子リレー 優勝

2008 個人 スケート 武田 奈也 スポ 2 第８１回 日本学生氷上競技選手権大会 フィギュアスケート 優勝
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2008 個人 スケート 武田 奈也 スポ 2 第２４回 ユニバシアード冬季競技大会 フィギュアスケート女子シングルス ２位

2008 個人 スケート 桜井 美馬 スポ 1 第３２回 全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 １５００ｍ優勝

2008 個人 スケート 酒井 裕唯 スポ 3 第３２回 全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 ５００ｍ優勝

2008 個人 卓球 亀崎 遥 スポ 2 第１回 アジア大学卓球選手権大会 混合ダブルス優勝 女子団体準優勝

2008 個人 卓球 照井 萌美 教育 2 第１回 アジア大学卓球選手権大会 女子団体 準優勝

2008 個人 卓球 福原 愛 スポ 2 世界卓球選手権 広州大会 女子団体 ３位

2008 個人 卓球 福原 愛 スポ 2 第２９回 オリンピック競技大会北京大会 女子シングルスベスト１６ 女子団体ベスト４

2008 個人 卓球 塩野 真人 スポ 4 第１回 アジア大学卓球選手権大会 男子団体・混合ダブルス 優勝

2008 個人 体操 坪井 保菜美 スポ 1 第２９回 オリンピック競技大会北京大会 新体操女子団体 １０位

2008 個人 自動車 中島 希光 理工 4 ﾁｰﾑ･ﾏｲﾅｽ6%鈴鹿市長杯平成２０年度 全日本学生ジムカーナ選手権大会 ジムカーナ優勝

2008 個人 自動車 中島 希光 理工 4 ﾁｰﾑ･ﾏｲﾅｽ6%平成２０年度 全日本学生自動車運転競技選手権大会 男子の部 小型貨物の部A 優勝

2008 個人 ヨット 作本 大朗 理工 3 第７３回 全日本学生ヨット選手権大会 ４７０級 個人優勝 ＭＶＰ

2008 個人 ヨット 村山 航 スポ 4 第７３回 全日本学生ヨット選手権大会 ４７０級 個人優勝 ＭＶＰ

2008 個人 フェンシング 寺本 朋代 教育 2 ２００８年全日本学生フェンシング選手権大会 女子フルーレ個人 優勝

2008 個人 フェンシング 寺本 朋代 教育 2 ２００８年ＪＯＣ杯ジュニアオリンピック大会 女子フルーレ個人 優勝

2008 個人 軟式庭球 中本 圭哉 スポ 1 第５４回 全日本インドアソフトテニス選手権大会 優勝

2008 個人 軟式庭球 鹿島 鉄平 スポ 2 第６３回 天皇賜杯全日本ソフトテニス大会 ダブルス 優勝

2008 個人 軟式庭球 塩嵜 弘騎 スポ 4 第６４回 天皇賜杯全日本ソフトテニス大会 ダブルス 優勝

2008 個人 自転車 工藤 薫 人科 4 第６４回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 タンデムスプリント 優勝

2008 個人 自転車 工藤 薫 人科 4 第６４回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 チームスプリント 優勝（日本新）

2008 個人 自転車 岡本 光由 スポ 4 第６４回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 チームスプリント 優勝（日本新）

2008 個人 自転車 岡本 光由 スポ 4 全日本チーム対抗選手権 チームスプリント 優勝

2008 個人 自転車 安福 洋徳 スポ 3 全日本チーム対抗選手権 チームスプリント 優勝

2008 個人 自転車 澤口 大和 スポ 2 第６４回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 チームスプリント 優勝（日本新）

2008 個人 自転車 澤口 大和 スポ 2 全日本チーム対抗選手権 チームスプリント 優勝

2008 個人 バドミントン 上田 拓馬 スポ 2 第５９回 全日本学生バドミントン選手権大会 男子ダブルス 優勝

2008 個人 バドミントン 上田 拓馬 スポ 2 第１０回 世界学生バドミントン選手権大会 男子ダブルス ３位

2008 個人 バドミントン 嘉村 健士 スポ 1 第５９回 全日本学生バドミントン選手権大会 男子ダブルス 優勝

2008 個人 バドミントン 嘉村 健士 スポ 1 ２００８ 世界ジュニアバドミントン選手権大会 団体 ３位

2008 個人 バドミントン 関谷 真由 スポ 4 第５９回 全日本学生バドミントン選手権大会 女子シングルス 優勝

2008 個人 バドミントン 関谷 真由 スポ 4 大阪インターナショナルチャレンジ２００８ 女子シングルス 準優勝

2008 個人 バドミントン 関谷 真由 スポ 4 韓国オープン２００９ 女子シングルス ベスト８

2008 個人 ウエイトリフティング 武井 誠一郎 スポ 1 第５４回 全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 １部 ６９ｋｇ級 １位

2008 個人 ウエイトリフティング 菅野 和利 スポ 4 第５４回 全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 １部 ８５ｋｇ級 １位

2008 個人 合気道 河原 志乃 商 3 第３９回 全日本学生合気道競技大会 女子演武（対徒手） 優勝

2008 個人 合気道 玉木 美和 文学 2 第３９回 全日本学生合気道競技大会 女子演武（対徒手） 優勝

2008 個人 日本拳法 中川 翔太 スポ 2 第２４回 全日本学生拳法個人選手権大会 無差別 優勝

2007 団体 野球 第５６回 全日本大学野球選手権大会 優勝

2007 団体 野球 平成１９年度 東京六大学野球春季・秋季リーグ戦 優勝

2007 団体 庭球 第６１回 全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子団体 優勝

2007 団体 庭球 第４３回 全日本大学対抗テニス王座決定試合 女子団体 優勝

2007 団体 ラグビー蹴球 第４４回 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 優勝

2007 団体 スケート 第８０回 日本学生氷上競技選手権 スピードスケート男子 優勝

2007 団体 ア式蹴球 第５６回 全日本大学サッカー選手権大会 優勝

2007 団体 卓球 第７７回 全日本大学対抗卓球選手権大会 男子団体 優勝

2007 団体 フェンシング 第６０回 全日本フェンシング選手権大会 男子エペ団体 優勝

2007 団体 軟式庭球 第６１回 全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 男子団体 優勝

2007 団体 バドミントン 第５８回 全日本学生バドミントン選手権大会 女子団体 優勝

2007 団体 航空 第４８回 全日本学生グライダー競技選手権大会 団体 優勝

2007 奨励 スケート 第５６回 関東大学アイスホッケー選手権大会 優勝

2007 奨励 ア式蹴球 第２１回 関東大学女子サッカーリーグ戦 優勝

2007 奨励 ヨット ２００７年度 秋季関東学生ヨット選手権大会 ４７０級・スナイプ級 総合優勝

2007 奨励 ヨット ２００７年度 秋季東京六大学ヨット定期戦大会 ４７０級・スナイプ級 総合優勝

2007 奨励 準硬式野球 第３９回 清瀬杯全日本大学選抜準硬式野球大会 優勝

2007 奨励 射撃 第６２回 春季東京六大学射撃競技会 総合団体 優勝

2007 奨励 合気道 第３９回 春季関東学生合気道競技大会 女子団体 優勝

2007 奨励 合気道 第２５回 関東学生合気道競技秋季大会 女子団体 優勝

2007 奨励 ソフトボール 第３８回 関東大学ソフトボール選手権大会 男子ソフトボール 優勝

2007 奨励 ソフトボール 第２２回 東日本大学ソフトボール選手権大会 男子ソフトボール 優勝

2007 個人 庭球 宮村 美紀 スポ 4 平成１９年度 全日本学生テニス選手権大会 女子個人戦シングルス 優勝

2007 個人 庭球 富崎 優也 スポ 1 第４４回 全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2007 個人 庭球 前原 健太朗 スポ 4 第４４回 全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2007 個人 庭球 小山 慶大 スポ 3 第４４回 全日本学生室内テニス選手権大会 男子シングルス 優勝

2007 個人 庭球 吉備 雄也 スポ 3 平成１９年度 全日本学生テニス選手権大会 男子シングルス 優勝

2007 個人 漕艇 田邉 佳奈子 スポ 3 第８５回 全日本選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2007 個人 漕艇 内田 祥子 教育 4 第８５回 全日本選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2007 個人 漕艇 内田 祥子 教育 4 第３４回 全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2007 個人 漕艇 玉川 由紀 スポ 3 第８５回 全日本選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2007 個人 漕艇 玉川 由紀 スポ 3 第３４回 全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2007 個人 漕艇 若井 江利 スポ 3 第８５回 全日本選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2007 個人 漕艇 若井 江利 スポ 3 第３４回 全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2007 個人 漕艇 藤 悠 教育 3 第８５回 全日本選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2007 個人 漕艇 藤 悠 教育 3 第３４回 全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2007 個人 漕艇 谷井 美恵 スポ 2 第３４回 全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2007 個人 漕艇 熊谷 悦子 スポ 2 第８５回 全日本選手権大会 女子舵手なしペア 優勝

2007 個人 漕艇 福士 若子 社学 3 第８５回 全日本選手権大会 女子舵手なしペア 優勝

2007 個人 漕艇 清水 大輔 スポ 1 第３４回 全日本大学選手権大会 男子舵手なしペア 優勝

2007 個人 漕艇 諏訪 倉一 スポ 4 第３４回 全日本大学選手権大会 男子舵手なしペア 優勝

2007 個人 水泳 古賀 淳也 スポ 2 第８３回 日本選手権水泳競技大会 男子５０背泳ぎ 優勝

2007 個人 水泳 古賀 淳也 スポ 2 世界水泳メルボルン２００７ 男子５０ｍ背泳ぎ ６位

2007 個人 水泳 古賀 淳也 スポ 2 第２４回 ユニバシアードバンコク２００７ 男子５０ｍ背泳ぎ ２位

2007 個人 水泳 古賀 淳也 スポ 2 第８３回 日本学生選手権水泳競技大会 男子１００ｍ背泳ぎ 優勝

2007 個人 水泳 北川 麻美 スポ 2 第８３回 日本選手権水泳競技大会 女子２００個人メドレー 優勝

2007 個人 水泳 北川 麻美 スポ 2 日本短水路選手権水泳競技大会 １００平泳ぎ 優勝（日本新）

2007 個人 水泳 北川 麻美 スポ 2 第２４回 ユニバシアードバンコク２００７ 女子２００ｍ個人メドレー 優勝

2007 個人 水泳 北川 麻美 スポ 2 第２４回 ユニバシアードバンコク２００７ 女子１００ｍ平泳ぎ 優勝

2007 個人 水泳 藤井 拓郎 スポ 4 第８３回 日本学生選手権水泳競技大会 男子２００ｍ個人メドレー 優勝

2007 個人 競走 江里口 匡史 スポ 1 第７６回 日本学生陸上競技対校選手権大会 １００ｍ 優勝

2007 個人 競走 江里口 匡史 スポ 1 第２４回 ユニバーシアード・バンコク大会 ４×１００ｍリレー ５位

2007 個人 競走 加藤 創大 スポ 2 第２４回 ユニバーシアード・バンコク大会 陸上競技・ハーフマラソン ５位
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2007 個人 競走 竹澤 健介 スポ 3 第７６回 日本学生陸上競技対校選手権大会 ５０００ｍ 優勝

2007 個人 スキー 木村 正哉 スポ 3 第８１回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー男子１０ｋｍクラシカル・男子３０ｋｍフリー 優勝

2007 個人 スキー 丸山 未紀 スポ 2 第８１回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー女子リレー競技 優勝

2007 個人 スキー 丸山 未紀 スポ 2 天皇杯 第８６回 全日本スキー選手権 クロスカントリー 女子リレー 優勝

2007 個人 スキー 小林 由貴 スポ 2 第８１回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー女子リレー競技 優勝

2007 個人 スキー 小林 由貴 スポ 2 天皇杯 第８６回 全日本スキー選手権 クロスカントリー 女子リレー 優勝

2007 個人 スキー 角田 あずさ スポ 3 天皇杯 第８６回 全日本スキー選手権 クロスカントリー 女子リレー 優勝

2007 個人 スキー 渡部 暁斗 スポ 1 ２００８FISワールドカップB ノルディックコンバインド男子スプリント競技 ２位

2007 個人 スキー 渡部 暁斗 スポ 1 ２００８FISワールドカップB マススタート ２位

2007 個人 スキー 柏原 暢仁 スポ 1 第８６回 全日本スキー選手権大会 クロスカントリー チームスプリント 優勝

2007 個人 スキー 立崎 幹人 スポ 1 第８６回 全日本スキー選手権大会 クロスカントリー チームスプリント 優勝

2007 個人 スキー 宮本 康希 スポ 3 第８１回 全日本学生スキー選手権大会 ノルディック コンバインド 優勝

2007 個人 スケート 中野 友加里 人科 4 ２００８年 世界フィギュアスケート選手権（ｽウｪｰﾃﾞﾝ･ｲｪｰﾃﾎﾞﾘ） ４位

2007 個人 スケート 由井 拓実 スポ 1 第８０回 日本学生氷上競技選手権大会 スピード部門 男子５０００ｍ 優勝

2007 個人 スケート 若林 勇太 スポ 4 第８０回 日本学生氷上競技選手権大会 スピード部門 男子１０００ｍ 優勝

2007 個人 スケート 武田 奈也 スポ 1 第８０回 日本学生氷上競技選手権大会 ﾌｨｷﾞｭｱ部門 女子 優勝

2007 個人 スケート 酒井 裕唯 スポ 2 ワールドカップショ-トトラックスピードスケート第６戦 ショートトラック女子５００ｍ 日本記録樹立

2007 個人 卓球 久保田 隆三 社学 4 第７４回 全日本学生卓球選手権大会 男子シングルス 優勝

2007 個人 卓球 下山 隆敬 社学 4 第２４回 ユニバーシアード競技大会 卓球競技 ３位

2007 個人 卓球 時吉 佑一 スポ 4 第２４回 ユニバーシアード競技大会 卓球競技 ３位

2007 個人 卓球 照井 萌美 教育 1 平成１９年度 全日本卓球選手権大会 女子ダブルス 優勝

2007 個人 卓球 照井 萌美 教育 1 第２４回 ユニバーシアード競技大会 卓球競技 女子ダブルス 準優勝

2007 個人 卓球 福原 愛 スポ 1 平成１９年度 全日本卓球選手権大会 女子ダブルス 優勝

2007 個人 ボクシング 大久保 賢児 スポ 3 全日本アマチュアボクシング選手権 ライトフライ級 優勝

2007 個人 体操 井上 実美 スポ 2 第５９回 全日本学生新体操選手権大会 個人総合 優勝

2007 個人 レスリング 中田 絵理子 スポ 3 第７回 全日本学生レスリング選手権大会 フリースタイル５９kg級 優勝

2007 個人 レスリング 大月 葵斐 スポ 3 第３３回 全日本学生レスリング選手権大会 フリースタイル７４kg級 優勝

2007 個人 ヨット 稲村 智彦 国際 3 第７２回 全日本学生ヨット選手権大会 ４７０級 優勝

2007 個人 軟式庭球 鹿島 鉄平 スポ 1 第１４回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 男子シングルス 優勝

2007 個人 自転車 工藤 薫 スポ 3 第６３回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 タンデムスプリント 優勝

2007 個人 自転車 安福 洋徳 スポ 2 第６３回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 タンデムスプリント 優勝

2007 個人 バドミントン 平山 優 社学 4 第９８回 全英オープンバドミントン選手権大会 女子シングルス ベスト８

2007 個人 バドミントン 平山 優 社学 4 2008年 インドオープンバドミントン選手権大会 女子シングルス 準優勝

2007 個人 ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 菊田 裕子 社学 4 第１０回 世界大学選手権大会 ７５ｋｇ級 ２位

2007 個人 ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 菊田 裕子 社学 4 第４回 全日本学生選抜ウエイトリフティング選手権大会 ７５ｋｇ級 優勝

2007 個人 ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 松本 萌波 スポ 4 第１０回 世界大学選手権大会 ５８ｋｇ級 ２位

2007 個人 ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 松本 萌波 スポ 4 第８回 全日本大学対抗女子ウエイトリフティング選手権大会 ５８ｋｇ級 優勝

2007 個人 合気道 新井 友美 政経 3 第３８回 全日本学生合気道競技大会 女子演武（対武器） 優勝

2007 個人 合気道 平澤 良子 一文 2 第３８回 全日本学生合気道競技大会 女子演武（対武器） 優勝

2006 団体 庭球 平成１８年度 全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子団体・女子団体 優勝

2006 団体 漕艇 第３３回 全日本大学選手権競漕大会 女子総合 優勝

2006 団体 スキー 第８０回 全日本学生スキー選手権大会 男子総合 優勝

2006 団体 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 第７回 全日本大学対抗女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝

2006 団体 合気道 第３７回 全日本学生合気道大会 男子団体・女子団体 優勝

2006 団体 ソフトボール 第４１回 全日本大学ソフトボール選手権大会 優勝

2006 奨励 野球 平成１８年度 東京六大学野球秋季リーグ戦 優勝

2006 奨励 ラグビー蹴球 関東大学ラグビー対抗戦 優勝

2006 奨励 ア式蹴球 第２８回 関東女子サッカー選手権大会 優勝

2006 奨励 卓球 平成１８年度 春季関東学生卓球リーグ戦 男子１部 優勝

2006 奨励 自動車 全関東学生自動車運転競技大会 優勝

2006 奨励 ハンドボール ２００６年度 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子 優勝

2006 奨励 フェンシング 第５９回 関東学生フェンシングリーグ戦 女子サーブル１部 優勝

2006 奨励 軟式庭球 関東学生ソフトテニス秋季リーグ戦 男子 優勝

2006 奨励 軟式野球 平成１８年度 東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 優勝

2006 奨励 軟式野球 第２８回 関東地区大学・社会人準硬式野球王座決定戦 優勝

2006 奨励 航空 第２２回 関東学生グライダー競技会 優勝

2006 個人 庭球 佐藤 文平 スポ 3 第７４回 全日本学生テニス選手権大会 男子シングルス 優勝

2006 個人 庭球 佐藤 文平 スポ 3 第４３回 全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2006 個人 庭球 宮村 美紀 スポ 3 第５０回 全日本学生テニス選手権大会 女子シングルス 優勝

2006 個人 庭球 宮村 美紀 スポ 3 第５０回 全日本学生テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

2006 個人 庭球 宮村 美紀 スポ 3 第４３回 全日本学生室内テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

2006 個人 庭球 木川 由奈 スポ 2 第５０回 全日本学生テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

2006 個人 庭球 木川 由奈 スポ 2 第４３回 全日本学生室内テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

2006 個人 庭球 小山 慶大 スポ 2 第４３回 全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2006 個人 庭球 福井 恵実 スポ 1 第４３回 全日本学生室内テニス選手権大会 女子シングルス 優勝

2006 個人 漕艇 阿部 絵美 商学 4 第８４回 全日本選手権競漕大会 女子舵手つきクォドルプル 優勝

2006 個人 漕艇 阿部 絵美 商学 4 第３３回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手つきクォドルプル 優勝

2006 個人 漕艇 阿部 絵美 商学 4 第２８回 全日本軽量級選手権 女子ダブルスカル 優勝

2006 個人 漕艇 玉川 由紀 スポ 2 第８４回 全日本選手権競漕大会 女子舵手つきクォドルプル 優勝

2006 個人 漕艇 内田 祥子 教育 3 第８４回 全日本選手権競漕大会 女子舵手つきクォドルプル 優勝

2006 個人 漕艇 内田 祥子 教育 3 第３３回 全日本大学選手権競漕大会 女子ダブルスカル 優勝

2006 個人 漕艇 若井 江利 スポ 2 第５回 アジア競技大会 女子軽量級ダブルスカル ２位

2006 個人 漕艇 若井 江利 スポ 2 第８４回 全日本選手権競漕大会 女子舵手つきクォドルプル 優勝

2006 個人 漕艇 山名 枝里 教育 4 第８４回 全日本選手権競漕大会 女子舵手つきクォドルプル 優勝

2006 個人 漕艇 山名 枝里 教育 4 第３３回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手つきクォドルプル 優勝

2006 個人 漕艇 田邉 佳奈子 スポ 2 第８４回 全日本選手権競漕大会 女子ダブルスカル 優勝

2006 個人 漕艇 田邉 佳奈子 スポ 2 第３３回 全日本大学選手権競漕大会 女子ダブルスカル

2006 個人 漕艇 藤元 江里 法学 4 第８４回 全日本選手権競漕大会 女子ダブルスカル 優勝

2006 個人 漕艇 藤元 江里 法学 4 第３３回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手つきクォドルプル 優勝

2006 個人 漕艇 藤元 江里 法学 4 第２８回 全日本軽量級選手権 女子ダブルスカル 優勝

2006 個人 漕艇 谷井 美恵 スポ 1 第３３回 全日本大学選手権大会 女子舵手つきクォドルプル 優勝

2006 個人 水泳 木村 潤平 教育 4 2006年 ジャパンパラリンピック 100m平泳ぎ優勝 100m自由形優勝 200m個人メドレー優勝

2006 個人 水泳 中辻 梓 教育 4 第８２回 日本学生選手権水泳競技大会 女子 400mメドレーリレー 優勝

2006 個人 水泳 殿岡 智己 スポ 1 第８２回 日本学生選手権水泳競技大会 女子 400mメドレーリレー 優勝

2006 個人 水泳 重田 智絵美 教育 3 第８２回 日本学生選手権水泳競技大会 女子 400mメドレーリレー 優勝

2006 個人 水泳 三輪 芳美 スポ 4 第８２回 日本選手権水泳競技大会 女子 50m平泳ぎ・100m平泳ぎ 優勝

2006 個人 水泳 三輪 芳美 スポ 4 第８２回 日本学生選手権水泳競技大会 女子 400mメドレーリレー 優勝

2006 個人 水泳 崎本 浩成 スポ 4 第８２回 日本選手権水泳競技大会 男子 50m平泳ぎ 優勝

2006 個人 水泳 古賀 淳也 スポ 1 第１５回アジア競技大会 男子 50m背泳ぎ 優勝

2006 個人 水泳 北川 麻美 スポ 1 第１５回アジア競技大会 女子 100m平泳ぎ 優勝
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2006 個人 競走 野田 浩之 スポ 4 第９０回 日本陸上競技選手権 リレー競技大会 男子 4×100mリレー 優勝

2006 個人 競走 森田 行雄 スポ 5 第９０回 日本陸上競技選手権 リレー競技大会 男子 4×100mリレー 優勝

2006 個人 競走 相川 誠也 スポ 4 第９０回 日本陸上競技選手権 リレー競技大会 男子 4×100mリレー 優勝

2006 個人 競走 木村 慎太郎 スポ 1 第９０回 日本陸上競技選手権 リレー競技大会 男子 4×100mリレー 優勝

2006 個人 スキー 高尾 康平 スポ 3 第２３回 ユニバーシアード冬季競技大会 コンバインド団体 ３位

2006 個人 スキー 成瀬 野生 スポ 4 第６回 アジア冬季競技大会 クロスカントリー男子4×10kmリレー ２位

2006 個人 スキー 成瀬 野生 スポ 4 第８０回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー男子10kmクラシカル 優勝

2006 個人 スキー 大類 美咲 スポ 4 第８０回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー女子スプリント 優勝

2006 個人 スキー 水口 雄太 スポ 4 第８０回 全日本学生スキー選手権大会 アルペン男子大回転 優勝

2006 個人 スキー 木村 正哉 スポ 2 第２３回 ユニバーシアード冬季競技大会 男子リレー（第３走）４位

2006 個人 スキー 木村 正哉 スポ 2 第８０回 全日本学生スキー選手権大会 男子スプリント 優勝

2006 個人 スキー 小林 由貴 スポ 1 第８０回 全日本学生スキー選手権大会 女子リレー（第１走） 優勝

2006 個人 スキー 丸山 未紀 スポ 1 第８０回 全日本学生スキー選手権大会 女子リレー（第２走） 優勝

2006 個人 スケート 中野 友加里 人科 3 第６回アジア冬季競技大会 フィギュア 女子シングル 優勝

2006 個人 スケート 酒井 裕唯 スポ 1 第２３回 ユニバーシアード冬季競技大会 女子3000mリレー ２位

2006 個人 馬術 佐藤 泰 スポ 1 第５８回 全日本障害馬術大会2006パートⅡ 中障害D飛越競技 決勝 優勝

2006 個人 卓球 下山 隆敬 社学 3 第７２回 全日本学生卓球選手権大会 男子シングルス 優勝

2006 個人 ボクシング 大久保 賢児 スポ 2 第７６回 全日本アマチュアボクシング選手権大会 ライトフライ級 優勝

2006 個人 レスリング 佐藤 吏 スポ 4 2006年度 文部科学大臣杯全日本学生レスリング選手権大会 フリースタイル 66kg級 優勝

2006 個人 レスリング 大月 葵斐 スポ 2 2006年 世界ジュニア選手権大会 フリースタイル 74kg級 ３位

2006 個人 レスリング 安田 伊織 スポ 3 2006年度 全日本学生レスリング選手権大会 グレコローマンスタイル 120kg級 優勝

2006 個人 自動車 中島 希光 理工 2 平成１８年度 全日本学生自動車運転競技選手権大会 男子小型貨物Ｂ 優勝

2006 個人 バドミントン 平山 優 社学 3 第５７回 全日本学生バドミントン選手権大会 女子シングルス 優勝

2006 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 城内 史子 社学 4 第１８回 全日本女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ＋75kg級 優勝

2006 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 松本 萌波 スポ 3 第７回 全日本大学対抗女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 58kg級 優勝

2006 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 菊田 裕子 社学 3 第７回 全日本大学対抗女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 75kg級 優勝

2006 個人 射撃 町田 宗介 人科 3 第２回 日本学生選抜ライフル射撃選手権大会 50mライフル伏射60発競技男子 優勝

2006 個人 合気道 塩澤 一樹 商学 4 第３７回 全日本学生合気道大会 男子個人 優勝

2006 個人 合気道 海浪 麻由美 法学 4 第３７回 全日本学生合気道大会 女子個人 優勝

2005 団体 庭球 第５９回 平成17年度 全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子 優勝

2005 団体 漕艇 第３２回 全日本大学選手権競漕大会 男子総合 優勝

2005 団体 ラグビー蹴球 第４２回 全国大学ラグビー選手権大会 優勝

2005 団体 ア式蹴球 第１４回 全日本大学女子サッカー選手権 女子サッカー 優勝

2005 団体 フェンシング 第５５回 全日本学生フェンシング王座決定戦 女子フルーレ 優勝

2005 団体 ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 第６回 全日本大学対抗女子ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 女子団体 優勝

2005 団体 合気道 第３６回 全日本学生合気道競技大会 女子乱取り競技団体戦 優勝

2005 団体 ソフトボール 第４０回 全日本大学ソフトボール選手権大会

2005 奨励 庭球 第４１回 関東大学テニスリーグ戦 （女子） 優勝

2005 奨励 バドミントン 平成１７年度 関東大学バドミントン春季リーグ戦 女子 一部優勝

2005 個人 庭球 成瀬 廣亮 スポ 2 第７３回 平成17年度 全日本学生テニス選手権大会 男子シングルス 優勝

2005 個人 庭球 成瀬 廣亮 スポ 2 第４２回 平成17年度 全日本学生室内テニス選手権大会 男子シングルス 優勝

2005 個人 庭球 江戸 寛 社学 4 第４２回 平成17年度 全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2005 個人 庭球 前原 健太朗 スポ 2 第４２回 平成17年度 全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2005 個人 漕艇 熊倉 美咲 スポ 4 第８３回 全日本選手権競漕大会 女子舵手つきクオドルプル 優勝

2005 個人 漕艇 藤元 江里 法学 3 第８３回 全日本選手権競漕大会 女子舵手つきクオドルプル 優勝

2005 個人 漕艇 藤元 江里 法学 3 第３２回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手つきクオドルプル（２年連続）優勝

2005 個人 漕艇 山名 枝里 教育 3 第８３回 全日本選手権競漕大会 女子舵手つきクオドルプル 優勝

2005 個人 漕艇 山名 枝里 教育 3 第３２回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手つきクオドルプル（３年連続）優勝

2005 個人 漕艇 堀端 彩子 スポ 2 第８３回 全日本選手権競漕大会 女子舵手つきクオドルプル 優勝

2005 個人 漕艇 堀端 彩子 スポ 2 第３２回 全日本大学選手権競漕大会 女子ダブルスカル（３年連続）優勝

2005 個人 漕艇 内田 祥子 教育 2 第８３回 全日本選手権競漕大会 女子ダブルスカル 優勝

2005 個人 漕艇 内田 祥子 教育 2 第３２回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手つきクオドルプル 優勝

2005 個人 漕艇 玉川 由紀 スポ 1 第８３回 全日本選手権競漕大会 女子ダブルスカル 優勝

2005 個人 漕艇 玉川 由紀 スポ 1 第３２回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手つきクオドルプル 優勝

2005 個人 漕艇 若井 江利 スポ 1 第８３回 全日本選手権競漕大会 女子ダブルスカル 優勝

2005 個人 漕艇 若井 江利 スポ 1 第３２回 全日本大学選手権競漕大会 女子ダブルスカル 優勝

2005 個人 漕艇 田邉 佳奈子 スポ 1 第３２回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手つきクオドルプル 優勝

2005 個人 漕艇 岡山 理 スポ 3 第３２回 全日本大学選手権競漕大会 男子ダブルスカル 優勝

2005 個人 漕艇 林 仁哉 スポ 3 第３２回 全日本大学選手権競漕大会 男子ダブルスカル 優勝

2005 個人 漕艇 諏訪 倉一 スポ 2 第３２回 全日本大学選手権競漕大会 男子シングルスカル 優勝

2005 個人 漕艇 鳩貝 滋 法学 3 第３２回 全日本大学選手権競漕大会 男子舵手つきペア 優勝

2005 個人 漕艇 井出 雅敏 スポ 1 第３２回 全日本大学選手権競漕大会 男子舵手つきペア 優勝

2005 個人 漕艇 高木 慎也 教育 1 第３２回 全日本大学選手権競漕大会 男子舵手つきペア 優勝

2005 個人 水泳 山下 美沙子 教育 4 第８１回 日本学生選手権水泳競技大会 飛込競技 高飛込、飛び板飛び込み 優勝

2005 個人 水泳 星合 郊 人科 5 第２３回 ユニバーシアード大会 水球競技 ５位

2005 個人 水泳 崎本 浩成 スポ 3 第４６回 日本短水路選手権（競泳ジャパンオープン）男子１００ｍ平泳ぎ 優勝

2005 個人 水泳 青柳 舞 教育 4 第８１回 日本学生選手権水泳競技大会 女子４００ｍ フリーリレー 優勝

2005 個人 水泳 中辻 梓 教育 3 第８１回 日本学生選手権水泳競技大会 女子４００ｍ フリーリレー 優勝

2005 個人 水泳 重田 智絵美 教育 2 第８１回 日本学生選手権水泳競技大会 女子４００ｍ フリーリレー 優勝

2005 個人 水泳 重田 智絵美 教育 2 第８１回 日本学生選手権水泳競技大会 女子２００ｍ フリーリレー 優勝

2005 個人 水泳 三田 真希 教育 4 第８１回 日本学生選手権水泳競技大会 女子４００ｍ フリーリレー 優勝

2005 個人 水泳 三田 真希 教育 4 第８１回 日本学生選手権水泳競技大会 女子２００ｍ フリーリレー 優勝

2005 個人 水泳 真島 枝理子 人科 4 第８１回 日本学生選手権水泳競技大会 女子４００ｍ フリーリレー 優勝

2005 個人 水泳 真島 枝理子 人科 4 第８１回 日本学生選手権水泳競技大会 女子２００ｍ フリーリレー 優勝

2005 個人 水泳 真島 枝理子 人科 4 第８１回 日本学生選手権水泳競技大会 女子 ５０ｍ 自由形 優勝

2005 個人 水泳 三輪 芳美 スポ 3 第２３回 ユニバーシアード大会 競泳競技 女子１００ｍ平泳ぎ ４位

2005 個人 水泳 三輪 芳美 スポ 3 第８１回 日本学生選手権水泳競技大会 女子１００ｍ平泳ぎ 優勝

2005 個人 水泳 三輪 芳美 スポ 3 第４６回 日本短水路選手権（競泳ジャパンオープン）女子 ５０ｍ平泳ぎ 優勝

2005 個人 水泳 三輪 芳美 スポ 3 第４６回 日本短水路選手権（競泳ジャパンオープン）女子１００ｍ平泳ぎ 優勝

2005 個人 水泳 三輪 芳美 スポ 3 第４６回 日本短水路選手権（競泳ジャパンオープン）女子２００ｍ平泳ぎ 優勝

2005 個人 競走 北村 和也 人科 5 第２３回 ユニバーシアード・イズミル大会 ４×１００ｍ リレー ２位

2005 個人 競走 相川 誠也 スポ 3 第２３回 ユニバーシアード・イズミル大会 ４×１００ｍ リレー ２位

2005 個人 競走 相川 誠也 スポ 3 第８９回 日本陸上競技選手権リレー競技大会 ４×１００ｍ リレー 優勝

2005 個人 競走 森田 行雄 人科 4 第８９回 日本陸上競技選手権リレー競技大会 ４×１００ｍ リレー 優勝

2005 個人 競走 野田 浩之 スポ 3 第８９回 日本陸上競技選手権リレー競技大会 ４×１００ｍ リレー 優勝

2005 個人 競走 楊井 佑輝緒 スポ 1 第８９回 日本陸上競技選手権リレー競技大会 ４×１００ｍ リレー 優勝

2005 個人 競走 下平 芳弘 スポ 2 第８９回 日本陸上競技選手権大会 ８００ｍ 優勝

2005 個人 スキー 成瀬 野生 スポ 3 第７９回 全日本学生スキー選手権大会クロスカントリー男子３０ｋｍフリー

2005 個人 スキー 山田 健太 人科 4 第７９回 全日本学生スキー選手権大会クロスカントリー男子４人×１０ｋｍリレー(ｸﾗｼｶﾙ）優勝

2005 個人 スキー 木村 正哉 スポ 1 第７９回 全日本学生スキー選手権大会クロスカントリー男子４人×１０ｋｍリレー(ｸﾗｼｶﾙ）優勝
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2005 個人 スキー 嶋田 翼 スポ 2 第７９回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー男子４人×１０ｋｍリレー（フリー）優勝

2005 個人 スキー 大類 美咲 スポ 3 第７９回 全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー女子スプリント（２年連続）優勝

2005 個人 スケート 末吉 隼人 教育 5 第１６回 全日本ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ距離別選手権大会 ショートトラック ５０００ｍ 優勝

2005 個人 スケート 中野 友加里 人科 2 ＩＳＵ ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘﾌｧｲﾅﾙ国際ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ競技大会 女子フィギュアスケート ３位

2005 個人 ア式蹴球 徳永 悠平 人科 4 第２３回 ユニバーシアード競技大会 2005 イズミル 男子サッカー 優勝

2005 個人 ア式蹴球 時久 省吾 スポ 3 第２３回 ユニバーシアード競技大会 2005 イズミル 男子サッカー 優勝

2005 個人 ア式蹴球 兵藤 慎剛 スポ 2 第２３回 ユニバーシアード競技大会 2005 イズミル 男子サッカー 優勝

2005 個人 ア式蹴球 河田 優 社学 4 第２３回 ユニバーシアード競技大会 2005 イズミル 女子サッカー ３位

2005 個人 ア式蹴球 渡辺 夏奈 スポ 3 第２３回 ユニバーシアード競技大会 2005 イズミル 女子サッカー ３位

2005 個人 ア式蹴球 佐藤 衣里子 スポ 2 第２３回 ユニバーシアード競技大会 2005 イズミル 女子サッカー ３位

2005 個人 ア式蹴球 岸 星美 スポ 1 第２３回 ユニバーシアード競技大会 2005 イズミル 女子サッカー ３位

2005 個人 卓球 中野 祐介 人科 4 第７２回 全日本学生卓球選手権大会 男子ダブルス 優勝

2005 個人 卓球 下山 隆敬 社学 2 第７２回 全日本学生卓球選手権大会 男子ダブルス 優勝

2005 個人 体操 馬場 亮輔 人科 4 第２３回 ユニバーシアード競技大会 2005 イズミル 体操競技男子団体総合 優勝

2005 個人 レスリング 佐藤 史 スポ 3 第３１回 内閣総理大臣杯全日本大学レスリング選手権 フリースタイル ６６kg級 優勝

2005 個人 レスリング 鈴木 七恵 スポ 2 世界ジュニアレスリング選手権 女子５１kg級 ２位

2005 個人 自動車 佐藤 真 理工 4 平成１７年度 全日本学生ダートトライアル選手権大会 男子ダートトライアル 優勝

2005 個人 フェンシング 武山 佳恵 教育 4 ２００５年度 全日本学生フェンシング選手権大会 女子エペ 優勝

2005 個人 バドミントン 平山 優 社学 2 第５６回 全日本学生バドミントン選手権大会 女子シングルス 優勝

2005 個人 バドミントン 平山 優 社学 2 第５６回 全日本学生バドミントン選手権大会 女子ダブルス 優勝

2005 個人 バドミントン 木村 咲絵 スポ 2 第５６回 全日本学生バドミントン選手権大会 女子ダブルス 優勝

2005 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨｸﾞ 城内 史子 社学 3 第６回 全日本大学対抗女子ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ７５ｋｇ超級クリーン＆ジャーク競技 (125kg日本新） 優勝

2005 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨｸﾞ 菊田 裕子 社学 3 第６回 全日本大学対抗女子ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ６９ｋｇ級 スナッチ 優勝

2005 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨｸﾞ 松本 萌波 スポ 3 第６回 全日本大学対抗女子ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ５８ｋｇ級 優勝

2005 個人 合気道 竹内 僚 人科 4 第３６回 全日本学生合気道競技大会 男子演武競技対徒手 優勝

2005 個人 合気道 青山 龍二 社学 2 第３６回 全日本学生合気道競技大会 男子演武競技対徒手 優勝

2005 個人 合気道 佐藤 朝子 法学 4 第３６回 全日本学生合気道競技大会 女子乱取り競技個人戦 優勝

2004 団体 漕艇 第８２回 全日本選手権競漕大会 女子エイト 優勝

2004 団体 漕艇 第３１回 全日本大学選手権競漕大会 女子総合 優勝

2004 団体 弓道 第５２回 全日本学生弓道選手権大会 男子団体 優勝

2004 団体 ラグビー蹴球 第４１回 全国ラグビーフットボール大学選手権 優勝

2004 団体 スケート 第７７回 日本学生氷上競技選手権大会 フィギュア団体 優勝

2004 団体 卓球 第７４回 全日本大学対抗卓球選手権大会 男子団体 優勝

2004 団体 自動車 平成１６年度 全日本ダートトライアル選手権大会 女子団体 優勝

2004 団体 自動車 平成１６年度 全日本学生ジムカーナ選手権大会 女子団体 優勝

2004 団体 自動車 平成１６年度 全日本学生総合杯 女子団体 優勝

2004 奨励 庭球 平成１６年度 関東大学テニスリーグ戦 女子団体 優勝

2004 奨励 スケート 関東大学アイスホッケー選手権大会 優勝

2004 奨励 フェンシング 第５７回 全日本選手権大会 男子エペ団体 ３位

2004 奨励 バドミントン 東日本学生バドミントン選手権大会 女子団体 優勝

2004 奨励 バドミントン 関東大学バドミントン 秋季リーグ戦 女子団体 優勝

2004 奨励 ソフトボール 第１９回 東日本大学ソフトボール選手権大会男子団体 優勝

2004 個人 庭球 酒井 祐樹 スポ 3 平成１６年度 全日本学生室内テニス選手権大会 男子シングルス 優勝

2004 個人 庭球 波形 純理 社学 4 平成１６年度 全日本学生テニス選手権大会 女子シングルス 優勝

2004 個人 漕艇 堀端 彩子 スポ 1 第８２回 全日本選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2004 個人 漕艇 堀端 彩子 スポ 1 第３１回 全日本大学選手権競漕大会 女子ダブルスカル 優勝

2004 個人 漕艇 原 愛美 一文 4 第３１回 全日本大学選手権競漕大会 女子ダブルスカル 優勝

2004 個人 漕艇 熊倉 美咲 人科 3 第８２回 全日本選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2004 個人 漕艇 熊倉 美咲 人科 3 第３１回 全日本大学選手権競漕大会 女子シングルスカル 優勝

2004 個人 漕艇 藤元 江里 法学 2 第８２回 全日本選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2004 個人 漕艇 藤元 江里 法学 2 第３１回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2004 個人 漕艇 山名 枝里 教育 2 第８２回 全日本選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2004 個人 漕艇 山名 枝里 教育 2 第３１回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2004 個人 漕艇 阿部 絵美 商学 2 第８２回 全日本選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2004 個人 漕艇 阿部 絵美 商学 2 第３１回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2004 個人 漕艇 内田 祥子 教育 1 第３１回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2004 個人 漕艇 曾我 育恵 スポ 1 第３１回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2004 個人 水泳 三田 真希 教育 3 第８０回 日本学生選手権水泳競技大会 女子２００ｍ自由形 優勝

2004 個人 水泳 三田 真希 教育 3 第８０回 日本学生選手権水泳競技大会 女子２００ｍバタフライ 優勝

2004 個人 水泳 三田 真希 教育 3 第８０回 日本学生選手権水泳競技大会 女子２００ｍリレー 優勝（日本新記録）

2004 個人 水泳 三田 真希 教育 3 第８０回 日本学生選手権水泳競技大会 女子４００ｍリレー 優勝

2004 個人 水泳 三田 真希 教育 3 第８０回 日本学生選手権水泳競技大会 女子４００ｍメドレーリレー 優勝

2004 個人 水泳 真島 枝里子 人科 3 第８０回 日本学生選手権水泳競技大会 女子２００ｍリレー 優勝（日本新記録）

2004 個人 水泳 真島 枝里子 人科 3 第８０回 日本学生選手権水泳競技大会 女子４００ｍリレー 優勝

2004 個人 水泳 真島 枝里子 人科 3 第８０回 日本学生選手権水泳競技大会 女子４００ｍメドレーリレー 優勝

2004 個人 水泳 佐々木 純子 教育 2 第８０回 日本学生選手権水泳競技大会 女子２００ｍリレー 優勝（日本新記録）

2004 個人 水泳 中辻 梓 教育 2 第８０回 日本学生選手権水泳競技大会 女子２００ｍリレー 優勝（日本新記録）

2004 個人 水泳 村川亜里沙 教育 3 第８０回 日本学生選手権水泳競技大会 女子４００ｍメドレーリレー 優勝

2004 個人 水泳 三輪 芳美 スポ 2 第８０回 日本学生選手権水泳競技大会 女子４００ｍメドレーリレー 優勝

2004 個人 水泳 三輪 芳美 スポ 2 第８０回 日本学生選手権水泳競技大会 女子４００ｍリレー 優勝

2004 個人 水泳 重田 智絵美 教育 1 第８０回 日本学生選手権水泳競技大会 女子４００ｍリレー 優勝

2004 個人 水泳 山下 美沙子 教育 3 第８０回 日本学生選手権水泳競技大会 女子飛板飛込 優勝

2004 個人 水泳 山下 美沙子 教育 3 第８０回 日本学生選手権水泳競技大会 女子高飛込 優勝

2004 個人 競走 大前 祐介 人科 4 第７３回 日本学生陸上競技対抗選手権大会 男子４×１００ｍリレー 優勝

2004 個人 競走 中川 裕介 人科 4 第７３回 日本学生陸上競技対抗選手権大会 男子４×１００ｍリレー 優勝

2004 個人 競走 相川 誠也 人科 2 第７３回 日本学生陸上競技対抗選手権大会 男子４×１００ｍリレー 優勝

2004 個人 競走 野田 浩之 スポ 2 第７３回 日本学生陸上競技対抗選手権大会 男子４×１００ｍリレー 優勝

2004 個人 競走 北村 和也 人科 4 第７３回 日本学生陸上競技対抗選手権大会 １００ｍ 優勝

2004 個人 競走 合戸 隆 政経 3 第７３回 日本学生陸上競技対抗選手権大会 男子１１０ｍハードル 優勝

2004 個人 山岳 吉永 岳央 教育 4 ネパール国ムスタン地方ダモダール山群登頂遠征 チブヒマール峰(6,650m)サリブン峰（6,328ｍ）

2004 個人 山岳 古関 光浩 一文 2 ネパール国ムスタン地方ダモダール山群登頂遠征 チブヒマール峰(6,650m)サリブン峰（6,328ｍ）

2004 個人 スキー 薄井 智行 人科 4 第７８回 全日本学生スキー選手権大会 ノルディック・コンバインド 優勝

2004 個人 スキー 薄井 智行 人科 4 第２２回 冬季ユニバーシアードﾞ競技大会 男子ノルディック複合団体 ２位

2004 個人 スキー 関谷 則和 人科 3 第７８回 全日本学生スキー選手権大会 ノルディック・クロスカントリー３０ｋｍ 優勝

2004 個人 スキー 大類 美咲 スポ 2 第７８回 全日本学生スキー選手権大会 ノルディック・クロスカントリー・スプリント 優勝

2004 個人 スキー 大類 美咲 スポ 2 第７８回 全日本学生スキー選手権大会 ノルディック・クロスカントリー５kmクラシカル 優勝

2004 個人 スキー 大類 美咲 スポ 2 第２２回 冬季ユニバーシアードﾞ競技大会 女子クロスカントリー ３×５ｋｍ リレー ４位

2004 個人 スキー 野上 幸寿 人科 4 第２２回 冬季ユニバーシアードﾞ競技大会 男子クロスカントリー ４×１０ｋｍ リレー ７位

2004 個人 スケート 中野 友加里 人科 1 第２２回 冬季ユニバーシアードﾞ競技大会 フィギュアスケート ４位

2004 個人 スケート 中野 友加里 人科 1 第７７回日本学生氷上競技選手権大会 フィギュアスケート 優勝
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2004 個人 スケート 末吉 隼人 教育 4 第２２回 冬季ユニバーシアードﾞ競技大会 ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ 1500ｍＲ ３位 ・ 1500m ７位

2004 個人 スケート 鵜澤真理子 スポ 1 第２２回 冬季ユニバーシアードﾞ競技大会 ショートトラック 3000ｍＲ ２位

2004 個人 スケート 西脇 雅仁 社学 4 第２２回 冬季ユニバーシアードﾞ競技大会 アイスホッケー日本代表 ８位

2004 個人 スケート 甲野 俊也 人科 3 第２２回 冬季ユニバーシアードﾞ競技大会 アイスホッケー日本代表 ８位

2004 個人 スケート 田中 豪 人科 3 第２２回 冬季ユニバーシアードﾞ競技大会 アイスホッケー日本代表 ８位

2004 個人 スケート 小林 弘典 社学 3 第２２回 冬季ユニバーシアードﾞ競技大会 アイスホッケー日本代表 ８位

2004 個人 ア式蹴球 徳永 悠平 人科 3 第２８回 アテネオリンピック サッカー日本代表

2004 個人 ア式蹴球 兵藤 慎剛 スポ 1 第３４回 ＡＦＣユース選手権大会マレーシア２００４ サッカー３位

2004 個人 卓球 下山 隆敬 社学 1 第７１回 全日本学生卓球選手権大会 男子ダブルス優勝

2004 個人 卓球 中野 祐介 スポ 3 第７１回 全日本学生卓球選手権大会 男子ダブルス優勝

2004 個人 レスリング 佐藤 吏 スポ 2 第５５回 全日本学生レスリング選手権大会 フリースタイル６６kg級 優勝

2004 個人 レスリング 佐藤 吏 スポ 2 第３０回 全日本大学レスリング選手権大会 フリースタイル６６kg級 優勝

2004 個人 ヨット 西田 和正 スポ 2 全日本学生ヨット選手権大会 スナイプ級 総合成績 優勝

2004 個人 ヨット 原田 龍之介 スポ 1 全日本学生ヨット選手権大会 スナイプ級 総合成績 優勝

2004 個人 自転車 川村 崇 人科 3 第４５回 全日本学生選手権自転車競技大会 １ｋｍタイムトライアル 優勝

2004 個人 自転車 川村 崇 人科 3 第６０回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 １ｋｍタイムトライアル 優勝

2004 個人 自転車 川村 崇 人科 3 第６０回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 スプリント 優勝

2004 個人 自転車 川村 崇 人科 3 ２００４年 ＡＣＣトラック・アジアカップ スプリント ２位

2004 個人 バドミントン 平山 優 社学 1 第２０回 世界女子バドミントン選手権大会 ユーバー杯 ３位

2004 個人 ソフトボール 中島 幸紀 スポ 3 第１１回 世界男子ソフトボール選手権大会 日本代表 第５位

2003 団体 野球 東京六大学野球春季・秋季リーグ戦 優勝

2003 団体 漕艇 第８１回 全日本選手権競漕大会女子エイト優勝

2003 団体 漕艇 第３０回 全日本大学選手権競漕大会女子総合優勝

2003 団体 合気道 第３４回 全日本学生合気道競技大会男子乱取団体優勝

2003 奨励 弓道 第３３回全関東学生弓道選手権大会女子団体近的 優勝

2003 奨励 ラグビー蹴球 関東大学ラグビーフットボール対抗戦 優勝

2003 奨励 スケート 平成１５年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 優勝

2003 奨励 自動車 平成１５年度全関東学生ダートトライアル大会 優勝

2003 個人 庭球 金山 敦思 人科 3 平成１５年度 全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2003 個人 庭球 金山 敦思 人科 3 平成１５年度 全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2003 個人 庭球 宮尾 祥慈 人科 4 平成１５年度 全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2003 個人 庭球 宮尾 祥慈 人科 4 平成１５年度 全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

2003 個人 漕艇 森 将史 人科 2 第１０回アジア選手権大会 男子エイト３位

2003 個人 漕艇 末延 典子 人科 4 第８１回全日本選手権競漕大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2003 個人 漕艇 末延 典子 人科 4 第３０回全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2003 個人 漕艇 御手洗和美 商学 4 第８１回全日本選手権競漕大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2003 個人 漕艇 御手洗和美 商学 4 第３０回全日本大学選手権競漕大会 女子ダブルスカル 優勝

2003 個人 漕艇 御手洗和美 商学 4 第２５回全日本軽量級選手権競漕大会 女子ダブルスカル 優勝

2003 個人 漕艇 原 愛実 一文 3 第３０回全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2003 個人 漕艇 芳賀 まどか 教育 3 第８１回全日本選手権競漕大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2003 個人 漕艇 芳賀 まどか 教育 3 第３０回全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2003 個人 漕艇 熊倉 美咲 人科 2 第８１回全日本選手権競漕大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2003 個人 漕艇 熊倉 美咲 人科 2 第２５回全日本軽量級選手権競漕大会 女子ダブルスカル 優勝

2003 個人 漕艇 熊倉 美咲 人科 2 第３０回全日本大学選手権競漕大会 女子シングルスカル 優勝

2003 個人 漕艇 藤元 江里 法学 1 第３０回全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2003 個人 漕艇 山名 枝里 教育 1 第３０回全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2003 個人 漕艇 阿部 絵美 商学 1 第８１回全日本選手権競漕大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝

2003 個人 漕艇 阿部 絵美 商学 1 第３０回全日本大学選手権競漕大会 女子ダブルスカル 優勝

2003 個人 水泳 崎本 浩成 スポ 1 第７９回日本学生選手権水泳競技大会 ２００メートル平泳ぎ 優勝

2003 個人 水泳 三田 真希 教育 2 ７９回日本学生選手権水泳競技大会 １００、２００メートルバタフライ 優勝

2003 個人 水泳 三田 真希 教育 2 第７９回日本学生選手権水泳競技大会 ４００メートルメドレーリレー 優勝

2003 個人 水泳 真島 枝里子 人科 2 第７９回日本学生選手権水泳競技大会 ４００メートルメドレーリレー 優勝

2003 個人 水泳 佐々木 純子 教育 1 第７９回日本学生選手権水泳競技大会 ４００メートルメドレーリレー 優勝

2003 個人 水泳 中辻 梓 教育 1 第７９回日本学生選手権水泳競技大会 ４００メートルメドレーリレー 優勝

2003 個人 水泳 山下 美沙子 教育 2 第７９回日本学生選手権水泳競技大会 飛板飛込 優勝

2003 個人 競走 野田 浩之 スポ 1 第８７回 日本陸上競技選手権大会 男子４×１００ｍリレー 優勝

2003 個人 競走 大前 祐介 人科 3 第８７回 日本陸上競技選手権大会 男子４×１００ｍリレー 優勝

2003 個人 競走 相川 誠也 スポ 1 第８７回 日本陸上競技選手権大会 男子４×１００ｍリレー 優勝

2003 個人 競走 相川 誠也 スポ 1 第７２回 日本学生陸上競技選手権大会 男子４×１００ｍリレー 優勝

2003 個人 競走 中川 裕之 スポ 1 第８７回 日本陸上競技選手権大会 男子４×１００ｍリレー 優勝

2003 個人 競走 中川 裕之 スポ 1 第７２回 日本学生陸上競技選手権大会 男子４×１００ｍリレー 優勝

2003 個人 競走 穴井 伸也 人科 4 第７２回 日本学生陸上競技選手権大会 男子４×１００ｍリレー 優勝

2003 個人 競走 北村 和也 人科 3 第７２回 日本学生陸上競技選手権大会 男子４×１００ｍリレー 優勝

2003 個人 競走 篠浦 辰徳 人科 3 第７２回 日本学生陸上競技選手権大会 ３０００ｍ障害 優勝

2003 個人 スキー 成瀬 野生 スポ 1 第７７回全日本学生スキー選手権大会 男子スプリント 優勝

2003 個人 スケート 荒川 静香 教育 4 ２００４ フィギュアスケート世界選手権 女子シングルス 優勝

2003 個人 スケート 土井 槙悟 人科 2 全日本スピードスケート距離別選手権大会 男子１５００ｍ 優勝

2003 個人 スケート 石関 祐樹 スポ 1 アジアショートトラックスピードスケート選手権大会 男子５０００ｍリレー２位

2003 個人 ア式蹴球 徳永 悠平 人科 2 ＦＩＦＡワールドユース選手権大会ＵＡＥ ２００３ ベスト８の出場メンバー

2003 個人 ア式蹴球 徳永 悠平 人科 2 アテネオリンピック地区最終予選グループＢ 首位通過の出場メンバー

2003 個人 レスリング 長島 和幸 人科 4 ２００３年度 全日本学生レスリング選手権大会 男子 ８４ｋｇ級 優勝

2003 個人 レスリング 佐藤 吏 スポ 1 ２００３年度 全日本学生レスリング選手権大会 男子 ６６ｋｇ級 優勝

2003 個人 自転車 川村 崇 人科 2 第５９回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 １ｋｍタイムトライアル 優勝

2003 個人 自転車 川村 崇 人科 2 第５９回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 スプリント 優勝

2003 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 垣内 理美 教育 2 第１６回 全日本女子学生個人選手権大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ７５Ｋｇ級 優勝

2003 個人 合気道 大西 智也 政経 4 第３４回全日本学生合気道競技大会 男子演武競技対徒手 優勝

2003 個人 合気道 白岡 岳人 一文 4 第３４回全日本学生合気道競技大会 男子演武競技対徒手 優勝

2002 団体 野球 0 東京六大学野球春秋リーグ戦 春･秋優勝

2002 団体 庭球 0 平成14年度全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子団体優勝

2002 団体 漕艇 0 第29回全日本大学選手権競漕大会 女子団体総合優勝

2002 団体 ラグビー蹴球 0 第39回全国ラグビーフットボール大学選手権大会 優勝

2002 団体 自動車 0 平成14年度全日本学生ダートトライアル選手権大会 団体優勝

2002 団体 フェンシング 0 第52回全日本学生王座決定戦女子フルーレ 団体優勝

2002 団体 合気道 0 第33回全日本学生合気道競技大会 女子乱取団体優勝

2002 奨励 米式蹴球 第57回東西大学王座決定戦 毎日甲子園ボウル 準優勝

2002 奨励 米式蹴球 第33回関東大学アメリカンフットボール選手権大会 優勝

2002 奨励 ヨット 第69回関東学生秋季ヨット選手権大会 総合優勝

2002 個人 野球 和田 毅 人科 4 東京六大学野球リーグ戦(1999～2002)通算476奪三振 新記録

2002 個人 野球 和田 毅 人科 4 第1回世界大学野球選手権大会 団体3位 ベストナイン

2002 個人 野球 鳥谷 敬 人科 3 第1回世界大学野球選手権大会 団体3位 ベストナイン
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2002 個人 野球 鳥谷 敬 人科 3 東京六大学野球リーグ戦 ニ季連続打点王、ベストナイン

2002 個人 漕艇 末延 典子 一文 3 第29回全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2002 個人 漕艇 末延 典子 一文 3 第24回全日本軽量級選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2002 個人 漕艇 山田 晃子 教育 3 第29回全日本大学選手権競漕大会 女子舵手なしペア 優勝

2002 個人 漕艇 山田 晃子 教育 3 第24回全日本軽量級選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2002 個人 漕艇 御手洗 和美 商学 3 第29回全日本大学選手権競漕大会 女子ダブルスカル 優勝

2002 個人 漕艇 御手洗 和美 商学 3 第24回全日本軽量級選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2002 個人 漕艇 原 愛実 一文 2 第29回全日本大学選手権競漕大会 女子ダブルスカル 優勝

2002 個人 漕艇 原 愛実 一文 2 第24回全日本軽量級選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2002 個人 漕艇 芳賀 まどか 教育 2 第29回全日本大学選手権競漕大会 女子舵手なしペア 優勝

2002 個人 漕艇 芳賀 まどか 教育 2 第24回全日本軽量級選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2002 個人 漕艇 熊倉 美咲 人科 1 第29回全日本大学選手権競漕大会 女子シングルスカル 優勝

2002 個人 漕艇 熊倉 美咲 人科 1 第29回全日本大学選手権競漕大会 女子舵手付クォドルプル 優勝

2002 個人 水泳 中川 大介 人科 7 第14回アジア競技大会 水球 2位

2002 個人 水泳 星合 郊 人科 2 第14回アジア競技大会 水球 2位

2002 個人 水泳 大槻 枝美 教育 4 第14回アジア競技大会 シンクロナイズドダイビング 3位

2002 個人 水泳 大槻 枝美 教育 4 第78回日本水泳競技大会 シンクロナイズドダイビング 優勝

2002 個人 水泳 明部 洋明 人科 2 第14回アジア競技大会 競泳男子400M自由形リレー 2位

2002 個人 水泳 明部 洋明 人科 2 第78回日本水泳競技大会 競泳男子100M自由形 優勝

2002 個人 水泳 三田 真希 教育 1 第14回アジア競技大会 競泳女子200Mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 2位

2002 個人 水泳 三田 真希 教育 1 第78回日本水泳競技大会 競泳女子100Mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝

2002 個人 水泳 山下 美沙子 教育 1 第78回日本水泳競技大会飛び板競技 女子3M飛び板飛込み 優勝

2002 個人 競走 安川 嘉亮 人科 4 第86回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×100m 優勝

2002 個人 競走 穴井 伸也 人科 3 第86回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×100m 優勝

2002 個人 競走 大前 祐介 人科 2 第86回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×100m 優勝

2002 個人 競走 北村 和也 人科 2 第86回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×100m 優勝

2002 個人 スキー 畠山 陽輔 人科 4 第21回ユニバーシアード冬季競技大会ノルディックスキー複合団体 優勝

2002 個人 スキー 畠山 陽輔 人科 4 第76回全日本学生スキー選手権大会ノルディックコンバインド 優勝

2002 個人 スケート 村主 章枝 教育 4 第5回アジア冬季競技大会 フィギュアスケート女子シングル 2位

2002 個人 スケート 村主 章枝 教育 4 第71回全日本フィギュアスケート選手権大会 女子シングル 優勝

2002 個人 スケート 荒川 静香 教育 3 第21回ユニバーシアード冬季競技大会 フィギュアスケート女子シングル優勝

2002 個人 スケート 荒川 静香 教育 3 第5回アジア冬季競技大会 フィギュアスケート女子シングル 優勝

2002 個人 スケート 小原 大輔 社学 3 第5回アジア冬季競技大会 アイスホッケー 優勝

2002 個人 スケート 末吉 隼人 教育 2 第5回アジア冬季競技大会 ショートトラック5000mリレー 3位

2002 個人 スケート 末吉 隼人 教育 2 第21回ユニバーシアード冬季競技大会 ショートトラック5000mリレー 4位

2002 個人 スケート 土井 槙悟 人科 1 第75回記念日本学生氷上競技選手権大会 スピードスケート1500m 優勝

2002 個人 スケート 松岡 源季 教育 1 第75回記念に本学生氷上競技選手権大会 ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ3000､5000m 優勝

2002 個人 ア式蹴球 徳永 悠平 人科 1 U-20ワールドユース世界大会日本代表

2002 個人 レスリング 長島 和幸 人科 3 2002年全日本学生レスリング選手権 フリースタイル74kg級 優勝

2002 個人 自動車 土森 一了 理工 4 平成14年度全日本学生ダートトライアル選手権大会 個人優勝

2002 個人 ヨット 水谷 謙太 人科 3 第67回全日本学生ヨット選手権大会 470級個人優勝

2002 個人 ヨット 澁田 宏和 人科 4 第67回全日本学生ヨット選手権大会 470級個人優勝

2002 個人 フェンシング 武山 佳恵 教育 1 第52回全日本学生フェンシング個人選手権大会 女子エペ 優勝

2002 個人 合気道 長谷川 瞳 人科 4 第33回全日本学生合気道競技大会 女子乱取個人戦 優勝

2001 団体 庭球 0 2001年度全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子団体・女子団体優勝

2001 団体 漕艇 第28回全日本大学選手権競漕大会 女子団体優勝

2001 団体 自動車 平成13年度全日本学生ダートトライアル選手権大会 団体優勝

2001 団体 フェンシング 0 2001年度全日本学生フェンシング選手権大会 女子ｴﾍﾟ団体優勝

2001 団体 合気道 第32回全日本学生合気道競技大会 女子乱取団体戦優勝

2001 奨励 ラグビー蹴球 関東大学ラグビーフットボール対抗戦 全勝優勝

2001 奨励 ラグビー蹴球 第38回全国ラグビーフットボール大学選手権大会 準優勝

2001 個人 庭球 清水 健 教育 3 2001年度全日本学生室内テニス選手権大会 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝

2001 個人 庭球 糟屋 春隆 社学 3 2001年度全日本学生室内テニス選手権大会 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝

2001 個人 庭球 宮﨑 雅俊 人科 3 2001年度全日本学生室内テニス選手権大会 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝

2001 個人 庭球 大見 映理 人科 2 2001年度全日本学生テニス選手権大会 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝

2001 個人 庭球 波形 純理 社学 1 2001年度全日本学生テニス選手権大会 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝

2001 個人 漕艇 山田 晃子 教育 2 第28回全日本大学選手権大会 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ優勝

2001 個人 漕艇 山田 晃子 教育 2 第23回全日本軽量級選手権大会 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ優勝

2001 個人 漕艇 御手洗 和美 商 2 第28回全日本大学選手権大会 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ優勝

2001 個人 漕艇 御手洗 和美 商 2 第23回全日本軽量級選手権大会 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ優勝

2001 個人 水泳 大槻 枝美 教育 3 第9回世界選手権福岡大会 ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ高飛込み３位

2001 個人 水泳 大槻 枝美 教育 3 第21回ユニバーシアード競技大会 ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ高飛込み３位

2001 個人 水泳 田渕 晋 教育 3 第77回日本選手権水泳競技大会 男子400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝

2001 個人 水泳 田渕 晋 教育 3 第9回世界選手権福岡大会 男子400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ４位

2001 個人 水泳 田渕 晋 教育 3 第21回ユニバーシアード競技大会 男子400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ７位

2001 個人 競走 櫻井 勇樹 教育 4 第78回東京箱根間往復大学駅伝競技大会 １０区区間新記録

2001 個人 競走 小島 茂之 人科 4 第85回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×100m優勝

2001 個人 競走 中川 博文 人科 4 第85回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×100m優勝

2001 個人 競走 原田 正彦 人科 4 第32回全日本大学駅伝対校選手権大会 ４区区間新記録

2001 個人 競走 原田 正彦 人科 4 第78回東京箱根間往復大学駅伝競技大会 ２区区間１位

2001 個人 競走 穴井 伸也 人科 2 第85回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×100m優勝

2001 個人 競走 大前 祐介 人科 1 第21回ユニバーシアード競技大会 4×100mﾘﾚｰ４走優勝

2001 個人 競走 大前 祐介 人科 1 第12回日本学生陸上競技種目別選手権大会 男子200m優勝

2001 個人 競走 北村 和也 人科 1 第85回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子4×100m優勝

2001 個人 スキー 畠山 陽輔 人科 3 第75回全日本学生スキー選手権大会 ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ優勝

2001 個人 スキー 畠山 陽輔 人科 3 第20回全日本コンバインド大会 ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 優勝

2001 個人 スケート 村主 章枝 教育 3 第19回オリンピック冬季競技大会 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ女子ｼﾝｸﾞﾙ５位

2001 個人 スケート 村主 章枝 教育 3 2002世界フィギュアスケート選手権大会 女子ｼﾝｸﾞﾙ３位

2001 個人 スケート 村主 章枝 教育 3 第70回全日本フィギュアスケート選手権大会 女子ｼﾝｸﾞﾙ優勝

2001 個人 スケート 荒川 静香 教育 2 第74回日本学生氷上競技選手権大会 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ女子ｼﾝｸﾞﾙ優勝

2001 個人 スケート 荒川 静香 教育 2 2002四大陸フィギュアスケート選手権大会 女子ｼﾝｸﾞﾙ２位

2001 個人 スケート 末吉 隼人 教育 1 第19回オリンピック冬季競技大会 ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ日本代表

2001 個人 スケート 末吉 隼人 教育 1 第24回日本学生ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ選手権大会 男子1000m優勝

2001 個人 レスリング 長島 和幸 人科 2 2001年全日本学生レスリング選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ76㎏級優勝

2001 個人 自動車 平田 和之 社学 4 平成13年度全日本学生ダートトライアル選手権大会 個人優勝

2000 団体 水泳 0 第76回 日本選手権水球競技大会 （全早大）優勝

2000 団体 山岳 チョンムスターグ遠征（6,962ｍ） 初登頂

2000 団体 卓球 平成12年度 関東学生卓球リーグ戦 春秋連続優勝

2000 団体 合気道 第31回 全日本学生合気道競技大会 男子乱取競技団体戦 優勝

2000 奨励 バスケットボール 第34回 関東女子学生バスケットボール選手権大会 優勝
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2000 奨励 軟式野球 平成12年度 春季東京六大学準硬式野球リーグ戦 優勝

2000 個人 庭球 宮崎 雅俊 人科 2 第37回 平成12年度 全日本学生室内テニス 選手権大会 男子ダブルス 優勝

2000 個人 庭球 堂野 大和 人科 1 第37回 平成12年度 全日本学生室内テニス 選手権大会 男子ダブルス 優勝

2000 個人 漕艇 岩本 亜希子 教育 4 2000年 世界選手権大会 女子軽量級クオドルプル 4位

2000 個人 漕艇 岩本 亜希子 第78回 全日本選手権競漕大会 女子シングルスカル 優勝

2000 個人 漕艇 岩本 亜希子 第27回シドニーオリンピック 女子軽量級ダブルスカル日本代表

2000 個人 漕艇 渡邊 いくみ 教育 3 第27回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手なしペア 優勝

2000 個人 漕艇 山田 晃子 教育 1 第27回 全日本大学選手権競漕大会 女子舵手なしペア 優勝

2000 個人 漕艇 御手洗 和美 商学 1 2000年 世界選手権大会 ジュニア女子シングルスカル 日本代表

2000 個人 弓道 垣江 友子 商学 4 第31回 全日本学生弓道遠的選手権大会 女子の部 優勝

2000 個人 水 泳 稲田 法子 教育 4 第27回シドニーオリンピック 女子100ｍ背泳ぎ 5位

2000 個人 水 泳 田渕 晋 教育 2 第76回 日本選手権水泳競技大会 男子400ｍ個人メドレー 優勝（日本新）

2000 個人 競走 鈴木 陽介 人科 4 第77回 東京箱根間往復大学駅伝競走 区間新記録（10区）

2000 個人 競走 田村 和宏 人科 4 第69回 日本学生陸上競技対校選手権大会 男子４×100ｍリレー 優勝

2000 個人 競走 田村 和宏 第84回 日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子４×100ｍリレー 優勝

2000 個人 競走 小島 茂之 人科 3 第27回シドニーオリンピック 男子４×100ｍリレー 6位

2000 個人 競走 小島 茂之 第69回 日本学生陸上競技対校選手権大会 男子４×100ｍリレー 優勝

2000 個人 競走 小島 茂之 第84回 日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子４×100ｍリレー 優勝

2000 個人 競走 中川 博文 人科 3 第69回 日本学生陸上競技対校選手権大会 男子４×100ｍリレー 優勝

2000 個人 競走 中川 博文 第84回 日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子４×100ｍリレー 優勝

2000 個人 競走 佐藤 真太郎 人科 2 第84回 日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子４×100ｍリレー 優勝

2000 個人 競走 穴井 伸也 人科 1 第69回 日本学生陸上競技対校選手権大会 男子４×100ｍリレー 優勝

2000 個人 スキー 畠山 陽輔 人科 2 第74回 全日本学生スキー選手権大会 ノルディック・コンバインド 優勝

2000 個人 スケート 村主 章枝 教育 2 全日本フィギュアスケート選手権大会 女子シングル 優勝

2000 個人 スケート 村主 章枝 ＩＳＵ四大陸フィギュアスケート選手権大会 女子シングル 優勝

2000 個人 スケート 村主 章枝 2001 世界フィギュアスケート選手権大会 女子シングル ７位

2000 個人 スケート 荒川 静香 教育 1 全日本フィギュアスケート選手権大会 女子シングル ２位

2000 個人 スケート 荒川 静香 ＩＳＵ四大陸フィギュアスケート選手権大会 女子シングル ６位

2000 個人 フェンシング 馬淵 友子 教育 2 第6回 ｱｼﾞｱ・ｶﾃﾞ・ﾕｰｽﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権 女子フルーレ団体 優勝

2000 個人 フェンシング 藤原 仁美 教育 2 第6回 ｱｼﾞｱ・ｶﾃﾞ・ﾕｰｽﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権 女子フルーレ団体 優勝

2000 個人 バドミントン 岩脇 史 社学 3 ＪＶＣｱｼﾞｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権 ３位

2000 個人 合気道 岡崎 猛 法学 4 第31回 全日本学生合気道競技大会 男子演武競技対武器技法 優勝

2000 個人 合気道 山田 学 教育 2 第31回 全日本学生合気道競技大会 男子演武競技対武器技法 優勝

1999 団体 なし

1999 奨励 野球 平成１１年度東京六大学野球春季リーグ戦 優勝

1999 奨励 庭球 0 平成１１年度関東大学対抗テニスリーグ戦 優勝

1999 奨励 卓球 平成１１年度秋季関東学生卓球リーグ戦 優勝

1999 奨励 バレーボール 第18回東日本大学バレーボール選手権大会 優勝

1999 奨励 ヨット 第17回東京六大学ヨット定期戦 優勝

1999 奨励 ヨット 関東学生ヨット選手権大会（秋季） 優勝

1999 奨励 バドミントン 0 第42回東日本学生バドミントン選手権大会 優勝

1999 奨励 バドミントン 0 関東大学バドミントン春季リーグ戦 優勝

1999 奨励 合気道 第31回関東学生合気道競技大会 男子乱取競技団体戦 優勝

1999 奨励 合気道 第17回関東学生合気道競技秋季大会 男子乱取競技団体戦 優勝

1999 奨励 合気道 第31回関東学生合気道競技大会 女子乱取競技団体戦 優勝

1999 奨励 合気道 第17回関東学生合気道競技秋季大会 女子乱取競技団体戦 優勝

1999 個人 庭球 杉山 記一 人科 4 第20回ユニバーシアード大会 テニス（男子ダブルス） 銅メダル

1999 個人 庭球 高瀬 礼美 人科 3 平成11年度全日本学生テニス選手権大会（女子シングルス） 優勝

1999 個人 漕艇 岩本 亜希子 教育 3 第8回アジア選手権大会（女子軽量級シングルスカル） 優勝

1999 個人 漕艇 水嶼 尚子 人科 4 第26回全日本大学選手権競漕大会（女子ダブルスカル） 優勝

1999 個人 漕艇 安田 亜里紗 人科 4 第26回全日本大学選手権競漕大会（女子ダブルスカル） 優勝

1999 個人 水泳 稲田 法子 教育 3 第20回ユニバーシアード大会（女子100ｍ背泳）優勝 日本新

1999 個人 水泳 前川 紀子 教育 2 第20回ユニバーシアード大会（女子200ｍバタフライ）３位

1999 個人 水泳 田淵 晋 教育 1 第20回ユニバーシアード大会（男子200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ・400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ）各４位

1999 個人 競走 佐藤 敦之 人科 3 第55回びわ湖毎日マラソン大会 ４位 日本学生記録樹立

1999 個人 競走 鍛冶 健太郎 人科 4 第68回日本学生陸上競技対校選手権大会(男子4×100ｍﾘﾚｰ) 優勝

1999 個人 競走 佐藤 真太郎 人科 1 第83回日本選手権リレー競技大会(男子4×100ｍﾘﾚｰ) 優勝 大会新

1999 個人 競走 小島 茂之 人科 2 第68回日本学生陸上競技対校選手権大会(男子100ｍ・4×100ｍﾘﾚｰ) 各優勝

1999 個人 競走 小島 茂之 第83回日本選手権リレー競技大会(男子4×100ｍﾘﾚｰ) 優勝 大会新

1999 個人 競走 中川 博文 人科 2 第68回日本学生陸上競技対校選手権大会(男子4×100ｍﾘﾚｰ) 優勝

1999 個人 競走 中川 博文 第83回日本選手権リレー競技大会(男子4×100ｍﾘﾚｰ) 優勝 大会新

1999 個人 競走 田村 和宏 人科 3 第68回日本学生陸上競技対校選手権大会(男子4×100ｍﾘﾚｰ) 優勝

1999 個人 競走 田村 和宏 第83回日本選手権リレー競技大会(男子4×100ｍﾘﾚｰ) 優勝 大会新

1999 個人 競走 保井 明子 人科 4 第83回日本選手権リレー競技大会(女子4×100ｍﾘﾚｰ) 優勝 大会新

1999 個人 競走 岡本 周子 人科 4 第83回日本選手権リレー競技大会(女子4×100ｍﾘﾚｰ) 優勝 大会新

1999 個人 競走 信岡 沙希重 人科 4 第68回日本学生陸上競技対校選手権大会(女子200ｍ) 優勝

1999 個人 競走 信岡 沙希重 第83回日本選手権リレー競技大会(女子4×100ｍﾘﾚｰ) 優勝 大会新

1999 個人 競走 高野 香織 人科 1 第83回日本選手権リレー競技大会(女子4×100ｍﾘﾚｰ) 優勝 大会新

1999 個人 スキー 岡田 利修 人科 3 全日本スキー選手権大会 大回転 優勝

1999 個人 スキー 畠山 陽輔 人科 1 全日本学生スキー選手権大会（ノルディック コンバインド）優勝

1999 個人 スケート 村主 章枝 教育 1 ＩＳＵ四大陸フィギュアスケート選手権(女子シングルス) ４位

1999 個人 ヨット 山崎 顕 人科 4 第28回全日本４７０級選手権大会 ５位 学生最高位

1999 個人 航空 若松 瑠利 社学 4 第40回全日本学生グライダー選手権大会 優勝

1999 個人 合気道 長谷川 修司 政経 4 第30回全日本学生合気道競技大会（男子演武競技対武器技法）優勝

1999 個人 合気道 井出 崇士 二文 3 第30回全日本学生合気道競技大会（男子演武競技対武器技法）優勝

1998 団体 ア式蹴球 第22回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 優勝

1998 団体 ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ 0 ｱﾌﾘｶにおけるﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ活動（ｹﾆﾔ山、ｷﾘﾏﾝｼﾞｬﾛ山跋渉と両山間530Kmをマウンテンバイクで走破）

1998 団体 射撃 第45回全日本学生ライフル射撃選手権大会(ｽﾓｰﾙﾎﾞｱﾗｲﾌﾙ伏射) 優勝

1998 団体 合気道 第29回全日本学生合気道競技大会（男子乱取競技団体戦）優勝

1998 奨励 スケート 0 第47回関東アイスホッケー選手権大会 優勝

1998 奨励 軟式野球 平成10年度春季東京六大学準硬式リーグ戦 優勝

1998 奨励 バドミントン 0 関東大学バドミントン春季リーグ戦（男子）優勝

1998 個人 庭球 高瀬 礼美 人科 2 第35回全日本学生室内テニス選手権大会(女子シングルス) 優勝

1998 個人 漕艇 佐々木 智彦 人科 2 第25回全日本大学選手権競漕大会(男子舵手なしフォア) 優勝

1998 個人 漕艇 井口 拓 人科 2 第25回全日本大学選手権競漕大会(男子舵手なしフォア) 優勝

1998 個人 漕艇 村松 賢太郎 政経 2 第25回全日本大学選手権競漕大会(男子舵手なしフォア) 優勝

1998 個人 漕艇 山本 洋平 商学 3 第25回全日本大学選手権競漕大会(男子舵手なしフォア) 優勝

1998 個人 漕艇 吉田 理子 人科 4 第76回全日本選手権競漕大会（女子ダブルスカル）優勝

1998 個人 漕艇 杉山 淑恵 人科 4 第13回アジア競技大会(女子軽量級ｸｵﾄﾞﾙﾌﾟﾙ・ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ)各２位

1998 個人 漕艇 杉山 淑恵 第76回全日本選手権競漕大会（女子ダブルスカル）優勝
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1998 個人 漕艇 岩本 亜希子 教育 2 第13回アジア競技大会(女子軽量級ｸｵﾄﾞﾙﾌﾟﾙ・ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ)各２位

1998 個人 漕艇 岩本 亜希子 第25回全日本大学選手権競漕大会（女子ダブルスカル）優勝

1998 個人 漕艇 宮坂 麻里 教育 2 第19回全日本軽量級選手権競漕大会（女子シングルスカル）優勝

1998 個人 漕艇 宮坂 麻里 第25回全日本大学選手権競漕大会（女子ダブルスカル）優勝

1998 個人 剣道 小野 京子 社学 2 第32回全日本女子学生剣道選手権大会 優勝

1998 個人 水泳 今井 亮介 教育 3 第6回東京六大学選手権（男子50ｍ平泳短水路）日本新記録

1998 個人 水泳 中川 大介 人科 3 第13回アジア競技大会 水球 ４位

1998 個人 水泳 江崎 成教 人科 2 〃

1998 個人 競走 馬塚 貴弘 人科 4 第77回関東学生陸上競技対校選手権大会(男子4×100mﾘﾚｰ)単独ﾁｰﾑ日本最高記録

1998 個人 競走 馬塚 貴弘 第67回日本学生陸上競技対校選手権大会(男子4×100mﾘﾚｰ) 優勝 大会新

1998 個人 競走 馬塚 貴弘 第82回日本陸上競技選手権リレー競技大会(男子4×100mﾘﾚｰ) 優勝

1998 個人 競走 高橋 和裕 人科 4 第77回関東学生陸上競技対校選手権大会(男子4×100mﾘﾚｰ)単独ﾁｰﾑ日本最高記録

1998 個人 競走 高橋 和裕 第67回日本学生陸上競技対校選手権大会(男子4×100mﾘﾚｰ) 優勝 大会新

1998 個人 競走 高橋 和裕 第82回日本陸上競技選手権リレー競技大会(男子4×100mﾘﾚｰ) 優勝

1998 個人 競走 中川 博文 人科 1 第77回関東学生陸上競技対校選手権大会(男子4×100mﾘﾚｰ)単独ﾁｰﾑ日本最高記録

1998 個人 競走 中川 博文 第67回日本学生陸上競技対校選手権大会(男子4×100mﾘﾚｰ) 優勝 大会新

1998 個人 競走 中川 博文 第82回日本陸上競技選手権リレー競技大会(男子4×100mﾘﾚｰ) 優勝

1998 個人 競走 小島 茂之 人科 1 第67回日本学生陸上競技対校選手権大会(男子4×100mﾘﾚｰ) 優勝 大会新

1998 個人 競走 小島 茂之 第82回日本陸上競技選手権リレー競技大会(男子4×100mﾘﾚｰ) 優勝

1998 個人 競走 田村 和宏 人科 2 第77回関東学生陸上競技対校選手権大会(男子4×100mﾘﾚｰ)単独ﾁｰﾑ日本最高記録

1998 個人 競走 保井 明子 人科 3 第82回日本陸上競技選手権リレー競技大会(女子4×100mﾘﾚｰ) 優勝

1998 個人 競走 清水 都 人科 1 〃

1998 個人 競走 岡本 周子 人科 3 〃

1998 個人 競走 信岡 沙希絵 人科 3 〃

1998 個人 競走 松井 夏絵 人科 4 1998群馬室内陸上競技大会(女子棒高跳) 優勝 室内日本新記録

1998 個人 競走 松井 夏絵 1998全日本選抜室内棒高跳新居町大会(女子棒高跳) 優勝 室内日本タイ記録

1998 個人 競走 松井 夏絵 第8回西田修平記念国際室内棒高跳競技大会(女子棒高跳)優勝 室内日本新記録

1998 個人 スキー 鶴田 高之 人科 3 1999年ユニバーシアード冬季大会(ｼﾞｬﾝﾌﾟ ﾉｰﾏﾙﾌｨﾙ) 団体優勝 個人５位

1998 個人 スキー 一戸 剛 人科 4 1999年ユニバーシアード冬季大会(ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ) 個人８位

1998 個人 スケート 山崎 浩市 社学 4 1999年ユニバーシアード冬季大会（アイスホッケー） 日本代表７位

1998 個人 スケート 川口 栄 人科 3 〃

1998 個人 スケート 高橋 一馬 人科 2 〃

1998 個人 スケート 神野 徹 社学 1 〃

1998 個人 スケート 酒井 隆行 人科 1 〃

1998 個人 卓球 大森 隆弘 教育 2 ウェールズオープン大会(男子シングルス・ダブルス) 各優勝

1998 個人 自転車 児島 正人 人科 3 全日本学生選手権（４Km速度競走） 優勝

1998 個人 航空 小宮 孝之 理工 4 第39回全日本学生グライダー選手権大会 優勝

1998 個人 射撃 太田 優子 教育 2 全日本選抜ライフル射撃競技大会(女子ｴｱﾗｲﾌﾙ立射競技) 優勝

1998 個人 合気道 堀井 寛之 理工 4 第29回全日本学生合気道競技大会（男子演武競技対徒手）優勝

1998 個人 合気道 滝川 宏治 政経 4 〃

1997 団体 漕艇 第24回全日本大学選手権競漕大会(男女総合) 優勝

1997 奨励 ヨット 1997年度春季関東学生ヨット選手権大会（４７０級）優勝

1997 奨励 ヨット 第32回東京六大学ヨット選手権大会 総合優勝

1997 奨励 ハンドボール 平成9年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦 優勝

1997 奨励 フェンシング 第46回関東学生フェンシング大学対抗選手権大会（男子フルーレ団体）優勝

1997 奨励 合気道 第15回関東学生合気道競技秋季大会(男子・女子乱取団体戦) 優勝

1997 個人 漕艇 久保田 亮介 商学 4 第75回全日本選手権競漕大会(男子舵手なしフォア) 優勝

1997 個人 漕艇 橋本 潤 教育 4 第75回全日本選手権競漕大会(男子舵手なしフォア) 優勝

1997 個人 漕艇 太田 森平 理工 3 第75回全日本選手権競漕大会(男子舵手なしフォア) 優勝

1997 個人 漕艇 白畑 将一 人科 2 第75回全日本選手権競漕大会(男子舵手なしフォア) 優勝

1997 個人 漕艇 岡田 亮之介 教育 4 第24回全日本大学選手権競漕大会(男子舵手なしフォア) 優勝

1997 個人 漕艇 鴨志田 玄 人科 3 第24回全日本大学選手権競漕大会(男子舵手なしフォア) 優勝

1997 個人 漕艇 鴨志田 玄 第19回全日本軽量級選手権競漕大会(男子舵手なしフォア) 優勝

1997 個人 漕艇 山本 洋平 商学 2 第24回全日本大学選手権競漕大会(男子舵手なしフォア) 優勝

1997 個人 漕艇 佐々木 智彦 人科 1 第24回全日本大学選手権競漕大会(男子舵手なしフォア) 優勝

1997 個人 漕艇 陶 修也 商学 3 第19回全日本軽量級選手権競漕大会(男子舵手なしフォア) 優勝

1997 個人 漕艇 坂本 勝 人科 3 第19回全日本軽量級選手権競漕大会(男子舵手なしフォア) 優勝

1997 個人 漕艇 岩田 俊輔 教育 2 第19回全日本軽量級選手権競漕大会(男子舵手なしフォア) 優勝

1997 個人 漕艇 高田 陽子 人科 4 第19回全日本軽量級選手権競漕大会(女子シングルスカル) 優勝

1997 個人 漕艇 吉田 理子 人科 3 第24回全日本大学選手権競漕大会(女子シングルスカル) 優勝

1997 個人 漕艇 杉山 淑恵 人科 3 第75回全日本選手権競漕大会(女子ダブルスカル) 優勝

1997 個人 漕艇 杉山 淑恵 第19回全日本軽量級選手権競漕大会(女子ダブルスカル) 優勝

1997 個人 漕艇 杉山 淑恵 第24回全日本大学選手権競漕大会(女子ダブルスカル) 優勝

1997 個人 漕艇 杉山 淑恵 第7回アジア漕艇選手権大会（軽量級女子ダブルスカル）３位

1997 個人 漕艇 岩本 亜希子 教育 1 第75回全日本選手権競漕大会(女子ダブルスカル) 優勝

1997 個人 漕艇 岩本 亜希子 第19回全日本軽量級選手権競漕大会(女子ダブルスカル) 優勝

1997 個人 漕艇 岩本 亜希子 第24回全日本大学選手権競漕大会(女子ダブルスカル) 優勝

1997 個人 漕艇 岩本 亜希子 第7回アジア漕艇選手権大会（軽量級女子ダブルスカル）３位

1997 個人 水泳 黒鳥 文絵 教育 4 第73回日本学生選手権水泳競技大会(女子200m・400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ・400mﾒﾄﾞﾚｰ優勝

1997 個人 水泳 黒鳥 文絵 第19回ユニバーシアード競技大会(女子400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ） 優勝

1997 個人 水泳 粕谷 恭子 人科 4 第73回日本学生選手権水泳競技大会(100m平泳・400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝

1997 個人 水泳 稲田 法子 教育 1 第73回日本学生選手権水泳大会(女子100m・200m背泳・400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ) 優勝

1997 個人 水泳 稲田 法子 第19回ユニバーシアード競技大会(女子100m背泳) 優勝

1997 個人 水泳 阿保 理香子 人科 1 第73回日本学生選手権水泳大会(女子400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ) 優勝

1997 個人 競走 梅木 蔵雄 人科 4 第29回全日本大学駅伝対校選手権大会 第２区１位（区間新）

1997 個人 競走 松井 夏絵 人科 3 日本選抜室内陸上競技群馬大会 女子棒高飛 優勝（新記録）

1997 個人 競走 鍛冶 健太郎 人科 2 第81回日本選手権リレー競技大会（男子×１００ｍリレー） 優勝

1997 個人 競走 馬塚 貴弘 人科 3 第81回日本選手権リレー競技大会（男子×１００ｍリレー） 優勝

1997 個人 競走 田村 和宏 人科 1 第81回日本選手権リレー競技大会（男子×１００ｍリレー） 優勝

1997 個人 競走 高橋 和裕 人科 3 第81回日本選手権リレー競技大会（男子×１００ｍリレー） 優勝

1997 個人 スキー 岡田 利修 人科 1 第71回全日本学生スキー選手権大会 男子１部大回転競技 優勝

1997 個人 自転車 林 雄生 社学 2 1997年全日本学生個人ﾛｰﾄﾞﾀｲﾑﾀﾗｲｱﾙ自転車競技大会31Km 優勝

1997 個人 自転車 児島 正人 人科 2 第53回全日本大学対抗選手権自転車競技大会 ポイントレース 優勝

1997 個人 ゴルフ 中島 真弓 教育 3 第34回日本女子学生ゴルフ選手権 優勝

1997 個人 ゴルフ 中島 真弓 第39回日本女子アマチュア選手権 優勝

1997 個人 合気道 金澤 恵 教育 4 第28回全日本学生合気道競技大会（女子乱取個人戦）優勝

1997 個人 合気道 小金澤 さやか 教育 4 第28回全日本学生合気道競技大会（女子演武競技対徒手技法）優勝

1997 個人 合気道 為則 政美 政経 2 第28回全日本学生合気道競技大会（女子演武競技対徒手技法）優勝

1996 団体 漕艇 第23回全日本大学選手権競漕大会 男女総合優勝

1996 団体 競走 0 1996出雲全日本大学選抜駅伝競走 優勝
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1996 団体 フェンシング 0 第46回日本学生フェンシング王座決定戦 女子エペ優勝

1996 団体 自転車 第35回全日本学生選手権チームロードレース大会 優勝

1996 団体 合気道 第27回全日本学生合気道競技大会 男子乱取団体戦優勝

1996 奨励 スケート 0 平成８年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 優勝

1996 奨励 ア式蹴球 第70回関東大学サッカーリーグ戦 優勝

1996 奨励 ハンドボール 平成８年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 優勝

1996 奨励 ハンドボール 第18回東日本学生ハンドボール選手権大会 優勝

1996 奨励 ホッケー 平成８年度秋季関東学生ホッケーリーグ 優勝

1996 個人 野球 三澤 興一 1996アトランタオリンピック日本代表

1996 個人 漕 艇 木下 裕義 第23回全日本大学選手権競漕大会 男子エイト優勝

1996 個人 漕 艇 梶原 英俊 第23回全日本大学選手権競漕大会 男子エイト優勝

1996 個人 漕 艇 久保田 亮介 第23回全日本大学選手権競漕大会 男子エイト優勝

1996 個人 漕 艇 太田 森平 第23回全日本大学選手権競漕大会 男子エイト優勝

1996 個人 漕 艇 赤坂 徹郎 第23回全日本大学選手権競漕大会 男子エイト優勝

1996 個人 漕 艇 竹内 和夫 第23回全日本大学選手権競漕大会 男子エイト優勝

1996 個人 漕 艇 小川 隆之 第23回全日本大学選手権競漕大会 男子エイト優勝

1996 個人 漕 艇 笹本 剛 第23回全日本大学選手権競漕大会 男子エイト優勝

1996 個人 漕 艇 渡辺 太康 第23回全日本大学選手権競漕大会 男子エイト優勝

1996 個人 漕 艇 松木 貴信 法学 3 第23回全日本大学選手権競漕大会 男子舵手なしフォア優勝

1996 個人 漕 艇 田中 武文 教育 4 第23回全日本大学選手権競漕大会 男子舵手なしフォア優勝

1996 個人 漕 艇 岩田 俊輔 教育 1 第23回全日本大学選手権競漕大会 男子舵手なしフォア優勝

1996 個人 漕 艇 田中 正樹 理工 4 第23回全日本大学選手権競漕大会 男子舵手なしフォア優勝

1996 個人 漕 艇 大崎 俊之 政経 2 第23回全日本大学選手権競漕大会 男子舵手つきぺア優勝

1996 個人 漕 艇 萩原 雄介 政経 2 第23回全日本大学選手権競漕大会 男子舵手つきぺア優勝

1996 個人 漕 艇 篠原 俊永 政経 3 第23回全日本大学選手権競漕大会 男子舵手つきぺア優勝

1996 個人 漕 艇 吉田 理子 人科 2 1996アトランタオリンピック日本代表

1996 個人 漕 艇 吉田 理子 第23回全日本大学選手権競漕大会 女子ダブルスカル優勝

1996 個人 漕 艇 高田 陽子 人科 3 第23回全日本大学選手権競漕大会 女子ダブルスカル優勝

1996 個人 水 泳 黒鳥 文絵 教育 3 1996アトランタオリンピック日本代表

1996 個人 水 泳 黒鳥 文絵 第72回日本選手権水泳競技大会 女子200m・400m個人メドレー優勝

1996 個人 水 泳 黒鳥 文絵 第72回日本学生選手権水泳競技大会 女子200m・400m個人メドレー優勝

1996 個人 水 泳 今井 亮介 教育 1 第４回東京六大学冬季対抗戦 200mメドレーリレー（日本新記録）

1996 個人 水 泳 粕谷 恭子 人科 3 第72回日本学生選手権水泳競技大会 女子200m・400m平泳ぎ優勝

1996 個人 競 走 土江 寛裕 人科 4 1996アトランタオリンピック日本代表

1996 個人 競 走 小林 雅幸 人科 4 第65回日本学生陸上競技対校選手権大会 男子1000m優勝

1996 個人 競 走 馬塚 貴弘 人科 2 1996アトランタオリンピック日本代表

1996 個人 スキー 松井 陽子 一文 4 第17回全日本フリースタイルスキー選手権 女子エアリアル優勝

1996 個人 スキー 松井 陽子 第12回全日本ウォータージャンプ選手権大会 優勝

1996 個人 スケート 井上 怜奈 教育 2 1997ユニバーシアード冬季大会 女子シングル２位

1996 個人 フェンシング 田中 奈々絵 教育 4 1996アトランタオリンピック日本代表

1996 個人 フェンシング 田中 奈々絵 第46回全日本学生個人フェンシング選手権大会 女子エペ優勝

1996 個人 自転車 安部 宏之 社学 3 第37回全日本学生選手権自転車競技大会 男子スプリント優勝

1996 個人 自転車 佐藤 琢磨 人科 2 第37回全日本学生選手権自転車競技大会 男子４㎞速度競走優勝

1996 個人 バドミントン 山田 英孝 人科 2 第47回全日本学生バドミントン選手権大会 男子シングルス優勝

1996 個人 ゴルフ 中島 真弓 教育 2 第38回日本女子アマチュアゴルフ選手権大会 優勝

1996 個人 ゴルフ 中島 真弓 第５回全日本女子アマチュアマッチプレーゴル フ選手権大会 優勝

1996 個人 合気道 谷口 秀和 政経 4 第27回全日本学生合気道競技大会 男子乱取個人戦優勝

1995 団体 競走 0 第27回全日本大学駅伝対校選手権大会 優勝

1995 奨励 ソフトボール 0 東京都大学ソフトボールリーグ戦 優勝

1995 個人 庭球 長谷川 寛 人科 3 全日本学生室内テニス選手権大会（ダブルス） 優勝

1995 個人 庭球 喜多 渉 人科 3 全日本学生室内テニス選手権大会（ダブルス） 優勝

1995 個人 漕艇 常盤 聡 人科 4 第22回全日本大学選手権競漕大会（クォードプル） 優勝

1995 個人 漕艇 中村 恒平 商 3 第22回全日本大学選手権競漕大会（クォードプル） 優勝

1995 個人 漕艇 山本 尚理 理工 3 第22回全日本大学選手権競漕大会（クォードプル） 優勝

1995 個人 漕艇 田口 衛 人科 4 第22回全日本大学選手権競漕大会（クォードプル） 優勝

1995 個人 水泳 漢人 陽子 人科 3 1995夏季ユニバーシアード・福岡大会（100ｍバタフライ） ５位

1995 個人 水泳 粕谷 恭子 人科 2 1995夏季ユニバーシアード・福岡大会（200ｍ平泳ぎ） ３位

1995 個人 水泳 黒鳥 文絵 教育 2 1995夏季ユニバーシアード・福岡大会（200･100ｍ個人メドレー） 優勝

1995 個人 競走 渡邉 康幸 人科 4 1995夏季ユニバーシアード・福岡大会（10000ｍ） 優勝

1995 個人 競走 小林 雅幸 人科 3 1995夏季ユニバーシアード・福岡大会（10000ｍ） ４位

1995 個人 競走 土江 寛裕 人科 3 1995夏季ユニバーシアード・福岡大会（400ｍリレー） ６位

1995 個人 スキー 松井 陽子 一文 3 第３回アジア冬季競技大会（エアリアル） ６位

1995 個人 スケート 井上 怜奈 教育 1 第３回アジア競技大会（シングル） ５位

1995 個人 スケート 長岡 弥生 人科 4 第15回全日本学生スピードスケート選手権大会（500ｍ） 優勝

1995 個人 ア式蹴球 斎藤 俊秀 人科 4 1995夏季ユニバーシアード・福岡大会（サッカー日本代表） 優勝

1995 個人 レスリング 天谷 満博 社学 4 第21回全日本大学選手権大会（フリースタイル68kg級） 優勝

1995 個人 航空 飯田 馨 社学 4 第36回全日本学生グライダー競技選手権大会（混合個人） 優勝

1995 個人 ゴルフ 中島 真弓 教育 1 第４回全日本ｱﾏﾁｭｱﾏｯﾁﾌﾟﾚｰｺﾞﾙﾌ選手権大会（ﾏｯﾁﾌﾟﾚｰｺﾞﾙﾌ） 優勝

1995 個人 合気道 三木 裕美子 人科 3 第26回全日本学生合気道競技大会（乱取競技個人） 優勝

1994 団体 競走 0 第26回全日本大学駅伝対校選手権大会 優勝

1994 団体 ア式蹴球 0 第43回全日本大学サッカー選手権大会 優勝

1994 団体 自動車 0 平成６年度全日本総合杯 優勝

1994 団体 ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ 0 モンゴル遠征 徒歩・自転車・ボート

1994 団体 合気道 0 第25回全日本学生合気道競技大会 優勝

1994 奨励 ヨット 0 第61回関東学生ヨット選手権大会 優勝

1994 奨励 ホッケー 0 秋季関東学生ホッケーリーグ戦

1994 奨励 航空 0 第10回関東学生グライダー競技大会 優勝

1994 個人 漕艇 澁田 紀子 人科 4 第72回全日本選手権競漕大会 優勝（女子シングルスカル）

1994 個人 漕艇 若狭 直美 人科 4 第12回アジア大会 ２位（女子舵手なしフォア）

1994 個人 水泳 大野 元 人科 4 第70回日本学生選手権水泳競技大会 優勝（男子100ｍ自由形）

1994 個人 水泳 山本 雅志 人科 4 第70回日本学生選手権水泳競技大会 優勝（男子1500ｍ自由形）

1994 個人 水泳 小島 倫明 人科 2 第70回日本学生選手権水泳競技大会 優勝（男子200ｍ平泳ぎ）

1994 個人 水泳 小島 倫明 2 第12回アジア大会 ４位(男子200ｍ平泳ぎ) ６位(男子100ｍ平泳ぎ)

1994 個人 水泳 漢人 陽子 人科 2 第70回日本学生選手権水泳競技大会 優勝（女子200ｍバタフライ）

1994 個人 水泳 漢人 陽子 2 第12回アジア大会 ４位（女子200ｍバタフライ）

1994 個人 水泳 粕谷 恭子 人科 1 第70回日本学生選手権水泳競技大会 優勝（女子100･200ｍ平泳ぎ）

1994 個人 水泳 黒鳥 文絵 教育 1 第70回日本学生選手権水泳競技大会 優勝(女子200ｍ･400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ)

1994 個人 競走 渡邉 康幸 人科 3 第63回日本学生陸上競技対校選手権大会 優勝（男子5000ｍ）

1994 個人 スキー 富井 彦 人科 3 第66回宮様スキー大会国際競技会 ２位（複合）

1994 個人 スキー 山田 和由 人科 4 1995冬季ユニバーシアード・ハカ大会 ２位（複合）
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1994 個人 スケート 八木沼 純子 教育 4 アジアフィギュアスケート選手権大会 ２位（女子シングル）

1994 個人 スケート 八木沼 純子 4 '94ＮＨＫ杯国際アジアフィギュアスケート競技大会 ３位(女子ｼﾝｸﾞﾙ)

1994 個人 スケート 長岡 弥生 人科 3 第67回日本学生氷上競技選手権大会 優勝（女子1500ｍ）

1994 個人 スケート 大竹口 綾 教育 1 第14回全日本学生スピードスケート選手権大会 優勝(女子500･1000ｍ)

1994 個人 レスリング 天谷 満博 社学 3 全日本学生選手権大会 優勝（フリースタイル68㎏級）

1994 個人 レスリング 天谷 満博 3 全日本大学選手権大会 優勝（フリースタイル68㎏級）

1994 個人 レスリング 杉田 健吾 人科 2 全日本学生選手権大会 優勝（フリースタイル62㎏級）

1994 個人 自動車 藤本 純夫 商 4 第52回全日本学生自動車運転競技大会 優勝（小型貨物の部）

1994 個人 ホッケー 高橋 章 人科 4 第12回アジア大会 ４位（日本代表）

1994 個人 自転車 廣島 和彦 人科 3 第35回全日本学生選手権自転車競技大会 優勝（タンデム1000ｍ）

1994 個人 自転車 百々 敦史 人科 2 第35回全日本学生選手権自転車競技大会 優勝（タンデム1000ｍ）

1994 個人 ゴルフ 金沢 鈴華 教育 2 第31回日本女子学生ゴルフ選手権 優勝（個人）

1994 個人 合気道 若松 伴睦 法 4 第25回全日本学生合気道競技大会 優勝（乱取競技個人戦）

1994 個人 合気道 村松 真樹 商 4 第25回全日本学生合気道競技大会 優勝（演武競技）

1994 個人 合気道 両角 昌晃 政経 3 第25回全日本学生合気道競技大会 優勝（演武競技）

1993 団体 庭球 0 第47回全日本大学対抗テニス王座決定試合 優勝

1993 団体 競走 0 第25回全日本大学駅伝対校選手権大会 優勝

1993 団体 ア式蹴球 0 第42回全日本大学サッカー選手権大会 優勝

1993 団体 自動車 0 平成５年度全日本学生総合杯 優勝

1993 団体 バドミントン 0 第44回全日本学生バドミントン選手権大会 優勝

1993 団体 航空 0 第34回全日本学生グライダー競技選手権大会 優勝

1993 団体 射撃 0 第40回日本学生ライフル射撃選手権大会 優勝

1993 奨励 野球 0 東京六大学野球秋季リーグ戦 優勝

1993 奨励 漕艇 0 1994年メルボルン・ヘンリーレガッタ（男子ｲﾝﾀｰﾐﾃﾞｨｴｲﾄ） 優勝

1993 奨励 スケート 0 第31回関東学生氷上競技選手権大会（男子フィギュア） 優勝

1993 奨励 合気道 0 第25回関東学生合気道競技大会（男子乱取競技） 優勝

1993 個人 庭球 原田 夏希 教育 3 1993夏季ユニバーシアード・バッファロー大会(ﾐｯｸｽﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 優勝

1993 個人 漕艇 澁田 紀子 人科 3 第71回全日本選手権競漕大会（女子シングルスカル） 優勝

1993 個人 漕艇 澁田 紀子 3 1993夏季ユニバーシアード・バッファロー大会（女子ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ） ６位

1993 個人 水泳 糸井 統 人科 4 第66回日本選手権水泳競技大会（男子100ｍ･200ｍ背泳） 優勝

1993 個人 水泳 糸井 統 4 第69回日本学生選手権水泳競技大会（男子400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ） 優勝

1993 個人 水泳 山本 雅志 人科 3 第69回日本学生選手権水泳競技大会（男子1500ｍ自由形） 優勝

1993 個人 水泳 山本 雅志 3 1993夏季ユニバーシアード・バッファロー大会(男子1500ｍ自由形)優勝

1993 個人 水泳 大野 元 人科 3 第69回日本学生選手権水泳競技大会（男子400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ） 優勝

1993 個人 水泳 大野 元 3 第５回パンパシフィック選手権大会（男子400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ）３位 日本新

1993 個人 水泳 宮川 智光 人科 2 第69回日本学生選手権水泳競技大会（男子400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ） 優勝

1993 個人 水泳 漢人 陽子 人科 1 1993夏季ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ･ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ大会（女子100ｍ･200ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ） 優勝

1993 個人 水泳 川島 政江 人科 1 第69回日本学生選手権水泳競技大会（女子400ｍ自由形） 優勝

1993 個人 水泳 川島 政江 1 第５回パンパシフィック選手権大会（女子1500ｍ自由形）５位 日本新

1993 個人 水泳 小島 倫明 人科 1 第69回日本学生選手権水泳競技大会（男子400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ） 優勝

1993 個人 水泳 小島 倫明 1 第５回パンパシフィック選手権大会（男子200ｍ平泳） 優勝

1993 個人 競走 花田 勝彦 人科 4 第62回日本学生陸上競技対校選手権大会（男子5000ｍ） 優勝

1993 個人 競走 渡邉 康幸 人科 2 1993夏季ユニバーシアード・バッファロー大会（男子10000ｍ） ２位

1993 個人 スケート 八木沼 純子 教育 3 第３回アジアカップ（女子シングル） 優勝

1993 個人 スケート 及川 史弘 教育 2 第62回全日本フィギュアスケート選手権大会（男子シングル） 優勝

1993 個人 ア式蹴球 原田 武男 人科 4 1993夏季ユニバーシアード・バッファロー大会（サッカー） ５位

1993 個人 レスリング 天谷 満博 社学 2 アジア・オセアニア選手権大会（ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 68㎏級） ２位

1993 個人 自動車 望月 省二 理工 3 平成５年度全日本学生ダートトライアル大会（ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ） 優勝

1993 個人 自動車 北林 将 理工 3 平成５年度全日本学生運転競技大会（小型乗用の部） 優勝

1993 個人 ヨット 畠山 知巳 人科 4 第58回全日本学生ヨット選手権大会（４７０級） 優勝

1993 個人 ヨット 萩原 仁 政経 3 第58回全日本学生ヨット選手権大会（４７０級） 優勝

1993 個人 自転車 塩原 正長 人科 4 第49回全日本大学対抗選手権自転車競技大会（男子1㎞ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ）優勝

1993 個人 自転車 塩原 正長 4 第62回全日本アマチュア自転車競技選手権大会（男子タンデム） 優勝

1993 個人 自転車 廣島 和彦 人科 2 第62回全日本アマチュア自転車競技選手権大会（男子タンデム） 優勝

1993 個人 自転車 池崎 元令 人科 1 第49回全日本大学対抗選手権自転車競技大会（男子50㎞ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ）優勝

1993 個人 合気道 大浜 房洋 社学 4 第24回全日本学生合気道競技大会（乱取競技男子・演武競技男子）優勝

1993 個人 合気道 中村 朗 法 4 第24回全日本学生合気道競技大会（演武競技男子） 優勝

1993 個人 合気道 中尾 竜也 理工 2 第24回全日本学生合気道競技大会（演武競技男子） 優勝

1993 個人 合気道 両角 昌晃 政経 2 第24回全日本学生合気道競技大会（演武競技男子） 優勝

1993 個人 合気道 桐田 実香 一文 4 第24回全日本学生合気道競技大会（演武競技女子） 優勝

1993 個人 合気道 山本 加奈子 一文 3 第24回全日本学生合気道競技大会（演武競技女子） 優勝

1993 個人 合気道 中村 美帆 二文 4 第24回全日本学生合気道競技大会（演武競技女子） 優勝

1993 個人 合気道 横田 環 一文 3 第24回全日本学生合気道競技大会（演武競技女子） 優勝

1992 団体 庭球 0 第46回全日本大学対抗テニス王座決定試合 優勝

1992 団体 水泳 0 第68回日本学生選手権水泳競技大会 優勝

1992 団体 競走 0 第24回全日本大学駅伝対校選手権大会 優勝

1992 団体 競走 0 第69回東京箱根間往復大学駅伝競走 総合優勝

1992 団体 バドミントン 0 第43回全日本学生バドミントン選手権大会 優勝

1992 団体 航空 0 第33回全日本学生グライダー競技選手権大会 優勝

1992 団体 ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ 0 厳冬期北海道遠征

1992 奨励 漕艇 0 第42回東日本選手権競漕大会（エイト） 優勝

1992 奨励 自動車 0 平成４年度全関東学生自動車ジムカーナ選手権大会 優勝

1992 奨励 自動車 0 平成４年度全関東学生自動車総合杯 優勝

1992 奨励 ハンドボール 0 第14回東日本学生ハンドボール選手権大会 優勝

1992 奨励 ハンドボール 0 平成４年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 優勝

1992 奨励 軟式庭球 0 第25回関東学生ソフトテニス春季リーグ戦 優勝

1992 奨励 軟式野球 0 第24回清瀬杯全日本大学準硬式野球大会 優勝

1992 個人 野球 仁志 敏久 人科 3 第17回アジア野球選手権大会 優勝

1992 個人 野球 織田 淳哉 社学 2 第17回アジア野球選手権大会 優勝

1992 個人 庭球 松下 晃 人科 4 第60回全日本学生テニス選手権大会（ダブルス） 優勝

1992 個人 庭球 松下 晃 4 第27回全日本学生室内テニス選手権大会（ダブルス） 優勝

1992 個人 庭球 原田 夏希 教育 2 第60回全日本学生テニス選手権大会（ダブルス） 優勝

1992 個人 庭球 原田 夏希 2 第27回全日本学生室内テニス選手権大会（ダブルス） 優勝

1992 個人 漕艇 山児 和久 人科 4 第70回全日本選手権競漕大会（舵手付きペア） 優勝

1992 個人 漕艇 市川 将光 人科 4 第70回全日本選手権競漕大会（舵手付きペア） 優勝

1992 個人 漕艇 武田 英之 法 4 第70回全日本選手権競漕大会（舵手付きペア） 優勝

1992 個人 漕艇 横江 由希子 人科 4 第23回全日本女子選手権競漕大会（ダブルスカル） 優勝

1992 個人 漕艇 澁田 紀子 人科 2 第23回全日本女子選手権競漕大会（ダブルスカル） 優勝

1992 個人 水泳 ﾊﾞﾝﾃﾞﾜｰﾚ 泰広 人科 4 第68回日本学生選手権水泳競技大会(100ｍ背泳.400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ) 優勝

1992 個人 水泳 藤本 隆宏 人科 4 第25回オリンピック競技大会 水泳競技 （400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ） ８位
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1992 個人 水泳 藤本 隆宏 4 第68回日本学生選手権水泳競技大会（200ｍ･400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ） 優勝

1992 個人 水泳 糸井 統 人科 3 第25回オリンピック競技大会 水泳競技（200ｍ背泳） ４位

1992 個人 水泳 糸井 統 3 第４回アジア選手権水泳競技大会（200ｍ背泳） 優勝

1992 個人 水泳 糸井 統 3 第68回日本学生選手権水泳競技大会（200ｍ背泳） 優勝

1992 個人 水泳 山本 雅志 人科 2 第68回日本学生選手権水泳競技大会（200ｍ自由型. 800ｍﾘﾚｰ) 優勝

1992 個人 水泳 小笠原 一彰 教育 2 第68回日本学生選手権水泳競技大会（800ｍﾘﾚｰ) 優勝

1992 個人 水泳 中野 勉 人科 1 第25回オリンピック競技大会 水泳競技（400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ） ８位

1992 個人 水泳 中野 勉 1 第68回日本選手権水泳競技大会（100ｍ自由型） 優勝

1992 個人 水泳 中野 勉 1 第68回日本学生選手権水泳競技大会（400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ） 優勝

1992 個人 競走 渡邊 高博 人科 4 第61回日本学生陸上競技対校選手権大会（400ｍ） 優勝

1992 個人 競走 櫛部 静二 人科 3 第61回日本学生陸上競技対校選手権大会（1000ｍ） 優勝

1992 個人 スキー 荻原 次晴 人科 5 1993ユニバーシアード冬季大会 スキー競技（ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合） ３位

1992 個人 スキー 岡本 英男 人科 4 第66回全日本学生スキー選手権大会（リレー競技） 優勝

1992 個人 スキー 佐藤 恵美子 人科 3 1993ユニバーシアード冬季大会 スキー競技（距離10㎞ｸﾗｼｶﾙ） ５位

1992 個人 スキー 丸山 有紀 人科 3 第66回全日本学生スキー選手権大会（大回転） 優勝

1992 個人 スキー 佐藤 新一 人科 2 第66回全日本学生スキー選手権大会（リレー競技） 優勝

1992 個人 スキー 渡部 正人 社学 2 第66回全日本学生スキー選手権大会（リレー競技） 優勝

1992 個人 スキー 萩原 貴則 人科 1 第66回全日本学生スキー選手権大会（リレー競技） 優勝

1992 個人 スキー 富井 彦 人科 1 1993ユニバーシアード冬季大会 スキー競技（ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合） ５位

1992 個人 スケート 八木沼 純子 教育 2 1993ユニバーシアード冬季大会 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ競技（ｼﾝｸﾞﾙ） 優勝

1992 個人 スケート 八木沼 純子 2 第２回アジアカップ･フィギュアスケート競技大会（シングル） ２位

1992 個人 卓球 大野 知子 教育 2 平成４年度全日本卓球選手権大会（混合ダブルス） 優勝

1992 個人 ボクシング 関 政明 人科 4 第62回全日本アマチュアボクシング選手権大会（ウエルター級） 優勝

1992 個人 ボクシング 三谷 大和 人科 4 第62回全日本アマチュアボクシング選手権大会（ライト級） 優勝

1992 個人 レスリング 荻田 剛志 人科 3 第43回全日本学生レスリング選手権大会（ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 74㎏級） 優勝

1992 個人 自転車 五味 さおり 人科 4 第48回全日本大学対抗選手権自転車競技大会(1000ｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ) 優勝

1992 個人 自転車 五味 さおり 4 同 大会 （3000ｍｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｲｱﾙ ﾊﾟｼｭｰﾄ) 優勝

1992 個人 自転車 五味 さおり 4 第32回全日本学生選手権競技大会（3000ｍｲﾝﾃﾞｨｳﾞﾃﾞｲｱﾙ ﾊﾟｼｭｰﾄ) 優勝

1992 個人 自転車 塩原 正長 人科 3 第48回全日本大学対抗選手権自転車競技大会（ﾀﾝﾃﾞﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ） 優勝

1992 個人 自転車 廣島 和彦 人科 1 第48回全日本大学対抗選手権自転車競技大会（ﾀﾝﾃﾞﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ） 優勝

1992 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 秋田 太郎 人科 3 第38回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 52㎏級 優勝

1992 個人 合気道 入内島 武史 理工 4 第23回全日本学生合気道競技大会（演武競技 対徒手技法） 優勝

1992 個人 合気道 大室 陽子 社学 4 第23回全日本学生合気道競技大会（演武競技 対武器技法） 優勝

1992 個人 合気道 中村 朗 法 3 第23回全日本学生合気道競技大会（演武競技 対徒手技法） 優勝

1992 個人 合気道 中村 美帆 二文 3 第23回全日本学生合気道競技大会（演武競技 対武器技法） 優勝

1991 団体 庭球 0 第45回全日本大学対抗テニス王座決定試合 優勝

1991 団体 ア式蹴球 0 第40回全日本大学サッカー選手権大会 優勝

1991 団体 自動車 0 平成３年度全日本学生自動車ジムカーナ選手権大会（男子･団体） 優勝

1991 奨励 ハンドボール 0 第13回東日本学生ハンドボール選手権大会 優勝

1991 奨励 ハンドボール 0 平成３年度関東学生ハンドボール春季・秋季リーグ戦 優勝

1991 奨励 ホッケー 0 平成３年度秋季関東学生ホッケリーグ戦 優勝

1991 奨励 ソフトボール 0 第６回東日本大学ソフトボール選手権大会 優勝

1991 個人 漕艇 佐古 まゆみ 社学 2 第18回全日本大学選手権競漕大会（女子舵手無しペア） 優勝

1991 個人 漕艇 喜内 由美子 教育 1 第18回全日本大学選手権競漕大会（女子舵手無しペア） 優勝

1991 個人 水泳 渡辺 健司 人科 4 第33回日本室内選手権水泳競技大会（200ｍ平泳） 優勝

1991 個人 水泳 渡辺 健司 4 第67回日本学生選手権水泳競技大会（200ｍ平泳） 優勝

1991 個人 水泳 藤本 隆宏 人科 3 第16回ユニバーシアード大会（水泳競技 400ｍ個人メドレー） 優勝

1991 個人 水泳 藤本 隆宏 3 第33回日本室内選手権水泳競技大会(200ｍ自由型.400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ)優勝

1991 個人 水泳 藤本 隆宏 3 第67回日本学生選手権水泳競技大会（200ｍ･400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ) 優勝

1991 個人 水泳 ﾊﾞﾝﾃﾞﾜｰﾚ 泰広 人科 3 第67回日本学生選手権水泳競技大会（100ｍ･200ｍ背泳） 優勝

1991 個人 水泳 糸井 統 人科 2 第16回ユニバーシアード大会（水泳競技 100ｍ背泳） ５位

1991 個人 水泳 糸井 統 2 第67回日本選手権水泳競技大会（200ｍ･100ｍ背泳） 優勝

1991 個人 水泳 糸井 統 2 第33回日本室内選手権水泳競技大会（200ｍ背泳） 優勝

1991 個人 水泳 山本 雅志 人科 1 第67回日本学生選手権水泳競技大会（400ｍ自由型） 優勝

1991 個人 水泳 大野 元 人科 1 第67回日本学生選手権水泳競技大会（50ｍ自由型） 優勝

1991 個人 競走 山本 聡 人科 4 第60回日本学生陸上競技対校選手権大会（ハンマー投げ） 優勝

1991 個人 競走 武井 隆次 人科 2 第16回ユニバーシアード大会（陸上競技 1000ｍ競走） ２位

1991 個人 競走 武井 隆次 2 東京箱根間往復大学駅伝競走（１区区間新記録）２年連続樹立

1991 個人 山岳 土澤 信明 人科 4 1991年早大カラコルム登山隊員としてﾄﾘﾎﾞｰﾙ峰北面からの初登攀に成功

1991 個人 山岳 小林 浩 教育 4 1991年早大カラコルム登山隊員としてﾄﾘﾎﾞｰﾙ峰北面からの初登攀に成功

1991 個人 スキー 荻原 健司 人科 4 第16回冬季オリンピック大会（ｽｷｰ競技･ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合･団体） 優勝

1991 個人 スキー 荻原 次晴 人科 4 第10回全日本コンバインド競技大会 優勝

1991 個人 スキー 佐藤 恵美子 人科 2 第６回全日本学生ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ･ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ選手権大会（距離５㎞ｸﾗｼｶﾙ）優勝

1991 個人 スキー 佐藤 恵美子 2 第６回全日本学生ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ･ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ選手権大会（距離複合５㎞） 優勝

1991 個人 スケート 八木沼 純子 教育 1 第１回アジアカップ・フィギュアスケート競技大会(女子シングル)優勝

1991 個人 ア式蹴球 大倉 智 商 4 第16回ユニバーシアード大会（サッカー競技） ８位

1991 個人 卓球 大野 知子 教育 1 平成３年度全日本卓球選手権大会（混合ダブルス） 優勝

1991 個人 ボクシング 関 政明 人科 3 第61回全日本アマチュアボクシング選手権大会（ウエルター級） 優勝

1991 個人 ボクシング 三谷 大和 人科 3 バルセロナ･オリンピック代表国内選考会（フェザー級） 優勝

1991 個人 レスリング 石沢 常光 人科 5 第46回全日本アマチュアレスリング選手権大会（ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 82㎏級）優勝

1991 個人 自動車 土屋 広晃 理工 3 平成３年度全日本学生自動車ジムカーナ選手権大会 優勝

1991 個人 フェンシング 出野 晴信 人科 4 第44回全日本フェンシング選手権大会（フルーレ） 優勝

1991 個人 自転車 高橋 隆晃 人科 3 第32回全日本学生選手権自転車競技大会（スプリント） 優勝

1991 個人 自転車 五味 さおり 人科 3 第47回全日本大学対抗選手権自転車競技大会（3000ｍ個人追抜） 優勝

1991 個人 自転車 松村 健 社学 1 第32回全日本学生選手権自転車競技大会（3000ｍﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ） 優勝

1991 個人 自転車 松村 健 1 第47回全日本大学対抗選手権自転車競技大会（5000ｍﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ） 優勝

1990 団体 漕艇 0 第17回全日本大学選手権競漕大会（男子舵手なしペア） 優勝

1990 団体 水泳 0 第66回日本学生選手権水泳競技大会（男子競泳） 優勝

1990 団体 スケート 0 第63回日本学生氷上競技選手権大会（アイスホッケー） 優勝

1990 団体 卓球 0 全日本学生卓球選手権大会（東西優勝校対抗戦） 優勝

1990 団体 自動車 0 全日本学生選手権大会(ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ･ｼﾞﾑｶｰﾅ･運転競技各女子団体戦)優勝

1990 団体 合気道 0 第21回全日本学生合気道競技大会（乱取競技団体戦） 優勝

1990 奨励 野球 0 平成２年度東京六大学野球春季リーグ戦 優勝

1990 奨励 庭球 0 平成２年度関東大学対抗テニスリーグ戦 優勝

1990 奨励 ヨット 0 第25回東京六大学ヨット選手権大会 優勝

1990 奨励 ハンドボール 0 第12回東日本学生ハンドボール選手権大会 優勝

1990 奨励 ハンドボール 0 平成２年度関東学生ハンドボール春季･秋季リーグ戦 優勝

1990 個人 水泳 藤原 勝教 人科 4 第11回アジア競技大会（男子800ｍﾘﾚｰ） 優勝 日本新

1990 個人 水泳 藤原 勝教 4 第66回日本学生選手権水泳競技大会(男子800･400ﾘﾚｰ.400ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ)優勝

1990 個人 水泳 武田 聡 人科 4 第66回日本学生選手権水泳競技大会(男子400ｍﾘﾚｰ.400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ)優勝
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1990 個人 水泳 渡辺 健司 人科 3 第11回アジア競技大会（男子200ｍ平泳） 優勝

1990 個人 水泳 渡辺 健司 3 第66回日本選手権水泳競技大会（男子200ｍ平泳） 優勝

1990 個人 水泳 渡辺 健司 3 第66回日本学生選手権水泳競技大会(100･200平泳.400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ) 優勝

1990 個人 水泳 矢野 泰司 人科 3 第66回日本学生選手権水泳競技大会（男子400ｍリレー） 優勝

1990 個人 水泳 藤本 隆宏 人科 2 第11回アジア競技大会（男子400ｍ･200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ） 優勝

1990 個人 水泳 藤本 隆宏 2 第66回日本学生選手権水泳競技大会(男子400ｍ･200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ) 優勝

1990 個人 水泳 糸井 統 人科 1 第66回日本選手権水泳競技大会（男子200ｍ･100ｍ背泳） 優勝

1990 個人 水泳 糸井 統 1 第66回日本学生選手権水泳競技大会（100ｍ背泳.400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ）優勝

1990 個人 水泳 下窪 正 人科 1 第66回日本学生選手権水泳競技大会（800ｍリレー） 優勝

1990 個人 競走 山本 聡 人科 3 第59回日本学生陸上競技対校選手権大会（ハンマー投げ） 優勝

1990 個人 競走 渡邊 高博 人科 2 第11回アジア競技大会（男子1600ｍリレー） 優勝

1990 個人 競走 渡邊 高博 2 第74回日本陸上競技選手権大会（男子400ｍ） 優勝

1990 個人 競走 渡邊 高博 2 第59回日本学生陸上競技選手権大会（男子400ｍ） 優勝

1990 個人 競走 櫛部 静二 人科 1 第３回アジアジュニア選手権大会・陸上（男子5000ｍ） 優勝

1990 個人 スキー 河野 孝典 人科 4 1991ユニバーシアード冬季大会（ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ） ２位

1990 個人 スキー 河野 孝典 4 第64回全日本学生スキー選手権大会（コンバインド） 優勝

1990 個人 スキー 荻原 健司 人科 3 1991ユニバーシアード冬季大会（ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ） 優勝

1990 個人 スキー 丸山 有紀 人科 1 1991ユニバーシアード冬季大会（女子アルペン複合） ５位

1990 個人 スケート 桝川 浩司 人科 3 1991ユニバーシアード冬季大会（アイスホッケー日本チーム） ６位

1990 個人 スケート 小堀 恭之 人科 3 1991ユニバーシアード冬季大会（アイスホッケー日本チーム） ６位

1990 個人 スケート 荒沢 義寛 人科 3 1991ユニバーシアード冬季大会（アイスホッケー日本チーム） ６位

1990 個人 スケート 岡田 直人 人科 2 1991ユニバーシアード冬季大会（アイスホッケー日本チーム） ６位

1990 個人 スケート 仲見 真樹 人科 1 1991ユニバーシアード冬季大会（アイスホッケー日本チーム） ６位

1990 個人 卓球 鷲見 剛 教育 4 第57回全日本学生卓球選手権大会（男子ダブルス） 優勝

1990 個人 卓球 大矢 剛 人科 2 第57回全日本学生卓球選手権大会（男子ダブルス） 優勝

1990 個人 卓球 平 亮太 人科 1 第８回世界学生卓球選手権大会（男子シングルス） ベスト８

1990 個人 ボクシング 三谷 大和 人科 2 第60回全日本学生アマチュアボクシング選手権大会（ﾌｪｻﾞｰ級） 優勝

1990 個人 レスリング 石沢 常光 人科 4 1990全日本学生レスリング選手権大会（82㎏級 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ） 優勝

1990 個人 レスリング 水野 将嘉 人科 4 1990全日本学生レスリング選手権大会（52㎏級 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ） 優勝

1990 個人 レスリング 荻田 剛志 人科 1 第16回全日本大学レスリング選手権大会（74㎏級 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ） 優勝

1990 個人 自動車 木村 尚史 理工 4 平成２年度全日本学生自動車ダートトライル選手権大会 優勝

1990 個人 自動車 木村 尚史 4 同 大会 総合杯得点順位 優勝

1990 個人 自動車 南 敦子 一文 4 平成２年度全日本学生ジムカーナ選手権大会 優勝

1990 個人 自動車 南 敦子 4 同 大会 運転競技選手権大会（普通乗用） 優勝

1990 個人 自動車 南 敦子 4 同 大会 総合杯得点順位 優勝

1990 個人 自動車 太田 さやか 理工 4 平成２年度全日本学生自動車運転競技選手権大会（小型貨物） 優勝

1990 個人 フェンシング 出野 晴信 人科 3 第43回全日本フェンシング選手権大会（フルーレ） 優勝

1990 個人 自転車 豊岡 弘 人科 4 第59回全日本学生アマチュア自転車競技選手権大会（男子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ）優勝

1990 個人 自転車 豊岡 弘 4 第31回全日本学生選手権自転車競技大会（男子スプリント） 優勝

1990 個人 自転車 桐岡 真佐子 人科 3 第31回全日本学生選手権自転車競技大会（3000ｍ個人追抜） 優勝

1990 個人 自転車 桐岡 真佐子 3 第46回全日本大学対抗選手権競技大会(3000ｍ個人追抜･30㎞ﾛｰﾄﾞ)優勝

1990 個人 自転車 塩原 正長 人科 1 第59回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権自転車競技大会(ﾀﾝﾃﾞﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ) 優勝

1990 個人 合気道 柴田 健 一文 4 第21回全日本学生合気道競技大会（乱取競技 男子個人戦） 優勝

1990 個人 合気道 永井 恵美 社学 4 第21回全日本学生合気道競技大会（乱取競技 女子個人戦） 優勝

1990 個人 合気道 奥村 武彦 法 4 第21回全日本学生合気道競技大会（演武競技対武器技法） 優勝

1990 個人 合気道 松本 聡 一文 3 第21回全日本学生合気道競技大会（演武競技対武器技法） 優勝

1989 団体 庭球 0 平成元年度(第43回)全日本大学対抗テニス王座決定試合 優勝

1989 団体 漕艇 0 第11回全日本軽量級選手権競漕大会（男子エイト） 優勝

1989 団体 漕艇 0 第67回全日本選手権競漕大会（舵手なしﾌｫｱ)(舵手なしｸｵﾄﾞﾙﾌﾟﾙ）優勝

1989 団体 漕艇 0 第16回全日本大学選手権競漕大会（舵手なしペア） 優勝

1989 団体 水泳 0 第65回日本学生選手権水泳競技大会 優勝

1989 団体 ラグビー蹴球 0 第26回全国ラグビーフットボール大学選手権大会 優勝

1989 団体 軟式野球 0 平成元年度東京六大学準硬式野球リーグ戦（春季・秋季） 優勝

1989 団体 合気道 0 第20回全日本学生合気道競技大会（乱取競技） 優勝

1989 奨励 ア式蹴球 0 第３回関東大学サッカー選手権大会 優勝

1989 奨励 自動車 0 平成元年度全関東学生自動車ジムカーナ選手権大会（男子） 優勝

1989 奨励 自動車 0 平成元年度全関東学生自動車ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権大会（男子） 優勝

1989 奨励 自動車 0 平成元年度全関東学生自動車運転競技選手権大会（女子） 優勝

1989 奨励 自動車 0 平成元年度全関東学生自動車総合杯（男子・女子） 優勝

1989 奨励 ヨット 0 平成元年度全関東学生ヨット選手権大会 優勝

1989 奨励 ハンドボール 0 平成元年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦 優勝

1989 個人 庭球 森井 大治 教育 4 平成元年度全日本学生テニス選手権大会（男子単） 優勝

1989 個人 漕艇 市川 敬 社学 3 第16回全日本大学選手権競漕大会（男子シングルスカル） 優勝

1989 個人 水泳 藤原 勝教 人科 3 第65回日本選手権水泳競技大会（男子50ｍ・100ｍ自由型） 優勝

1989 個人 水泳 武田 聡 人科 3 第65回日本学生選手権水泳競技大会(男子400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ.400ｍﾘﾚｰ)優勝

1989 個人 水泳 矢野 泰司 人科 2 第65回日本学生選手権水泳競技大会(400ｍリレー) 優勝

1989 個人 水泳 渡辺 健司 人科 2 第65回日本学生選手権水泳競技大会(男250ｍ平泳.400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ)優勝

1989 個人 水泳 藤本 隆宏 人科 1 第65回日本学生選手権水泳競技大会(200･400個人ﾒﾄﾞﾚｰ. 400ｍﾘﾚｰ)優勝

1989 個人 水泳 ﾊﾞﾝﾃﾞﾜｰﾚ 泰広 人科 1 第65回日本学生選手権水泳競技大会（400ｍメドレーリレー） 優勝

1989 個人 競走 池田 克美 教育 4 第58回日本学生陸上競技対校選手権大会（男子5000ｍ･10000ｍ) 優勝

1989 個人 スキー 河野 孝典 人科 3 第８回全日本コンバインドスキー競技大会（複合） 優勝

1989 個人 スケート 佐藤 睦浩 教育 4 第62回日本学生氷上競技選手権大会（男子1500ｍ･5000ｍ） 優勝

1989 個人 ボクシング 関 政明 人科 1 第59回全日本アマチュアボクシング選手権大会（ｳｴﾙﾀｰ級） 優勝

1989 個人 ボクシング 三谷 大和 人科 1 第59回全日本アマチュアボクシング選手権大会（ﾌｪｻﾞｰ級） 優勝

1989 個人 レスリング 石沢 常光 人科 3 平成元年度全日本学生レスリング選手権大会（82㎏級） 優勝

1989 個人 レスリング 水野 将嘉 人科 3 平成元年度全日本学生レスリング選手権大会（52㎏級） 優勝

1989 個人 ヨット 矢口 一馬 政経 4 第54回全日本学生ヨット選手権大会（スナイプ級） 優勝

1989 個人 ヨット 柳川 卓史 教育 2 第54回全日本学生ヨット選手権大会（スナイプ級） 優勝

1989 個人 自転車 佐々木 一昭 教育 4 第58回全日本学生ｱﾏﾁｭｱ自転車競技選手権大会（4000ｍ個人追抜） 優勝

1989 個人 自転車 豊岡 弘 人科 3 第45回全日本大学対校選手権自転車競技大会（スプリント） 優勝

1989 個人 自転車 高橋 隆晃 人科 1 第45回全日本大学対校選手権自転車競技大会（1000ｍ速度競走） 優勝

1989 個人 自転車 高橋 隆晃 1 第30回全日本学生選手権自転車競技大会（スプリント） 優勝

1989 個人 自転車 織田 康弘 人科 1 第30回全日本学生選手権自転車競技大会（4000ｍ速度競走） 優勝

1989 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 岡田 純一 教育 4 第35回全日本学生ウエイトリフティング選手権大会（90㎏級） 優勝

1989 個人 合気道 谷繁 強志 理工 4 第20回全日本学生合気道競技大会（演武競技 男子対徒手の部） 優勝

1989 個人 合気道 五嶋 一徳 政経 3 第20回全日本学生合気道競技大会（演武競技 男子対徒手の部） 優勝

1989 個人 合気道 山本 征司 商 4 第20回全日本学生合気道競技大会（演武競技 男子対武器の部） 優勝

1989 個人 合気道 鈴木 美輝 商 3 第20回全日本学生合気道競技大会（演武競技 男子対武器の部） 優勝

1988 団体 庭球 0 昭和63年度(第42回)全日本大学対抗テニス王座決定試合 優勝

1988 団体 漕艇 0 第10回全日本軽量級選手権競漕大会（男子エイト） 優勝
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1988 団体 ハンドボール 0 第31回全日本学生ハンドボール選手権大会

1988 団体 軟式庭球 0 第42回全日本大学対抗軟式庭球選手権大会 優勝

1988 団体 軟式野球 0 昭和63年度東京六大学準硬式野球リーグ戦（春・秋） 優勝

1988 団体 航空 0 第29回全日本学生グライダー競技選手権大会 優勝

1988 団体 合気道 0 第19回全日本学生合気道競技大会（乱取競技） 優勝

1988 奨励 自動車 0 昭和63年度全関東学生自動車ラリー選手権大会（男子） 優勝

1988 奨励 ヨット 0 昭和63年度春季関東学生ヨット選手権大会（スナイプ級） 優勝

1988 個人 庭球 土橋 登志久 教育 4 昭和63年度全日本学生テニス選手権大会（男子単） 優勝

1988 個人 庭球 土橋 登志久 4 第24回オリンピック競技大会（シングルス） 出場

1988 個人 漕艇 石川 順慶 社学 4 第24回オリンピック競技大会（エイトコックス） 出場

1988 個人 水泳 板橋 剛 教育 4 1988年日本室内選手権水泳競技大会（100ｍ背泳） 優勝

1988 個人 水泳 佐藤 浩志 教育 4 第64回日本学生選手権水泳競技大会（100ｍバタフライ） 優勝

1988 個人 水泳 佐藤 浩志 4 第３回アジア選手権水泳競技大会（200ｍバタフライ） 優勝

1988 個人 水泳 末次 勝 教育 3 第64回日本学生選手権水泳競技大会（200ｍ平泳） 優勝

1988 個人 水泳 関戸 直美 人科 2 第64回日本学生選手権水泳競技大会(200ｍ背泳)(200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ) 優勝

1988 個人 水泳 武田 聡 人科 2 第３回アジア選手権水泳競技大会（400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ） 優勝

1988 個人 水泳 武田 聡 2 第24回オリンピック競技大会（200ｍバタフライ） 出場

1988 個人 水泳 藤原 勝教 人科 2 第64回日本学生選手権水泳競技大会（100ｍ自由型） 優勝

1988 個人 水泳 藤原 勝教 2 第３回アジア選手権水泳競技大会（100ｍ自由型） 優勝

1988 個人 水泳 渡辺 健司 人科 1 第３回アジア選手権水泳競技大会（200ｍ平泳） ２位

1988 個人 水泳 渡辺 健司 1 第24回オリンピック競技大会（100ｍ平泳） 出場

1988 個人 競走 池田 克美 教育 3 第57回日本学生陸上競技対校選手権大会（5000ｍ） 優勝

1988 個人 競走 大沢 知宏 人科 1 第24回オリンピック競技大会（100ｍ） 出場

1988 個人 スキー 河野 孝典 人科 2 1989年ユニバーシアード冬季大会（スキー複合） ２位

1988 個人 スキー 荻原 健司 人科 1 1989年ユニバーシアード冬季大会（スキー複合） 優勝

1988 個人 スキー 荻原 健司 1 第62回全日本学生スキー選手権大会（スキー複合） 優勝

1988 個人 スキー 白河 三枝 人科 1 第62回全日本学生スキー選手権大会（大回転） 優勝

1988 個人 スキー 白河 三枝 1 第４回全日本学生アルペンチャンピオン大会（回転） 優勝

1988 個人 スキー 白河 三枝 1 第67回全日本学生アルペンスキー選手権大会（スーパー大回転） 優勝

1988 個人 レスリング 木村 孝弘 教育 3 第５回シニアレスリング・アジア選手権大会（86㎏級） ３位

1988 個人 レスリング 石沢 常光 人科 2 第５回シニアレスリング・アジア選手権大会（82㎏級） ４位

1988 個人 レスリング 石沢 常光 2 昭和63年全日本学生レスリング選手権大会（82㎏級） 優勝

1988 個人 レスリング 石沢 常光 2 昭和63年全日本大学選手権大会（82㎏級） 優勝

1988 個人 自動車 安井 裕子 教育 4 昭和63年度全日本学生自動車運転競技選手権大会（小型乗用） 優勝

1988 個人 フェンシング 出野 晴信 人科 1 第24回オリンピック競技大会（フルーレ） 出場

1988 個人 軟式庭球 小野寺 剛 教育 4 第43回全日本学生軟式庭球選手権大会（複） 優勝

1988 個人 軟式庭球 隠岐 浩 教育 4 第43回全日本学生軟式庭球選手権大会（複） 優勝

1988 個人 自転車 佐々木 一昭 教育 3 第24回オリンピック競技大会（団体追抜） 出場

1988 個人 自転車 豊岡 弘 人科 2 第57回全日本ｱﾏﾁｭｱ自転車競技選手権大会(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ)(1000Mﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ)優勝

1988 個人 自転車 豊岡 弘 2 第24回オリンピック競技大会（スプリント） 出場

1988 個人 航空 古市 安利 理工 4 第29回全日本学生グライダー競技選手権大会 優勝

1988 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 岡田 純一 教育 3 第34回全日本学生ウエイトリフティング選手権大会（90㎏級） 優勝

1988 個人 合気道 野見山 恵太 法 4 第19回全日本学生合気道競技大会（演武競技 男子対徒手技法）優勝

1988 個人 合気道 内畠 淳浩 政経 3 第19回全日本学生合気道競技大会（演武競技 男子対徒手技法）優勝

1988 個人 合気道 本間 慶子 商 4 第19回全日本学生合気道競技大会（演武競技 女子対武器技法）優勝

1988 個人 合気道 吉竹 陽子 二文 3 第19回全日本学生合気道競技大会（演武競技 女子対武器技法）優勝

1987 団体 庭球 0 第41回全日本大学対抗テニス王座決定試合 優勝

1987 団体 漕艇 0 第９回全日本軽量級選手権競漕大会 舵手なしフォア 優勝

1987 団体 弓道 0 第11回全日本学生弓道女子王座決定戦 優勝

1987 団体 ラグビー蹴球 0 第25回ラグビーフットボール日本選手権試合 優勝

1987 団体 自動車 0 全日本学生自動車ジムカーナ選手権大会 女子の部 優勝

1987 団体 ホッケー 0 第61回全日本ホッケー選手権大会 優勝

1987 団体 ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ 0 ﾊﾟｷｽﾀﾝ北部のﾋﾝｽﾞｰﾗｼﾞ山脈を中心に5000ｍの山岳ﾄｯﾚｷﾝｸﾞ及び約1000㎞

1987 団体 ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ 0 のｶﾗｺﾙﾑ･ﾊｲｳｪｰを山岳ｻｲｸﾘﾝｸﾞし目的を達成した

1987 団体 合気道 0 第18回全日本学生合気道競技大会 優勝

1987 奨励 ヨット 0 昭和62年度東京六大学ヨット秋季選手権大会 総合 優勝

1987 奨励 ヨット 0 昭和62年度関東学生ヨット秋季選手権大会 スナイプ級 優勝

1987 奨励 ハンドボール 0 昭和62年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦 優勝

1987 奨励 ハンドボール 0 第９回東日本学生ハンドボール選手権大会 優勝

1987 個人 庭球 土橋 登志久 教育 3 昭和63年全日本学生テニス選手権大会 男子単 優勝

1987 個人 庭球 丸山 淳一 教育 3 昭和63年全日本学生テニス選手権大会 男子複 優勝

1987 個人 庭球 森井 大治 教育 2 昭和63年全日本学生テニス選手権大会 男子複 優勝

1987 個人 弓道 磯田 義文 教育 4 第38回全日本弓道大会 遠的の部 優勝

1987 個人 水泳 奥野 景介 教育 4 日本学生選手権水泳競技大会 400ｍリレー 優勝

1987 個人 水泳 松田 成利 教育 4 日本学生選手権水泳競技大会 400ｍリレー 優勝

1987 個人 水泳 佐藤 浩志 教育 3 日本学生選手権水泳競技大会 200ｍバタフライ 優勝

1987 個人 水泳 武田 聡 人科 1 日本学生選手権水泳競技大会 400ｍﾘﾚｰ. 200ｍ･400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝

1987 個人 水泳 藤原 勝教 人科 1 日本学生選手権水泳競技大会 400ｍﾘﾚｰ. 50ｍ･100ｍ自由形 優勝

1987 個人 水泳 関戸 直美 人科 1 日本学生選手権水泳競技大会 200ｍ背泳. 200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝

1987 個人 スキー 柴 雄太 人科 1 第61回全日本学生スキー選手権大会 回転 優勝

1987 個人 スケート 佐藤 睦浩 教育 2 第10回全日本学生スケート選手権大会 500ｍ･1500ｍ･5000ｍ 優勝

1987 個人 自動車 安井 裕子 教育 3 全日本学生自動車ジムカーナ選手権大会 優勝

1987 個人 自動車 安井 裕子 3 全日本学生自動車ダートトライアル選手権大会 優勝

1987 個人 軟式庭球 神崎 公宏 教育 4 第41回全日本学生軟式庭球選手権大会 優勝

1987 個人 軟式庭球 神崎 公宏 4 第21回全日本学生インドア軟式庭球選手権大会 優勝

1987 個人 軟式庭球 小野寺 剛 教育 3 第41回全日本学生軟式庭球選手権大会 優勝

1987 個人 軟式庭球 小野寺 剛 3 第21回全日本学生インドア軟式庭球選手権大会 優勝

1987 個人 自転車 佐々木 一昭 教育 2 第43回全日本大学対抗選手権自転車競技大会 4000ｍ速度競走 優勝

1987 個人 自転車 豊岡 弘 人科 1 第56回全日本アマチュア自転車速度競走選手権大会 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 優勝

1987 個人 自転車 豊岡 弘 1 第43回全日本大学対抗選手権自転車競技大会 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 優勝

1987 個人 航空 古市 安利 理工 3 第28回全日本学生グライダー競技選手権大会 優勝

1987 個人 合気道 藤枝 精也 商 4 第18回全日本学生合気道競技大会 演武競技 対武器技法男子 優勝

1987 個人 合気道 兒玉 由佳 政経 4 第18回全日本学生合気道競技大会 演武競技 対武器技法女子 優勝

1987 個人 合気道 池田 秀明 社学 4 第18回全日本学生合気道競技大会 演武競技 対武器技法男子 優勝

1987 個人 合気道 前平 浩二 教育 3 第18回全日本学生合気道競技大会 乱取競技 男子 優勝

1987 個人 合気道 本間 慶子 商 3 第18回全日本学生合気道競技大会 演武競技 対武器技法女子 優勝

1986 団体 庭球 0 第40回全日本大学対抗テニス王座決定試合 優勝

1986 団体 ア式蹴球 0 第35回全日本大学サッカー選手権大会 優勝

1986 団体 自動車 0 全日本学生自動車総合杯 女子部 優勝

1986 団体 自動車 0 全日本学生自動車整備技術選手権大会 女子部 優勝
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年度 区分 名 氏名 学部 学 試合・種目

1986 団体 合気道 0 第17回全日本学生合気道競技大会 優勝

1986 奨励 バレーボール 0 昭和61年度秋季関東男子１部六大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦 優勝

1986 奨励 自動車 0 全関東学生自動車整備技術選手権大会 男子の部 優勝

1986 奨励 ヨット 0 第53回関東学生ヨット選手権大会 ４７０級 優勝

1986 奨励 ハンドボール 0 昭和61年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 優勝

1986 奨励 ホッケー 0 昭和61年度関東学生ホッケーリーグ戦 優勝

1986 奨励 軟式庭球 0 昭和61年度関東学生軟式庭球リーグ戦（春・秋） 優勝

1986 奨励 軟式野球 0 第18回全日本大学選抜準硬式野球大会 優勝

1986 個人 庭球 土橋 登志久 教育 2 昭和61年度全日本学生テニス選手権大会 男子単 優勝

1986 個人 庭球 土橋 登志久 2 昭和61年度全日本学生室内テニス選手権大会 男子単･複 優勝 ２年連続

1986 個人 庭球 布施 俊二 教育 2 昭和61年度全日本学生室内テニス選手権大会 男子複 優勝 ２年連続

1986 個人 水泳 奥野 景介 教育 3 昭和61年度日本選手権水泳競技大会 800ｍﾘﾚｰ(第２泳者) 優勝

1986 個人 水泳 奥野 景介 3 第62回全日本学生選手権水泳競技大会 200ｍ･400ｍ自由形 優勝

1986 個人 水泳 奥野 景介 3 同 大会 400ﾒｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ(第１泳者) 優勝

1986 個人 水泳 奥野 景介 3 第10回アジア競技大会競泳競技 800ｍリレー(第１泳者) 優勝

1986 個人 水泳 松田 成利 教育 3 昭和61年度日本選手権水泳競技大会 200ｍ個人メドレー 優勝

1986 個人 水泳 松田 成利 3 同 大会 800ｍリレー(第３泳者) 優勝

1986 個人 水泳 松田 成利 3 第62回日本学生選手権水泳競技大会 200ｍ･400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝

1986 個人 水泳 松田 成利 3 同 大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ(第２泳者) 優勝

1986 個人 水泳 松田 成利 3 第10回アジア競技大会水泳競技 200ｍ･400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝 日本新

1986 個人 水泳 佐藤 浩志 教育 2 昭和61年日本選手権水泳競技大会 100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ.800ｍﾘﾚｰ(4泳) 優勝

1986 個人 水泳 佐藤 浩志 2 第62回日本学生選手権水泳競技大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ(第３泳者) 優勝

1986 個人 水泳 佐藤 浩志 2 第10回アジア競技大会競泳競技 200ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝 日本新

1986 個人 水泳 板橋 剛 教育 2 昭和61年日本選手権水泳競技大会 800ｍリレー(第１泳者) 優勝

1986 個人 水泳 板橋 剛 2 第62回日本学生選手権水泳競技大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ(第１泳者) 優勝

1986 個人 軟式庭球 神崎 公宏 教育 3 第20回総理大臣杯全日本学生選抜軟式庭球インドア選手権大会 優勝

1986 個人 軟式庭球 小野寺 剛 教育 2 第20回総理大臣杯全日本学生選抜軟式庭球インドア選手権大会 優勝

1986 個人 合気道 阿部 直光 法 4 第17回全日本学生合気道競技大会 乱取競技 優勝

1986 個人 合気道 谷村 直城 政経 4 第17回全日本学生合気道競技大会 演武競技 対徒手技法 男子 優勝

1986 個人 合気道 大塚 麻芳 商 3 第17回全日本学生合気道競技大会 演武競技 対徒手技法 男子 優勝

1986 個人 合気道 児玉 由佳 政経 3 第17回全日本学生合気道競技大会 演武競技 対徒手技法 女子 優勝

1986 個人 合気道 本間 慶子 商 2 第17回全日本学生合気道競技大会 演武競技 対徒手技法 女子 優勝

1985 団体 庭球 0 昭和60年度全日本大学対抗テニス王座決定試合 優勝

1985 団体 弓道 0 第36回全日本弓道大会 学生の部 優勝

1985 団体 軟式野球 0 昭和60年東京六大学準硬式野球リーグ戦（春・秋） 優勝

1985 団体 合気道 0 第16回全日本学生合気道競技大会 優勝

1985 奨励 ヨット 0 昭和60年度関東学生秋季ヨット選手権大会 優勝

1985 個人 庭球 土橋 登志久 教育 1 昭和60年度全日本学生テニス選手権大会 男子単 優勝

1985 個人 庭球 土橋 登志久 1 昭和60年度全日本学生室内テニス選手権大会 男子単・複 優勝

1985 個人 庭球 布施 俊二 教育 1 昭和60年度全日本学生室内テニス選手権大会 男子複 優勝

1985 個人 水泳 奥野 景介 教育 2 第61回日本学生選手権水泳競技大会 200ｍ自由形.400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

1985 個人 水泳 奥野 景介 2 同 400ｍ･800ｍﾘﾚｰ.400ｍ自由形 優勝

1985 個人 水泳 奥野 景介 2 昭和60年度日本選手権水泳競技大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝

1985 個人 水泳 松田 成利 教育 2 第61回日本学生選手権水泳競技大会 200ｍ･400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝

1985 個人 水泳 松田 成利 2 同 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ.400ｍﾘﾚｰ.800ｍﾘﾚｰ 優勝

1985 個人 水泳 松田 成利 2 昭和60年度日本室内選手権水泳競技大会 200ｍ個人メドレー 優勝

1985 個人 水泳 佐藤 浩志 教育 1 第61回日本学生選手権水泳競技大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ.400･800ｍﾘﾚｰ優勝

1985 個人 水泳 佐藤 浩志 1 昭和60年度日本選手権水泳競技大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝

1985 個人 水泳 佐藤 浩志 1 昭和60年度日本室内選手権水泳競技大会 100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝

1985 個人 水泳 板橋 剛 教育 1 第61回日本学生選手権水泳競技大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝

1985 個人 水泳 板橋 剛 1 昭和60年度日本選手権水泳競技大会 400ｍメドレーリレー 優勝

1985 個人 水泳 大嶋 裕二 教育 3 第61回日本学生選手権水泳競技大会 400ｍﾘﾚｰ.800ｍﾘﾚｰ 優勝

1985 個人 競走 川越 学 教育 4 第54回日本学生陸上競技対校選手権大会 5000ｍ･10000ｍ 優勝

1985 個人 競走 斎藤 篤史 教育 4 第54回日本学生陸上競技対校選手権大会 十種競技 優勝

1985 個人 軟式庭球 浜田 武徳 教育 4 第40回全日本学生軟式庭球選手権大会 男子複 優勝

1985 個人 軟式庭球 神崎 公宏 教育 2 第40回全日本学生軟式庭球選手権大会 男子複 優勝

1985 個人 合気道 小沢 仁志 商 4 第16回全日本学生合気道競技大会 乱取競技 個人の部 優勝

1984 団体 漕艇 0 第６回全日本軽量級選手権競漕大会 舵手付フォア 優勝

1984 団体 弓道 0 第32回全日本学生弓道王座決定戦 優勝

1984 団体 競走 0 第61回東京箱根間往復大学駅伝競走 総合優勝（２連覇）

1984 団体 山岳 0 ﾍﾟﾙｰ･ｱﾝﾃﾞｽに遠征し､ｺﾊﾟｯﾌﾟ峰とﾄｸﾔﾗﾌ峰の登頂に成功

1984 団体 軟式野球 0 第36回全日本大学準硬式野球大会 優勝

1984 団体 航空 0 第25回全日本学生グライダー競技大会 優勝（２連覇）

1984 団体 合気道 0 第15回全日本学生合気道競技大会 優勝

1984 奨励 弓道 0 第14回全関東学生弓道選手権大会 女子部門 優勝

1984 奨励 自動車 0 全関東学生自動車総合得点順位 女子部門 １位

1984 奨励 軟式庭球 0 昭和59年度東日本大学対抗軟式庭球競技大会 優勝

1984 奨励 軟式庭球 0 昭和59年度関東学生軟式庭球秋季リーグ戦 優勝

1984 個人 庭球 辻 季之 教育 3 第21回全日本学生室内テニス選手権大会 男子シングルス 優勝

1984 個人 水泳 斎藤 政宏 教育 4 第60回日本学生選手権水泳競技大会 400ｍリレー 優勝

1984 個人 水泳 加藤 靖 教育 4 第60回日本学生選手権水泳競技大会 400ｍリレー 優勝

1984 個人 水泳 松田 成利 教育 1 日本室内選手権 200ｍ個人メドレー 優勝

1984 個人 水泳 松田 成利 1 日本選手権水泳競技大会 200ｍ個人メドレー 優勝

1984 個人 水泳 松田 成利 1 第60回日本学生選手権水泳競技大会 100ｍ･200ｍ平泳ぎ.400ｍﾘﾚｰ 優勝

1984 個人 水泳 奥野 景介 教育 1 第60回日本学生選手権水泳競技大会 200ｍ自由形. 400ｍﾘﾚｰ 優勝

1984 個人 競走 遠藤 司 教育 4 第53回日本学生陸上競技対校選手権大会 5000ｍ 優勝

1984 個人 競走 木下 哲彦 教育 3 第53回日本学生陸上競技対校選手権大会 30㎞ 優勝

1984 個人 スキー 秋山 兼範 教育 4 第58回全日本学生スキー選手権大会 男子回転 優勝

1984 個人 自転車 湯川 和 社学 4 第40回全日本大学対抗選手権自転車競技大会 1000ｍ速度競走 優勝

1984 個人 航空 當間 隆一郎 政経 4 第25回全日本学生グライダー競技大会 優勝

1984 個人 合気道 関口 晴功 政経 4 第15回全日本学生合気道競技大会 個人乱取の部 優勝

1983 団体 競走 0 第60回東京箱根間往復大学駅伝競走 往路優勝･復路最高記録･総合優勝

1983 団体 ヨット 0 第50回関東学生ヨット選手権大会 優勝（２連覇）

1983 団体 軟式野球 0 第15回全日本大学選抜準硬式野球大会 優勝

1983 団体 軟式野球 0 昭和58年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 優勝

1983 団体 航空 0 第24回全日本学生グライダー選手権 団体戦 優勝

1983 団体 合気道 0 第５回全日本学生合気道連合大会 団体戦 優勝

1983 個人 水泳 斎藤 政宏 教育 3 第７回関東学生冬季公認記録会 50ｍ自由形 日本新記録樹立

1983 個人 水泳 小野山 大寿 教育 3 第52回日本学生対校陸上競技大会 4×400ｍﾘﾚｰ 優勝 日本新記録樹立

1983 個人 水泳 北川 博勝 教育 3 第52回日本学生対校陸上競技大会 4×400ｍﾘﾚｰ 優勝 日本新記録樹立
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1983 個人 水泳 柴田 実 教育 3 第52回日本学生対校陸上競技大会 4×400ｍﾘﾚｰ 優勝 日本新記録樹立

1983 個人 水泳 鈴木 俊彦 教育 3 第52回日本学生対校陸上競技大会 4×400ｍﾘﾚｰ 優勝 日本新記録樹立

1983 個人 スキー 我満 嘉治 教育 1 第57回全日本学生スキー選手権大会 大回転 優勝

1983 個人 スキー 秋山 兼範 教育 3 全日本ｽｷｰ連盟Ａ級公認 第3回ｱｼｯｸｽｶｯﾌﾟ･ｽﾗﾛｰﾑ大会 回転 優勝

1983 個人 軟式野球 絹村 雅彦 法 3 昭和58年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 首位打者

1983 個人 軟式野球 鈴木 祐二 教育 1 昭和58年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 防御率１位

1983 個人 航空 飯田 和雄 教育 4 第24回全日本学生グライダー選手権 個人総合 優勝

1983 個人 合気道 宿谷 信夫 教育 4 第５回全日本学生合気道連合大会 短刀乱取 個人戦 優勝

1983 個人 合気道 中川 薫 社学 4 第５回全日本学生合気道連合大会 女子 演武の部 優勝

1982 団体 漕艇 0 第9回全日本大学選手権競漕大会ｴｲﾄ 国内最高記録樹立(22年ぶり更新)

1982 団体 合気道 0 第13回全日本学生合気道競技大会 団体戦 優勝

1982 奨励 野球 0 昭和57年度東京六大学野球秋季リーグ戦 優勝

1982 奨励 競走 0 第61回関東学生陸上競技対校選手権大会 トラック部門 優勝

1982 奨励 ヨット 0 第49回関東学生ヨット選手権大会 総合優勝

1982 奨励 ヨット 0 第17回東京六大学ヨット選手権大会 総合優勝

1982 個人 庭球 大西 儀朋 教育 5 昭和57年度全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

1982 個人 庭球 大西 儀朋 5 昭和57年度全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

1982 個人 庭球 大地 重雄 教育 3 昭和57年度全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

1982 個人 庭球 大地 重雄 3 昭和57年度全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

1982 個人 競走 磯 繁雄 教育 4 第51回日本学生対校陸上競技大会 110ｍ障害 優勝

1982 個人 競走 大森 重宜 教育 4 第51回日本学生対校陸上競技大会 400ｍ障害 優勝

1982 個人 競走 篠崎 成志 教育 4 第51回日本学生対校陸上競技大会 円盤投 優勝

1982 個人 スキー 秋山 兼範 教育 2 第56回全日本学生スキー選手権大会 回転・大回転 優勝

1982 個人 バドミントン 蘭 和真 教育 4 第33回全日本学生バドミントン選手権大会 男子シングルス 優勝

1982 個人 航空 飯田 和雄 教育 3 第23回全日本学生グライダー競技選手権大会 個人総合 優勝

1982 個人 合気道 小林 哲也 教育 4 第13回全日本学生合気道競技大会 個人戦 優勝

1981 団体 競走 0 第50回日本学生陸上競技対校選手権大会 トラックの部 優勝

1981 団体 ラグビー蹴球 0 全日本７人制ラグビー選手権大会 優勝

1981 団体 ラグビー蹴球 0 関東大学ラグビー対抗戦 優勝

1981 団体 山岳 0 カラコルム山脈Ｋ２峰を西陵から初登頂に成功

1981 団体 自動車 0 昭和56年度全日本学生自動車運転競技選手権大会 団体の部 優勝

1981 団体 自動車 0 全日本総合杯 優勝

1981 団体 合気道 0 第12回全日本学生合気道競技大会 団体の部 優勝

1981 奨励 ヨット 0 昭和56年度関東学生ヨット秋季選手権大会 ４７０級 優勝

1981 奨励 軟式野球 0 昭和56年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 優勝

1981 個人 庭球 白戸 仁 教育 5 1981年デビスカップ出場

1981 個人 水泳 小林 聡 教育 4 第57回日本学生選手権水泳競技大会 200ｍ個人メドレー 優勝

1981 個人 競走 磯 繁雄 教育 3 第50回日本学生陸上競技対校選手権大会 110ｍ障害 優勝

1981 個人 競走 大森 重宜 教育 3 第50回日本学生陸上競技対校選手権大会 400ｍ障害 優勝

1981 個人 競走 大森 重宜 3 第65回日本陸上競技選手権大会 400ｍ障害 優勝

1981 個人 競走 遠藤 司 教育 1 第50回日本学生陸上競技対校選手権大会 1500ｍ 優勝

1981 個人 スキー 秋山 兼範 教育 1 第60回全日本スキー選手権大会 少年の部 回転 優勝

1981 個人 自動車 花沢 恭子 一文 4 昭和56年度全日本学生自動車運転競技選手権大会 小型乗用車の部 優勝

1981 個人 自動車 花沢 恭子 4 全日本学生自動車整備技術選手権大会 筆記試験シャーシ部門 優勝

1981 個人 ヨット 芝崎 俊行 商 4 ４７０級全日本選抜選手権大会 優勝

1981 個人 ヨット 石渡 一浩 商 4 全日本学生ヨット選手権大会 個人戦 スナイプ級 優勝

1981 個人 ヨット 小池 充郎 法 4 全日本学生ヨット選手権大会 個人戦 スナイプ級 優勝

1981 個人 フェンシング 遠藤 聡一 理工 3 第31回全日本学生フェンシング個人選手権大会 エペ 個人 優勝

1979 団体 ハンドボール 0 高松杯男子第23回全日本学生ハンドボール選手権大会 優勝

1979 団体 軟式野球 0 昭和55年度東京六大学準硬式野球リーグ戦（春・秋） 優勝

1979 奨励 漕艇 0 第30回読売招待レガッタ エイト 優勝

1979 奨励 自動車 0 昭和55年度全関東学生自動車競技 男子 総合優勝

1979 奨励 ヨット 0 昭和55年度関東学生ヨット秋季選手権大会 ４７０級 優勝

1979 個人 庭球 立野 彰一 教育 4 昭和55年度全日本学生庭球選手権大会 シングルス 優勝

1979 個人 庭球 白戸 仁 教育 4 昭和55年度全日本学生庭球選手権大会 ダブルス 優勝

1979 個人 庭球 白戸 仁 4 昭和55年度全日本学生室内庭球選手権大会 ダブルス 優勝

1979 個人 庭球 大西 儀朋 教育 3 昭和55年度全日本学生庭球選手権大会 ダブルス 優勝

1979 個人 漕艇 長山 豊 法 3 第７回全日本大学選手権競漕大会 ダブルスカル 優勝

1979 個人 漕艇 鈴木 秀彦 理工 2 第７回全日本大学選手権競漕大会 ダブルスカル 優勝

1979 個人 弓道 有ヶ谷 将人 社学 4 第11回全日本学生弓道遠的選手権大会 優勝

1979 個人 水泳 豊田 稔 教育 4 第35回国民体育大会夏季大会水泳競技 50ｍ自由形 日本新樹立２回

1979 個人 競走 山崎 博仁 教育 2 第49回日本学生陸上競技対校選手権大会 100ｍ･400ｍﾘﾚｰ(４走) 優勝

1979 個人 競走 山崎 博仁 2 第49回日本学生陸上競技対校選手権大会 200ｍ 優勝 日本新記録

1979 個人 競走 山崎 博仁 2 第56回早慶対校陸上競技大会 800ｍリレー(第１走者) 優勝 日本新

1979 個人 競走 品田 浩 教育 2 第56回早慶対校陸上競技大会 800ｍリレー(第２走者) 優勝 日本新

1979 個人 競走 品田 浩 2 第49回日本学生陸上競技対校選手権大会 400ｍﾘﾚｰ(２走) 優勝 日本新

1979 個人 競走 畑 和人 教育 3 第56回早慶対校陸上競技大会 800ｍリレー(第３走者) 優勝 日本新

1979 個人 競走 畑 和人 3 第49回日本学生陸上競技対校選手権大会 400ｍﾘﾚｰ(３走) 優勝 日本新

1979 個人 競走 坂東 正裕 教育 3 第56回早慶対校陸上競技大会 800ｍリレー(第４走者) 優勝 日本新

1979 個人 競走 瀧川 国博 教育 3 第49回日本学生陸上競技対校選手権大会 400ｍﾘﾚｰ(１走) 優勝 日本新

1979 個人 競走 金井 豊 教育 2 ニュージーランド公式記録会 30,000ｍ 日本新記録樹立

1979 個人 スケート 本間 康彦 教育 3 ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ･ｵｰﾌﾟﾝﾀﾞｯﾁ･ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ選手権 3000ｍﾘﾚｰ(3走) 世界最高樹立

1979 個人 合気道 佐藤 忠之 教育 4 第11回全日本学生合気道競技大会 乱取競技 個人戦 優勝

1979 個人 合気道 吉野 正人 教育 4 第11回全日本学生合気道競技大会 演武競技 優勝

1979 個人 合気道 荒木 誠一 法 4 第11回全日本学生合気道競技大会 演武競技 優勝

1978 団体 合気道 0 第10回全日本学生合気道競技大会 優勝（６連覇）

1978 奨励 野球 0 昭和54年度東京六大学野球春季リーグ戦 優勝

1978 奨励 庭球 0 第33回関東大学庭球リーグ戦 優勝

1978 奨励 自動車 0 昭和54年度全関東学生総合杯 女子の部 優勝

1978 奨励 ヨット 0 第14回東京六大学ヨット選手権大会 総合優勝

1978 奨励 軟式野球 0 昭和54年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 優勝

1978 個人 庭球 立野 彰一 教育 3 第16回全日本学生室内庭球選手権大会 シングルス 優勝

1978 個人 水泳 樺谷 博 教育 4 1979年日本選手権水泳競技大会 100ｍ平泳ぎ 優勝

1978 個人 水泳 樺谷 博 4 第55回日本学生選手権水泳競技大会 100･200ｍ平泳ぎ 優勝(４年連続)

1978 個人 水泳 松本 敬充 教育 4 1979年日本選手権水泳競技大会 100ｍ背泳ぎ 優勝

1978 個人 水泳 荻 敦 教育 3 第55回日本学生選手権水泳競技大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰ(第１泳者) 優勝

1978 個人 水泳 藤岡 繁次郎 社学 2 第55回日本学生選手権水泳競技大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰ(第３泳者) 優勝

1978 個人 水泳 豊田 稔 教育 3 第55回日本学生選手権水泳競技大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰ(第４泳者) 優勝

1978 個人 水泳 乾 敏晃 教育 2 第55回日本学生選手権水泳競技大会 飛板飛込 優勝

1978 個人 競走 瀬古 利彦 教育 4 第83回ボストンマラソン ２位
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1978 個人 競走 瀬古 利彦 4 第14回福岡国際マラソン大会 優勝（２年連続）

1978 個人 競走 瀬古 利彦 4 ワールドゲームス 10000ｍ 優勝

1978 個人 競走 瀬古 利彦 4 アジア陸上東京大会 10000ｍ 優勝

1978 個人 競走 瀬古 利彦 4 第48回日本学生対校選手権大会 10000ｍ 優勝

1978 個人 競走 藤森 良文 教育 4 アジア陸上東京大会 110ｍ障害 優勝

1978 個人 競走 藤森 良文 4 第48回日本学生対校選手権大会 110ｍ障害 優勝（２年連続）

1978 個人 競走 小磯 芳郎 教育 4 第48回日本学生対校選手権大会 400ｍリレー(第２走者) 優勝

1978 個人 競走 曽田 裕童 教育 4 第48回日本学生対校選手権大会 走り幅跳び 優勝

1978 個人 スキー 小田切 世公 教育 3 第10回シュナイダー杯争奪アルペン競技大会 大回転 優勝

1978 個人 スキー 出口 沖彦 教育 3 第53回全日本学生スキー選手権大会 大回転 優勝

1978 個人 スケート 千葉 浩次 教育 4 第52回全日本学生氷上競技選手権大会 500ｍ 優勝

1978 個人 レスリング 太田 章 教育 4 昭和54年度全日本学生レスリング選手権大会 82㎏級 優勝

1978 個人 軟式野球 飯島 成一 教育 3 昭和54年度東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 投手部門 防御率１位

1978 個人 軟式野球 新中 正孝 教育 3 昭和54年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 投手部門 防御率１位

1978 個人 軟式野球 寺杣 浩行 教育 4 昭和54年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 打撃部門 首位打者

1978 個人 合気道 堀江 一朗 商 4 第10回全日本学生合気道競技大会 乱取競技 個人戦 優勝

1977 団体 野球 0 昭和53年度東京六大学野球秋季リーグ戦 優勝

1977 団体 ア式蹴球 0 第２回全日本大学サッカートーナメント 優勝

1977 団体 ア式蹴球 0 第27回全日本大学サッカー選手権大会 優勝

1977 団体 軟式野球 0 昭和53年度東京六大学準硬式野球リーグ戦（春・秋） 優勝（８連覇）

1977 団体 バドミントン 0 第29回全日本学生バドミントン選手権大会 優勝

1977 団体 合気道 0 第９回全日本学生合気道競技大会 団体戦（５連覇）

1977 奨励 自動車 0 昭和53年度全関東学生自動車運転競技選手権大会 総合優勝

1977 個人 水泳 柳館 毅 教育 4 1978年度日本選手権水泳競技大会 200ｍ自由形.200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 日本新

1977 個人 水泳 柳館 毅 4 第54回日本学生選手権大会 200ｍ･400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ(日本新) 4年連続

1977 個人 水泳 柳館 毅 4 第８回アジア競技大会 100ｍ自由形.200ｍ個人メドレー 日本新

1977 個人 水泳 柳館 毅 4 昭和53年度中 日本新記録樹立10回

1977 個人 水泳 原 秀章 教育 4 1978年度日本選手権水泳競技大会 100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝

1977 個人 水泳 原 秀章 4 第54回日本学生選手権水泳競技大会 100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝(４年連続)

1977 個人 水泳 樺谷 博 教育 3 第54回日本学生選手権水泳競技大会 100ｍ･200ｍ平泳ぎ 優勝(3年連続)

1977 個人 水泳 樺谷 博 3 第８回アジア競技大会 100ｍ･200ｍ平泳ぎ 優勝

1977 個人 水泳 松本 敬充 教育 3 第54回日本学生選手権水泳競技大会400ｍﾒﾄﾞﾚｰ(第1泳者)優勝(3年連続)

1977 個人 競走 瀬古 利彦 教育 3 第47回全日本学生陸上競技対校選手権大会 5000ｍ 優勝 (３年連続)

1977 個人 競走 瀬古 利彦 3 ワールドゲムス ケルン国際陸上 5000ｍ 優勝

1977 個人 競走 瀬古 利彦 3 ＤＮ国際陸上 ストックホクム大会 10000ｍ 優勝

1977 個人 競走 瀬古 利彦 3 第13回福岡国際マラソン 優勝

1977 個人 競走 藤森 良文 教育 3 第47回全日本学生陸上競技対校選手権大会 110ｍ障害 優勝

1977 個人 競走 藤森 良文 3 スポニチ国際陸上 110ｍ障害 優勝 日本新記録

1977 個人 競走 藤森 良文 3 第62回日本選手権陸上競技大会 110ｍ障害 優勝

1977 個人 競走 藤森 良文 3 第８回アジア競技大会 110ｍ障害 ２位

1977 個人 競走 小泉 正徳 教育 3 第47回全日本学生陸上競技対校選手権大会 400ｍﾘﾚｰ(第１走者) 優勝

1977 個人 競走 小磯 芳郎 教育 3 第47回全日本学生陸上競技対校選手権大会 400ｍﾘﾚｰ(第２走者) 優勝

1977 個人 競走 山根 恵 教育 4 第47回全日本学生陸上競技対校選手権大会 400ｍﾘﾚｰ(第３走者) 優勝

1977 個人 競走 古賀 礼嗣 教育 4 第47回全日本学生陸上競技対校選手権大会 400ｍﾘﾚｰ(第４走者) 優勝

1977 個人 スキー 小田切 世公 教育 2 第52回全日本学生スキー選手権大会 大回転 優勝

1977 個人 レスリング 太田 章 教育 3 1978年ワールドカップ フリースタイル82㎏級 ３位

1977 個人 レスリング 太田 章 3 第４回全日本大学レスリング選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ82㎏級 優勝

1977 個人 軟式野球 増田 輝治 教育 4 昭和53年度東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 打撃部門 首位打者

1977 個人 軟式野球 飯島 成一 教育 2 昭和53年度東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 投手部門 防御率１位

1977 個人 軟式野球 栗原 明 教育 2 昭和53年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 打撃部門 首位打者

1977 個人 軟式野球 新中 正孝 教育 2 昭和53年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 投手部門 防御率１位

1977 個人 合気道 鈴木 盛喜 理工 4 第９回全日本学生合気道競技大会 乱取の部 個人戦 優勝

1976 団体 軟式野球 0 昭和52年度東京六大学準硬式野球リーグ戦（春・秋） 優勝（６連覇）

1976 団体 ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ 0 ｲﾝﾄﾞ亜大陸横断(自転車･徒歩)･日印親善及び文化領域活動の新分野開拓

1976 団体 合気道 0 第８回全日本学生合気道競技大会・乱取の部・優勝（４年連覇）

1976 奨励 馬術 0 第17回東京六大学自馬競技大会 優勝

1976 個人 水泳 柳館 毅 教育 3 第53回日本学生水泳選手権競技大会 200ｍ･400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝(3連勝)

1976 個人 水泳 原 秀章 教育 3 第53回日本学生水泳選手権競技大会 100ｍ･200ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝 (3連勝)

1976 個人 水泳 樺谷 博 教育 2 第53回日本学生水泳選手権競技大会 100ｍ･200ｍ平泳 優勝 (2連勝)

1976 個人 水泳 松本 敬充 教育 2 第53回日本学生水泳選手権競技大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝 (第1泳者)

1976 個人 スキー 山本 進 教育 4 第51回全日本学生スキー選手権大会 複合 優勝

1976 個人 スキー 小田切 世公 教育 1 第51回全日本学生スキー選手権大会 大回転 優勝

1976 個人 レスリング 太田 章 教育 2 昭和52年度全日本学生レスリング選手権大会 82㎏級 優勝

1976 個人 レスリング 太田 章 2 1977年ジュニア世界選手権 82㎏級 ２位

1976 個人 レスリング 太田 章 2 昭和52年度全日本大学レスリング選手権 82㎏級 優勝

1976 個人 自動車 山内 学 理工 4 昭和52年度全関東学生自動車運転競技選手権大会 ３種戦 優勝

1976 個人 フェンシング 張 守栄 商 4 昭和52年度関東学生フェンシング選手権大会 エペ個人の部 優勝

1976 個人 フェンシング 張 守栄 4 第27回全日本学生フェンシング選手権大会 エペ個人の部 優勝

1976 個人 軟式野球 新中 正孝 教育 1 昭和52年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 投手部門 防御率１位

1976 個人 軟式野球 増田 輝治 教育 3 昭和52年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 打撃部門 首位打者

1976 個人 自転車 内藤 一夫 教育 3 第33回全日本学生対抗選手権大会 ロードレース(130㎞) 優勝

1976 個人 合気道 大原 千代子 教育 4 第８回全日本学生合気道競技大会 女子演武の部 優勝

1976 個人 合気道 羽場 逸夫 教育 4 第８回全日本学生合気道競技大会 乱取の部 個人戦 優勝

1975 団体 卓球 0 第46回全日本大学対抗卓球大会 優勝

1975 団体 軟式野球 0 昭和51年度東京六大学準硬式野球リーグ戦（春・秋） 優勝

1975 団体 合気道 0 第７回全日本学生合気道競技大会 優勝

1975 奨励 競走 0 第９回東京六大学対抗陸上競技大会 優勝

1975 奨励 ア式蹴球 0 昭和51年度関東大学サッカーリーグ戦 優勝

1975 奨励 馬術 0 第15回東京六大学自馬競技大会 優勝

1975 奨励 ヨット 0 第11回東京六大学ヨット選手権大会 優勝

1975 個人 野球 松本 匡史 教育 4 東京六大学野球リーグ 盗塁新記録

1975 個人 庭球 西尾 茂之 教育 4 昭和51年度全日本学生庭球選手権大会 単・複 優勝

1975 個人 庭球 西尾 茂之 4 昭和51年度全日本学生室内庭球選手権大会 複 優勝

1975 個人 庭球 陸浦 隆繁 教育 4 昭和51年度全日本学生庭球選手権大会 複 優勝

1975 個人 庭球 陸浦 隆繁 4 昭和51年度全日本学生室内庭球選手権大会 複 優勝

1975 個人 水泳 柳館 毅 教育 2 第52回日本学生選手権 200ｍ･400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ. 400ｍﾒﾄﾞﾚｰ(4泳) 優勝

1975 個人 水泳 柳館 毅 2 1976年度日本選手権水泳競技大会 200ｍ個人メドレー 優勝

1975 個人 水泳 柳館 毅 2 日本新記録 200ｍ自由形.200ｍ400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ. 400ｍﾒﾄﾞﾚｰ(第4泳)

1975 個人 水泳 原 秀章 教育 2 第52回日本学生選手権 100ｍ･200ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ.400ｍﾒﾄﾞﾚｰ(第3泳者) 優勝

1975 個人 水泳 原 秀章 2 日本新記録 100ｍ･200ｍバタフライ. 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ(第3泳者)
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1975 個人 水泳 樺谷 博 教育 1 第52回日本学生選手権 100ｍ･200ｍ平泳. 400ｍﾒﾄﾞﾚｰ(第2泳者) 優勝

1975 個人 水泳 松本 敬充 教育 1 第52回日本学生選手権水泳競技大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ(第1泳者) 優勝

1975 個人 競走 瀬古 利彦 教育 1 第45回日本学生陸上競技対校選手権大会 5000ｍ 優勝

1975 個人 軟式野球 増田 輝治 教育 2 昭和51年度東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 打撃部門 首位打者

1975 個人 軟式野球 中村 尚登 教育 4 昭和51年度東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 投手部門 防御率１位

1975 個人 軟式野球 坂本 雅彦 教育 2 昭和51年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 打撃部門 首位打者

1975 個人 軟式野球 遠藤 功三 教育 3 昭和51年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 投手部門 防御率１位

1975 個人 合気道 杉崎 一博 理工 4 第７回全日本学生合気道競技大会 個人戦 優勝

1974 団体 漕艇 0 第53回全日本選手権競漕大会 舵付ペア 優勝

1974 団体 卓球 0 第45回全日本大学対抗卓球大会 優勝

1974 団体 軟式野球 0 第27回全日本大学準硬式野球大会 優勝

1974 団体 軟式野球 0 昭和50年度東京六大学準硬式野球リーグ戦（春・秋） 優勝

1974 団体 合気道 0 第６回全日本学生合気道競技大会 優勝

1974 奨励 剣道 0 関東大学剣道優勝大会 優勝

1974 奨励 弓道 0 東京都学生弓道女子リーグ戦 優勝

1974 奨励 ラグビー蹴球 0 関東大学ラグビー対抗戦 優勝

1974 奨励 ア式蹴球 0 関東大学サッカーリーグ戦 優勝

1974 個人 庭球 待鳥 明史 教育 4 昭和50年度全日本学生庭球選手権大会 ダブルス 優勝

1974 個人 庭球 西尾 茂之 教育 3 昭和50年度全日本学生庭球選手権大会 ダブルス 優勝

1974 個人 弓道 大塚 猛 教育 4 ㍼50年度東京都学生弓道ﾘｰｸﾞ戦･東西学生弓道選抜対抗試合(7試合)皆中

1974 個人 水泳 中山 信之 教育 4 第51回日本学生選手権水泳競技大会 100ｍ平泳 優勝

1974 個人 水泳 柳館 毅 教育 1 第51回日本学生選手権水泳競技大会 200ｍ･400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝

1974 個人 水泳 柳館 毅 1 日本新記録樹立 200ｍ･400ｍ自由形. 200ｍ･400ｍ個人メドレー

1974 個人 水泳 原 秀章 教育 1 第51回日本学生選手権水泳競技大会 200ｍバタフライ 優勝

1974 個人 水泳 原 秀章 1 日本新記録樹立 100ｍバタフライ

1974 個人 スキー 加藤 清英 教育 3 第49回日本学生スキー選手権大会 男子回転 優勝

1974 個人 合気道 阿部 真也 政経 4 第６回全日本学生合気道競技大会 演武の部 優勝

1974 個人 合気道 松原 良友 社学 4 第６回全日本学生合気道競技大会 勝抜戦 優勝

1973 団体 野球 0 第23回全国大学野球選手権大会 優勝

1973 団体 弓道 0 第25回全日本弓道大会 近的の部 優勝

1973 団体 ラグビー蹴球 0 第11回全国大学ラグビー選手権大会 優勝

1973 団体 ア式蹴球 0 第23回全国大学サッカー選手権大会 優勝

1973 団体 ハンドボール 0 第17回全日本学生ハンドボール選手権大会 優勝

1973 団体 ホッケー 0 第48回全日本ホッケー選手権大会 準優勝

1973 団体 合気道 0 第５回全日本学生合気道競技大会 優勝

1973 奨励 庭球 0 関東大学庭球春季リーグ戦 優勝

1973 個人 庭球 待鳥 明史 教育 3 全日本学生庭球選手権大会 男子シングルス 優勝

1973 個人 漕艇 鶴原 茂徳 理工 2 全日本競漕選手権大会 舵付ペア 優勝

1973 個人 漕艇 田中 正男 教育 2 全日本競漕選手権大会 舵付ペア 優勝

1973 個人 漕艇 小杉 浩一郎 教育 1 全日本競漕選手権大会 舵付ペア 優勝

1973 個人 競走 石澤 隆夫 教育 4 第43回全日本学生対校陸上競技大会 走幅跳 優勝

1973 個人 射撃 岸高 清 商 3 東西学生ライフル射撃対抗戦（団体） 三姿勢 優勝

1972 団体 庭球 0 昭和48年度第27回全日本大学対抗庭球王座決定試合 優勝

1972 団体 ラグビー蹴球 0 第10回ラグビー全国大学選手権大会 優勝

1972 団体 ア式蹴球 0 第22回全国大学蹴球選手権大会 優勝

1972 団体 卓球 0 第40回全日本学生卓球選手権大会 優勝

1972 団体 卓球 0 東西優勝校対抗戦 優勝

1972 団体 軟式野球 0 昭和48年度東京六大学準硬式野球リーグ戦（春・秋） 優勝

1972 奨励 弓道 0 第３回全関東学生弓道選手権大会 女子団体の部 優勝

1972 奨励 ハンドボール 0 昭和48年秋季関東学生ハンドボールリーグ戦 優勝

1972 奨励 ホッケー 0 関東学生ホッケー春季リーグ戦 優勝

1972 個人 弓道 松下 淳 理工 3 第24回全日本弓道大会 学生の部 近的 優勝

1972 個人 水泳 沢 宗樹 教育 4 日本室内選手権水泳競技大会 400ｍ個人メドレー 優勝

1972 個人 競走 石澤 隆夫 教育 3 アジア親善陸上競技選手権大会 400ｍリレー 優勝 日本新記録

1972 個人 競走 石澤 隆夫 3 太平洋沿岸五ヶ国陸上競技大会 400ｍリレー 優勝

1972 個人 競走 石澤 隆夫 3 アジア陸上競技選手権大会 100ｍ 日本タイ記録

1972 個人 スキー 中野 秀樹 教育 3 第47回全日本学生スキー選手権大会 複合 優勝

1972 個人 スキー 清川 渉 教育 3 第47回全日本学生スキー選手権大会 滑降 優勝

1972 個人 スキー 熊谷 毅志 教育 3 第52回全日本スキー選手権大会 滑降 優勝

1972 個人 卓球 葛西 順一 教育 1 ネパール国際招待卓球大会 シングルス 優勝

1972 個人 フェンシング 宮原 辰朗 商 4 第23回全日本学生フェンシング個人選手権大会 サーブル 優勝

1972 個人 軟式野球 村上 満雄 教育 4 昭和48年度東京六大学準硬式野球大会 春季リーグ戦 首位打者

1972 個人 自転車 太田 武男 教育 4 第14回全日本学生個人選手権自転車競技大会 ｽｸﾗｯﾁﾚｰｽ 優勝

1972 個人 自転車 太田 武男 4 第27回東西対抗自転車競技大会 ｽｸﾗｯﾁﾚｰｽ 優勝

1972 個人 自転車 太田 武男 4 第29回全日本大学対抗選手権自転車競技 ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 優勝

1972 個人 自転車 太田 武男 4 アジア選手権自転車競技大会 4000ｍ速度競走 優勝

1971 団体 ア式蹴球 0 第21回全国大学蹴球選手権大会 優勝

1971 団体 自動車 0 昭和47年度全日本学生自動車整備技術選手権大会 優勝

1971 団体 軟式野球 0 昭和47年度東京六大学準硬式野球リーグ戦（春・秋） 優勝

1971 奨励 ラグビー蹴球 0 昭和47年度関東大学対抗ラグビー試合 全勝優勝

1971 奨励 ア式蹴球 0 昭和47年度関東大学サッカーリーグ戦 優勝

1971 個人 庭球 張 晴玲 一文 5 第９回全日本学生室内庭球選手権大会 単 優勝

1971 個人 庭球 田村 伸也 教育 2 第40回全日本学生室内庭球選手権大会 複 優勝

1971 個人 庭球 待鳥 明史 教育 1 第40回全日本学生室内庭球選手権大会 複 優勝

1971 個人 柔道 宇津木 房夫 教育 4 第24回全日本学生柔道体重別選手権大会 中量級 優勝

1971 個人 競走 和久 博至 一法 4 第52回関東学生陸上競技対校選手権大会 400ｍ 優勝 学生新記録

1971 個人 競走 和久 博至 4 第41回日本学生陸上競技対校選手権大会 400ｍ ２位 学生新記録

1971 個人 競走 石澤 隆夫 教育 2 第56回日本陸上競技選手権大会 100ｍ 優勝

1971 個人 競走 石澤 隆夫 2 第41回日本学生陸上競技対校選手権大会 200ｍ 優勝

1971 個人 レスリング 磯貝 頼秀 教育 4 昭和47年度全日本レスリング選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ100㎏以上級 優勝

1971 個人 レスリング 磯貝 頼秀 4 第20回オリンピックミュンヘン大会日本代表選手

1971 個人 レスリング 磯貝 頼秀 4 秋季国民体育大会 フリースタイル100㎏以上級 優勝

1971 個人 レスリング 伊藤 一雅 教育 4 昭和47年度全日本学生レスリング選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ52㎏級 優勝

1971 個人 軟式野球 長島 稔 教育 2 昭和47年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 投手部門防御率１位

1971 個人 軟式野球 村上 満雄 教育 3 昭和47年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 打撃部門首位打者

1971 個人 軟式野球 金子 堅一 教育 2 昭和47年度東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 打撃部門首位打者

1971 個人 自転車 岡島 伸平 商 4 第27回秋季国民体育大会 スクラッチレース 優勝

1971 個人 自転車 岡島 伸平 4 第13回全日本学生個人選手権自転車競技大会 1000ｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 優勝

1971 個人 自転車 太田 武男 教育 3 第28回全日本大学対抗選手権自転車競技大会 1000ｍ速度競走 優勝

1971 個人 自転車 太田 武男 3 第13回全日本学生個人選手権自転車競技大会 ｽｸﾗｯﾁﾚｰｽ 優勝

31 早稲田大学競技スポーツセンター



体育名誉賞データ

年度 区分 名 氏名 学部 学 試合・種目

1971 個人 ゴルフ 土田 孝夫 教育 2 昭和47年度全日本学生ゴルフ王座決定戦 優勝

1970 団体 ラグビー蹴球 0 第８回ラグビー全国大学選手権大会 優勝

1970 団体 ラグビー蹴球 0 第９回ラグビー全日本選手権大会 優勝

1970 団体 自動車 0 全日本学生自動車運転競技選手権大会 優勝

1970 団体 自動車 0 全日本学生自動車整備技術選手権大会 優勝

1970 団体 自動車 0 全日本学生自動車連盟総合杯獲得

1970 団体 軟式野球 0 昭和46年度東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 優勝

1970 団体 軟式野球 0 沖縄復帰記念全日本大学選抜準硬式野球大会 優勝

1970 団体 合気道 0 第２回全日本学生合気道競技大会 優勝

1970 奨励 ア式蹴球 0 第22回関東大学サッカーリーグ戦 優勝

1970 奨励 空手 0 第７回東日本学生空手道選手権大会 優勝

1970 個人 庭球 張 晴玲 一文 4 第８回全日本学生室内庭球選手権大会 シングルス 優勝

1970 個人 漕艇 小澤 由紀子 教育 4 第14回全日本大学女子選手権競漕大会 シングルスカル 優勝

1970 個人 水泳 澤 正治郎 教育 4 第47回日本学生選手権水泳競技大会 100ｍ自由形 優勝

1970 個人 水泳 澤 正治郎 4 昭和46年度日本選手権水泳競技大会 100ｍ自由形 優勝

1970 個人 水泳 高田 康雄 社学 4 第47回日本学生選手権水泳競技大会 200ｍバタフライ 優勝

1970 個人 水泳 新井 到 教育 3 第47回日本学生選手権水泳競技大会 400ｍ自由形 優勝

1970 個人 水泳 竹本 啓司 教育 2 第47回日本学生選手権水泳競技大会 200ｍ個人メドレー 優勝

1970 個人 競走 浅井 正泰 教育 4 日本学生陸上競技対校選手権大会 棒高跳 優勝

1970 個人 競走 和久 博至 一法 3 シンガポール国際陸上競技大会 4×400 優勝 日本新記録樹立

1970 個人 競走 石澤 隆夫 教育 1 第55回日本陸上競技選手権大会 200ｍ 優勝

1970 個人 スキー 中野 秀樹 教育 1 1972年ユニバーシアード冬季大会 70ｍ級純飛跳優勝･複合２位

1970 個人 スキー 中野 秀樹 1 第45回全日本学生スキー選手権大会 複合 優勝

1970 個人 体操 井上 公延 一商 4 第25回全日本学生体操競技選手権大会 あん馬 優勝

1970 個人 体操 森岡 俊明 教育 4 第25回全日本学生体操競技選手権大会 鉄棒 優勝

1970 個人 レスリング 長谷川 恒夫 教育 4 昭和46年全日本学生レスリング選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ74㎏級 優勝

1970 個人 レスリング 磯貝 頼秀 教育 3 昭和46年全日本学生レスリング選手権大会 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ90㎏超級 優勝

1970 個人 レスリング 松橋 義行 教育 1 第２回ジュニア世界レスリング選手権大会 48㎏級 優勝

1970 個人 軟式野球 新島 雄 教育 2 昭和46年度東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 首位打者

1970 個人 軟式野球 中丸 敬治 教育 2 昭和46年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 首位打者

1970 個人 自転車 岡島 伸平 商 3 第12回全日本学生個人選手権自転車競技大会 ｽｸﾗｯﾁﾚｰｽ 優勝

1970 個人 自転車 太田 武男 教育 2 第40回全日本アマチュア選手権自転車競技大会 ロードレース 優勝

1970 個人 自転車 太田 武男 2 第27回全日本大学対抗自転車競技大会 ロードレース 優勝

1970 個人 自転車 太田 武男 2 1971年世界選手権自転車競技大会 4000ｍ団体追抜 14位 日本新記録

1970 個人 射撃 藤井 優 商 4 全日本大学大口径競技会 フリーライフル 優勝 日本新記録

1970 個人 合気道 加藤 茂樹 法 4 第２回全日本学生合気道競技大会

1969 団体 ラグビー蹴球 0 第７回ラグビー全日本学生選手権大会 優勝

1969 団体 ラグビー蹴球 0 第８回ラグビー全日本選手権大会 優勝

1969 団体 自動車 0 第７回全日本学生自動車整備技術選手権大会 優勝

1969 団体 軟式野球 0 昭和45年東京六大学軟式野球春季リーグ戦 優勝

1969 奨励 バレーボール 0 昭和45年度関東大学バレーボール選手権大会 優勝

1969 奨励 ホッケー 0 関東大学秋季ホッケーリーグ戦 優勝

1969 個人 漕艇 小澤 由紀子 教育 3 第13回全日本大学女子選手権競漕大会 シングルスカル 優勝

1969 個人 漕艇 小澤 由紀子 3 第１回全日本女子選手権競漕大会 シングルスカル 優勝

1969 個人 水泳 有働 徹 教育 4 第46回日本学生選手権水泳競技大会 200ｍ･400ｍ個人メドレー 優勝

1969 個人 水泳 有働 徹 4 昭和45年日本選手権水泳競技大会 400ｍ個人メドレー 優勝

1969 個人 水泳 有働 徹 4 第６回アジア競技大会水泳競技 400ｍ個人メドレー 優勝

1969 個人 水泳 沢 正治郎 教育 3 第46回日本学生選手権水泳競技大会 100ｍ自由形.800ｍﾘﾚｰ(1泳）優勝

1969 個人 水泳 沢 正治郎 3 第６回アジア競技大会水泳競技 100ｍ自由形 優勝

1969 個人 水泳 沢 正治郎 3 第６回アジア競技大会水泳競技 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ(第4泳者) 優勝 日本新

1969 個人 水泳 高田 康雄 社学 3 第46回日本学生選手権水泳競技大会 200ｍバタフライ 優勝

1969 個人 水泳 原田 良行 教育 2 第46回日本学生選手権水泳競技大会 800ｍﾘﾚｰ(第４泳者) 優勝

1969 個人 水泳 新井 到 教育 2 第46回日本学生選手権水泳競技大会 400ｍ自由形.800ｍﾘﾚｰ(3泳) 優勝

1969 個人 水泳 土井川 克己 教育 1 第46回日本学生選手権水泳競技大会 800ｍﾘﾚｰ(第２泳者) 優勝

1969 個人 競走 和久 博至 一法 2 第39回日本学生陸上競技対校選手権大会 400ｍ 優勝

1969 個人 競走 和久 博至 2 第６回アジア競技大会陸上競技 1600ｍリレー(第１走者) 優勝

1969 個人 競走 和久 博至 2 昭和45年度全日本ランキング ２位

1969 個人 卓球 柴田 幸男 教育 4 昭和45年度全日本学生卓球選手権大会 単 優勝

1969 個人 レスリング 磯貝 頼秀 教育 2 第21回全日本学生レスリング選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ ﾍﾋﾞｰ級 優勝

1969 個人 レスリング 磯貝 頼秀 2 第９回全日本学生レスリング選手権大会 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ ﾍﾋﾞｰ級 優勝

1969 個人 レスリング 磯貝 頼秀 2 昭和45年度全日本レスリング選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ ﾍﾋﾞｰ級 優勝

1969 個人 レスリング 長谷川 恒夫 教育 3 第21回全日本学生学生レスリング選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ ｳｪﾙﾀｰ級 優勝

1969 個人 軟式野球 新島 雄 教育 1 昭和45年度秋季東京六大学軟式野球リーグ戦 首位打者

1969 個人 自転車 岡島 伸平 商 2 第26回全日本大学対抗選手権自転車競技大会 スクラッチレース 優勝

1969 個人 自転車 岡島 伸平 2 第５回全日本学生タンデム選手権自転車競技大会 1000ｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 優勝

1969 個人 自転車 岡島 伸平 2 第６回アジア競技大会自転車競技 4000ｍ団体追抜 優勝

1969 個人 自転車 太田 武男 教育 1 第39回全日本アマチュア選手権自転車競技大会 10000ｍﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ 優勝

1969 個人 自転車 太田 武男 1 第５回全日本学生タンデム選手権自転車競技大会 1000ｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 優勝

1969 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 徳橋 政実 教育 4 第16回全日本学生ウエイトリフティング選手権大会 ライト級 優勝

1969 個人 合気道 天倉 国博 商 4 第１回全日本学生合気道競技大会 個人戦 優勝

1968 団体 弓道 0 第17回全日本学生弓道選手権大会 女子の部 優勝

1968 団体 水泳 0 第45回日本学生選手権水泳競技大会 水球の部 優勝

1968 団体 水泳 0 昭和44年度日本選手権水泳競技大会 水球の部 優勝

1968 団体 ヨット 0 全日本学生ヨット選手権大会 デインギー級 優勝

1968 団体 ホッケー 0 第18回全日本学生ホッケー選手権大会 優勝

1968 団体 軟式野球 0 東京六大学軟式野球春季リーグ戦 優勝

1968 奨励 卓球 0 昭和44年度関東学生卓球春季リーグ戦 優勝

1968 個人 庭球 坂井 利郎 教育 4 第６回全日本学生室内庭球選手権大会 単・複 優勝

1968 個人 庭球 坂井 利郎 4 第６回全日本室内庭球選手権大会 複 優勝

1968 個人 漕艇 小澤 由紀子 教育 2 第12回全日本大学女子競漕大会 シングルスカル 優勝

1968 個人 漕艇 小澤 由紀子 2 第15回関東女子学生選手権競漕大会 シングルスカル 優勝

1968 個人 水泳 細川 伸也 社学 4 第45回日本学生選手権水泳競技大会 200ｍ背泳 優勝

1968 個人 水泳 有働 徹 教育 3 第45回日本学生選手権水泳競技大会 200ｍ･400ｍ個人メドレー 優勝

1968 個人 水泳 澤 正治郎 教育 2 昭和44年度日本選手権水泳競技大会 100ｍ自由型 優勝

1968 個人 水泳 澤 正治郎 2 第45回日本学生選手権水泳競技大会 100ｍ自由型 優勝

1968 個人 水泳 高田 康雄 社学 2 第41回早慶対抗水上競技大会 200ｍバタフライ 優勝 日本新記録

1968 個人 水泳 高田 康雄 2 昭和44年度日本選手権水泳競技大会 200ｍバタフライ 優勝

1968 個人 水泳 高田 康雄 2 第45回日本学生選手権水泳競技大会 200ｍバタフライ 優勝

1968 個人 卓球 田阪 登紀夫 社学 4 第30回世界卓球選手権大会 入賞

1968 個人 卓球 田阪 登紀夫 4 昭和44年度東日本学生卓球大会 複 優勝
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1968 個人 レスリング 渡辺 正孝 教育 3 第20回全日本学生レスリング選手権大会 フリースタイル68㎏級 優勝

1968 個人 自転車 岡島 伸平 商 1 第24回国民体育大会自転車競技大会 スクラッチレース 優勝

1968 個人 自転車 岡島 伸平 1 第10回全日本学生個人選手権自転車競技大会 ｽｸﾗｯﾁﾚｰｽ 優勝

1968 個人 自転車 岡島 伸平 1 第４回全日本学生タンデム選手権自転車競技大会1000ｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 優勝

1968 個人 射撃 藤井 優 商 2 昭和44年度秋季関東学生ﾗｲﾌﾙ射撃選手権大会ｽﾓｰﾙﾎﾞｱﾗｲﾌﾙ 優勝 学生新

1967 団体 野球 0 東京六大学秋季リーグ戦 優勝

1967 団体 弓道 0 第16回全日本学生弓道選手権大会 女子の部 優勝

1967 団体 水泳 0 日本選手権水泳競技大会 水球の部 優勝

1967 団体 ラグビー蹴球 0 第５回全国大学選手権大会 優勝

1967 団体 スケート 0 第41回全日本氷上選手権大会 フィギュアの部 優勝

1967 団体 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 0 第20回全日本学生バスケットボール選手権大会 優勝

1967 団体 軟式野球 0 東京六大学軟式野球春季リーグ戦 優勝

1967 団体 ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ 0 北ﾎﾞﾙﾈｵ合宿ﾎﾞﾙﾈｵ最高峰ｷﾅﾊﾞﾙ山登頂に成功､ｸﾛｯｶｰ山脈人跡未踏のｼﾞｬﾝ

1967 団体 ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ 0 ｸﾞﾙでﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ活動の意義を高めた

1967 奨励 柔道 0 第17回東京学生柔道優勝大会 優勝

1967 個人 庭球 坂井 利郎 教育 3 全日本学生室内庭球選手権大会 男子単 優勝

1967 個人 庭球 張 晴玲 一文 1 全日本学生室内庭球選手権大会 女子複 優勝

1967 個人 柔道 中川 良夫 社学 3 第２回世界学生柔道選手権大会 重量級 優勝

1967 個人 弓道 渡瀬 由美子 一文 3 全日本弓道大会 女子の部 優勝

1967 個人 弓道 藤田 将子 教育 3 全日本女子弓道大会 東日本の部 優勝

1967 個人 水泳 中野 悟 教育 4 第44回日本学生選手権水泳競技大会 200ｍ･100ｍ自由形 優勝

1967 個人 水泳 中野 悟 4 1968 オリンピックメキシコ大会出場

1967 個人 水泳 田中 毅司雄 二文 4 1968 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾒｷｼｺ大会 200ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ５位(第１泳者) 日本新記録

1967 個人 水泳 細川 伸也 社学 3 日本選手権水泳競技大会 100ｍ背泳 優勝

1967 個人 水泳 有働 徹 教育 2 日本選手権水泳競技大会 400ｍ個人メドレー 優勝

1967 個人 水泳 高田 康雄 社学 1 日本選手権水泳競技大会 200ｍバタフライ 優勝

1967 個人 水泳 高田 康雄 1 日本新記録樹立全記録更新８回

1967 個人 水泳 高田 康雄 1 1968 オリンピックメキシコ大会出場

1967 個人 スケート 小塚 嗣彦 教育 4 第41回全日本学生氷上競技選手権大会 男子フィギュア 優勝

1967 個人 卓球 田阪 登紀夫 社学 3 第９回アジア卓球 男子ダブルス 優勝

1967 個人 レスリング 渡辺 正孝 教育 2 全日本アマチュアレスリング選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ ﾗｲﾄ級 優勝

1967 個人 ホッケー 和田 明仁 理工 4 1968 オリンピックメキシコ大会出場

1967 個人 ホッケー 大塚 智万 教育 4 1968 オリンピックメキシコ大会出場

1967 個人 バドミントン 武岡 秀之進 二文 2 第４回国際学生バドミントン選手権大会 男子ダブルス 優勝

1966 団体 弓道 0 全日本学生弓道選手権大会（女子） 優勝

1966 団体 ホッケー 0 全日本総合ホッケー選手権大会 優勝

1966 奨励 ア式蹴球 0 関東大学サッカーリーグ戦（１部） 優勝

1966 奨励 卓球 0 関東学生卓球春季リーグ戦（１部） 優勝

1966 奨励 空手 0 関東学生空手道選手権大会 優勝

1966 個人 庭球 坂井 利郎 教育 2 全日本室内庭球選手権大会 単 優勝

1966 個人 漕艇 井上 正彦 一商 3 全日本選手権競漕大会 ダブルスカル 優勝

1966 個人 漕艇 中島 喜克 教育 2 全日本選手権競漕大会 ダブルスカル 優勝

1966 個人 水泳 大池 巌 二商 4 日本学生選手権水泳競技大会 400ｍリレー（第１泳者） 優勝

1966 個人 水泳 田中 毅司雄 二文 3 日本学生選手権水泳競技大会 400ｍリレー（第２泳者） 優勝

1966 個人 水泳 田中 毅司雄 3 日本選手権水泳競技大会 100ｍ背泳 優勝

1966 個人 水泳 田中 毅司雄 3 ユニバーシアード東京大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ(第１泳者) 優勝 日本新

1966 個人 水泳 中野 悟 教育 3 日本学生選手権水泳競技大会 400ｍリレー（第３泳者） 優勝

1966 個人 水泳 岩本 和行 教育 3 日本学生選手権水泳競技大会 400ｍリレー（第４泳者） 優勝

1966 個人 水泳 有働 徹 教育 1 日本学生選手権水泳競技大会 400ｍ個人メドレー 優勝

1966 個人 水泳 有働 徹 1 日本選手権水泳競技大会 400ｍ個人メドレー 優勝

1966 個人 競走 落合 三泰 教育 2 日本陸上競技選手権大会 混成競技 優勝

1966 個人 スキー 松岡 昭義 教育 4 第10回冬季オリンピック大会日本代表選手

1966 個人 スキー 丸山 寿一 教育 4 第10回冬季オリンピック大会日本代表選手

1966 個人 スキー 佐々木 富雄 二商 4 第10回冬季オリンピック大会日本代表選手

1966 個人 スキー 杉本 政徳 二商 4 第10回冬季オリンピック大会日本代表選手

1966 個人 スキー 須藤 正敏 二商 4 第10回冬季オリンピック大会日本代表選手

1966 個人 スケート 小塚 嗣彦 教育 3 全日本フィギュアスケート選手権大会 優勝

1966 個人 スケート 小塚 嗣彦 3 全国フリースケーティング大会 フィギュア 優勝

1966 個人 スケート 小塚 嗣彦 3 第10回冬季オリンピック大会日本代表選手

1966 個人 スケート 小塚 嗣彦 3 世界フィギュアスケート選手権大会日本代表選手

1966 個人 スケート 田村 正人 一政 3 日本学生氷上競技選手権大会 フィギュア 優勝

1966 個人 スケート 田村 正人 3 日本フリースケーティング大会 アイスダンス 優勝

1966 個人 卓球 河原 智 二文 3 全日本学生卓球選手権大会 単 優勝

1966 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 吉田 耕三 一政 4 全日本学生重量挙選手権大会 ミドル級 優勝

1965 団体 野球 0 東京六大学野球秋季リーグ戦 優勝

1965 団体 漕艇 0 全日本選手権競漕大会 エイト 優勝

1965 団体 水泳 0 全日本学生選手権水泳競技大会 競泳・水球 優勝

1965 団体 ラグビー蹴球 0 全国学生選手権 優勝

1965 団体 山岳 0 現役部員のみでｲﾗﾝ最高峰ﾃﾞｨﾏﾊﾞﾝﾄﾞ山に外国人として積雪期初登頂に

1965 団体 山岳 0 成功、処女峰ｺﾛｶﾞｯｷ山に全員登頂の優秀な成績を挙ぐ

1965 団体 スキー 0 全日本学生スキー選手権大会 優勝

1965 団体 スケート 0 全日本学生氷上競技選手権大会 ホッケー・フィギュア 優勝

1965 団体 ア式蹴球 0 関東大学サッカーリーグ戦（１部） 優勝

1965 団体 ア式蹴球 0 全国大学選手権大会 優勝

1965 団体 ア式蹴球 0 天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝

1965 団体 馬術 0 全日本学生馬術王座決定戦 優勝

1965 団体 自動車 0 全日本学生自動車整備技術選手権大会 優勝

1965 団体 ホッケー 0 全日本総合ホッケー選手権大会 優勝

1965 奨励 卓球 0 関東学生卓球春季リーグ戦（１部） 優勝

1965 個人 庭球 鯨井 芳江 二商 4 全日本学生庭球選手権大会 複 優勝

1965 個人 庭球 北村 淳子 二商 4 全日本学生庭球選手権大会 複 優勝

1965 個人 漕艇 宮田 裕 一理 3 日本選手権競漕大会 ダブルスカル 優勝

1965 個人 漕艇 佐野 至亮 一商 2 日本選手権競漕大会 ダブルスカル 優勝

1965 個人 柔道 山下 雅之 二政 4 全日本学生柔道選手権大会 中量級 優勝

1965 個人 弓道 中田 美紗子 一文 4 東日本女子弓道大会 優勝

1965 個人 水泳 山南 宏一 教育 4 日本学生選手権水泳競技大会 100ｍ平泳 優勝

1965 個人 水泳 山南 宏一 4 第５回アジア大会 200ｍ平泳 優勝

1965 個人 水泳 岩崎 邦宏 教育 4 日本学生選手権水泳競技大会 100ｍ･200ｍ自由形 優勝

1965 個人 水泳 岩崎 邦宏 4 第５回アジア大会 100ｍ(日本新)･200ｍ自由型 優勝

1965 個人 競走 飯島 秀雄 教育 4 日本学生陸上競技対校選手権大会 100ｍ 優勝
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1965 個人 競走 坂井 義則 教育 3 第５回アジア大会 1600ｍリレー（第４走者） 優勝 日本新樹立

1965 個人 競走 井上 栄千彦 教育 1 日本学生陸上競技対校選手権大会 800ｍ 優勝

1965 個人 スキー 佐々木 富雄 二商 3 全日本学生スキー選手権大会 回転 優勝

1965 個人 スキー 丸山 寿一 教育 3 全日本学生スキー選手権大会 滑降 優勝

1965 個人 スケート 小塚 嗣彦 教育 2 全日本フィギュアスケート選手権大会 優勝

1965 個人 スケート 小塚 嗣彦 2 全日本フィギュアフリースケーティング大会 優勝

1965 個人 スケート 田村 正人 二政 2 日本学生氷上競技選手権大会 フィギュア 優勝

1965 個人 馬術 久米 浩 二政 4 全日本馬術大会 中障碍 優勝

1965 個人 馬術 久米 浩 4 全日本学生馬術王座決定戦 最優秀選手賞受賞

1965 個人 卓球 鍵本 肇 二文 3 全日本学生卓球選手権大会 単 優勝

1965 個人 ボクシング 高山 将孝 二商 3 全日本アマチュアボクシング選手権大会 ライト級 優勝

1965 個人 ボクシング 高山 将孝 3 昭和41年度全日本アマチュアボクシング ライト級 チャンピオン

1965 個人 空手 小野 泰規 一政 3 全日本学生空手道選手権大会 個人戦 優勝

1965 個人 自動車 井上 卓 二商 4 全日本学生自動車運転競技大会 個人戦 優勝

1965 個人 ヨット 大原 靖弘 二商 4 全日本スナイプ級選手権大会 優勝

1965 個人 軟式野球 並木 伸一郎 社学 1 東京六大学軟式野球秋季リーグ戦 首位打者賞獲得

1965 個人 自転車 中原 曙観 教育 4 全日本自転車競技選手権大会 ロード 優勝

1965 個人 自転車 中原 曙観 4 全日本学生自転車競技選手権大会 1000ｍ速度競技 優勝

1965 個人 航空 島田 勉 一法 4 大島空港の記録会にて高度の日本学生新.高度･滞空国際銀Ｃ二課目獲得

1965 個人 航空 宮坂 充江 一法 3 全日本学生グライダー選手権大会 女子の部 優勝

1964 団体 野球 0 東京六大学野球秋季リーグ戦 優勝

1964 団体 漕艇 0 第43回全日本選手権競漕大会 エイト部門 優勝

1964 団体 剣道 0 第13回全日本学生剣道優勝大会 優勝

1964 団体 弓道 0 第13回全日本学生弓道選手権大会（女子） 優勝

1964 団体 水泳 0 第41回日本学生選手権水泳競技大会 優勝

1964 団体 ラグビー蹴球 0 関東大学ラグビーリーグ戦 優勝

1964 団体 ラグビー蹴球 0 第２回全国学生ラグビー選手権試合 優勝

1964 団体 ラグビー蹴球 0 第３回全日本選手権試合 優勝

1964 団体 ア式蹴球 0 関東大学サッカーリーグ戦 優勝

1964 団体 ア式蹴球 0 第３回東西学生サッカー王座決定戦 優勝

1964 団体 卓球 0 第35回全日本大学対抗卓球選手権大会 優勝

1964 団体 ホッケー 0 第１回全日本学生王座決定戦 優勝

1964 個人 庭球 黒松 秀三郎 二政 4 全日本学生庭球選手権大会 男子複 優勝

1964 個人 庭球 倉片 允 一商 4 全日本学生庭球選手権大会 男子複 優勝

1964 個人 庭球 鯨井 芳江 二商 3 全日本学生庭球選手権大会 女子複 優勝

1964 個人 庭球 北村 淳子 二商 3 全日本学生庭球選手権大会 女子複 優勝

1964 個人 弓道 宮崎 信之 一商 3 全日本学生弓道選手権大会 個人戦 優勝

1964 個人 弓道 中田 美紗子 一文 3 東日本女子弓道大会 個人戦 優勝

1964 個人 水泳 松本 健次郎 教育 4 全日本学生選手権水泳競技大会 200ｍ平泳．400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ(２泳)優勝

1964 個人 水泳 伊藤 圭祐 教育 4 全日本学生選手権水泳競技大会100ｍ背泳優勝.400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ(1泳)優勝

1964 個人 水泳 田代 信一 二商 4 全日本学生選手権水泳競技大会 400ｍリレー 優勝 （第１泳者）

1964 個人 水泳 三杉 庄治 二政 3 全日本学生選手権水泳競技大会 400ｍリレー 優勝 （第２泳者）

1964 個人 水泳 岩崎 邦宏 教育 3 全日本学生選手権水泳競技大会 100ｍ･200ｍ自由形．800ｍﾘﾚｰ(1泳)

1964 個人 水泳 岩崎 邦宏 3 同 大会 400ｍﾘﾚｰ(4泳). 400ｍﾒﾄﾞﾚｰ(4泳)優勝

1964 個人 水泳 山南 宏一 教育 3 全日本学生選手権水泳競技大会 100ｍ平泳 優勝

1964 個人 水泳 藤島 祥三 二政 3 全日本学生選手権水泳競技大会400ｍ･1500ｍ自由形.800ｍﾘﾚｰ(4泳)優勝

1964 個人 水泳 坂手 昭治 二政 3 全日本学生選手権水泳競技大会 飛板飛込 優勝

1964 個人 水泳 大池 巌 二商 2 全日本学生選手権水泳競技大会 400ｍﾘﾚｰ(3泳)・800ｍﾘﾚｰ(2泳) 優勝

1964 個人 水泳 門永 吉典 二文 1 全日本学生選手権水泳競技大会 200ｍﾊﾞﾀﾌﾀｲ.400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ(3泳) 優勝

1964 個人 水泳 中野 悟 教育 1 全日本学生選手権水泳競技大会 800ｍリレー（第３泳者） 優勝

1964 個人 競走 飯島 秀雄 教育 3 早慶陸上競技会 800ｍリレー（第４走者） 日本新記録樹立

1964 個人 競走 飯島 秀雄 3 実業団学生対抗 200ｍ 日本新記録樹立

1964 個人 競走 飯島 秀雄 3 1965年ユニバーシアード大会 100ｍ 優勝

1964 個人 競走 箭内 硯一 二商 4 早慶陸上競技会 800ｍリレー（第１走者） 日本新記録樹立

1964 個人 競走 大工 敏雄 二文 4 早慶陸上競技会 800ｍリレー（第２走者） 日本新記録樹立

1964 個人 競走 坂井 義則 教育 2 早慶陸上競技会 800ｍリレー（第３走者） 日本新記録樹立

1964 個人 スキー 気田 義也 二政 4 全日本学生スキー選手権大会 回転 優勝

1964 個人 スキー 伊藤 吉彦 教育 3 全日本学生スキー選手権大会 複合 優勝

1964 個人 スケート 福原 美和 二文 3 1966年ユニバーシアード冬季大会 フィギュアスケート 優勝

1964 個人 卓球 斎藤 敏男 教育 3 全日本硬式卓球選手権大会 男子複 優勝

1964 個人 卓球 鍵本 肇 二文 2 全日本硬式卓球選手権大会 男子複 優勝

1964 個人 自動車 加藤 吉泰 一理 4 全日本学生自動車運転競技選手権大会 総合 完全優勝

1963 団体 野球 0 東京六大学野球春季リーグ戦 優勝

1963 団体 庭球 0 関東大学女子庭球リーグ戦１部 優勝

1963 団体 漕艇 0 全日本小艇選手権大会 がじなしフォアー 優勝

1963 団体 水泳 0 日本学生選手権水泳競技大会 競泳・水球 優勝

1963 団体 スキー 0 全日本学生スキー選手権大会 優勝

1963 団体 自動車 0 全日本学生自動車運転競技選手権大会 優勝

1963 団体 フェンシング 0 全日本大学対抗選手権大会 エペの部 優勝

1963 団体 軟式庭球 0 全日本大学対抗軟式庭球競技大会 優勝

1963 団体 軟式野球 0 東京六大学軟式野球春季リーグ戦 優勝

1963 団体 軟式野球 0 全日本大学準硬式野球大会 優勝

1963 個人 庭球 渡辺 功 二商 4 全日本学生選手権 単 優勝

1963 個人 庭球 渡辺 功 4 全日本選手権 複 優勝

1963 個人 庭球 渡辺 功 4 全日本室内選手権 単・複 優勝

1963 個人 庭球 鯨井 芳江 二商 2 全日本学生選手権 単・複 優勝

1963 個人 庭球 北村 淳子 二商 2 全日本学生選手権 複 優勝

1963 個人 漕艇 大西 恵弘 一政 4 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 漕艇 松田 征男 一文 4 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 漕艇 村瀬 康 一商 4 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 漕艇 細谷 進 一法 4 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 漕艇 塚本 公樹 一政 4 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 漕艇 芳野 法一 一商 3 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 漕艇 木村 文三 一商 3 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 漕艇 三木 俊介 二商 3 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 漕艇 本間 康二 一政 2 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 剣道 池田 健二 二商 4 全日本学生剣道選手権大会 優勝

1963 個人 水泳 土佐 忠雄 二商 4 日本学生選手権水泳競技大会 高飛込・板飛込 優勝

1963 個人 水泳 土佐 忠雄 4 全日本選手権 板飛込 優勝

1963 個人 水泳 土佐 忠雄 4 オリンピック東京大会日本代表選手
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1963 個人 水泳 竹内 和也 教育 4 日本学生選手権水泳競技大会 400ｍリレー 優勝

1963 個人 水泳 竹内 和也 4 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 水泳 岩本 光司 二政 4 日本学生選手権水泳競技大会 400ｍメドレーリレー 優勝

1963 個人 水泳 松本 健次郎 教育 3 日本学生選手権水泳競技大会 100ｍ･200ｍ平泳 優勝 日本新樹立

1963 個人 水泳 松本 健次郎 3 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 水泳 伊藤 圭祐 教育 3 日本学生選手権水泳競技大会 400ｍメドレーリレー 優勝

1963 個人 水泳 伊藤 圭祐 3 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 水泳 田代 信一 二商 3 日本学生選手権水泳競技大会 400ｍ･800ｍリレー 優勝

1963 個人 水泳 山田 忠信 二商 3 日本学生選手権水泳競技大会 800ｍリレー 優勝

1963 個人 水泳 三杉 庄治 二政 2 日本学生選手権水泳競技大会 800ｍリレー 優勝

1963 個人 水泳 岩崎 邦宏 教育 2 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ東京大会800ｍﾘﾚｰに第２泳者として３位入賞、日本新記録樹立

1963 個人 水泳 藤島 祥三 二政 2 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 水泳 大池 巌 二商 1 日本学生選手権水泳競技大会 800ｍリレー 優勝

1963 個人 競走 秋田 弘吉 教育 3 日本学生陸上競技対校選手権大会 1500ｍ 優勝

1963 個人 競走 大工 敏雄 二文 3 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ東京大会候補選手記録会400ｍリレーにて日本タイ記録を樹立

1963 個人 競走 飯島 秀雄 教育 2 西ベルリン国際陸上競技会にて 100ｍ 日本新記録樹立

1963 個人 競走 飯島 秀雄 2 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 競走 村松 勇 二文 2 日本学生陸上競技対校選手権大会 槍投 優勝

1963 個人 スキー 藤沢 隆 二商 4 全日本学生スキー選手権大会 複合 優勝

1963 個人 スキー 藤沢 隆 4 全日本スキー選手権大会 60ｍ級・90ｍ級純ジャンプ 優勝

1963 個人 スキー 氣田 義也 二政 3 全日本スキー選手権大会 回転 優勝

1963 個人 スキー 松岡 昭義 教育 1 全日本学生スキー選手権大会 30㎞ 優勝

1963 個人 スケート 福原 美和 二文 2 世界フィギュアスケート選手権大会 第６位

1963 個人 ア式蹴球 森 孝慈 一政 2 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 ア式蹴球 釜本 邦茂 二商 2 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 ボクシング 益田 弘二 二商 3 全日本アマチュアボクシング選手権大会 ライトミドル級 優勝

1963 個人 ボクシング 益田 弘二 3 全日本アマチュアボクシング ライトミドル級 チャンピオン

1963 個人 ボクシング 高山 将孝 二商 1 全日本総合選手権大会 フェザー級 優勝

1963 個人 ボクシング 高山 将孝 1 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 ボクシング 白鳥 金丸 二商 4 全日本アマチュアボクシング選手権大会 ライト級 優勝

1963 個人 ボクシング 白鳥 金丸 4 全日本アマチュアボクシング ライト級 チャンピオン

1963 個人 ボクシング 白鳥 金丸 4 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 自動車 田辺 尚良 一理 4 全日本学生自動車運転選手権大会 小型貨物の部 優勝

1963 個人 自動車 渡辺 修身 一商 4 全日本学生自動車運転選手権大会 普通乗用車の部 優勝

1963 個人 ホッケー 橋本 征治 二商 3 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 ホッケー 吉村 実 教育 2 オリンピック東京大会日本代表選手

1963 個人 射撃 梶原 輝旺 教育 4 秋季全関東ライフル選手権大会 ﾌﾘｰ･ｴｱｰ･ﾗｲﾌﾙ 三姿勢総合優勝 日本ﾀｲ

1962 団体 庭球 0 関東学生庭球女子１部リーグ戦 優勝

1962 団体 弓道 0 全日本学生弓道王座決定戦 優勝

1962 団体 水泳 0 全日本学生選手権水泳競技大会 競泳・飛込み 優勝

1962 団体 水泳 0 日本選手権水泳競技大会 水球 優勝

1962 団体 スキー 0 全日本学生スキー選手権大会 優勝

1962 団体 ア式蹴球 0 関東大学サッカー１部リーグ戦 優勝

1962 団体 ア式蹴球 0 東西大学サッカー王座決定戦 優勝

1962 団体 ア式蹴球 0 天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝

1962 団体 軟式庭球 0 全日本大学対抗軟式庭球競技大会 優勝

1962 団体 軟式庭球 0 東西大学軟式庭球王座決定戦 優勝

1962 個人 庭球 黒松 和子 二商 4 全日本学生庭球選手権大会 女子単 優勝

1962 個人 庭球 渡辺 功 二商 3 デビスカップ日本代表選手に選抜

1962 個人 庭球 北村 淳子 二商 1 全日本学生庭球選手権大会 女子複 優勝

1962 個人 庭球 鯨井 芳江 二商 1 全日本学生庭球選手権大会 女子複 優勝

1962 個人 弓道 松村 英樹 一政 4 全日本弓道大会 学生の部 優勝

1962 個人 水泳 岡部 幸明 二政 4 日豪対抗水泳競技大会 800ｍリレー（第３泳者） 優勝 世界新樹立

1962 個人 水泳 土佐 忠雄 二商 3 ソ連国際飛込選手権大会 飛板飛込 優勝

1962 個人 水泳 土佐 忠雄 3 日米対抗水泳競技大阪大会 飛板飛込 優勝

1962 個人 水泳 土佐 忠雄 3 全日本学生水泳競技選手権大会 高飛込・飛板飛込 優勝

1962 個人 水泳 松本 健次郎 教育 2 日米対抗水泳競技東京大会 200ｍ平泳 優勝 日本新記録樹立

1962 個人 競走 下 哲 教育 4 ユニバーシアード大会 三段跳 優勝

1962 個人 競走 下 哲 4 全日本学生陸上競技対校選手権大会 三段跳 優勝

1962 個人 競走 秋田 弘吉 教育 2 東京国際スポーツ大会 1500ｍ 日本新記録樹立

1962 個人 競走 大工 敏雄 二文 2 早慶対抗陸上競技会 800ｍリレー 優勝（第１走者） 日本新樹立

1962 個人 競走 和田 哲 二商 2 早慶対抗陸上競技会 800ｍリレー 優勝（第２走者） 日本新樹立

1962 個人 競走 箭内 硯一 二商 2 早慶対抗陸上競技会 800ｍリレー 優勝（第３走者） 日本新樹立

1962 個人 競走 飯島 秀雄 教育 1 早慶対抗陸上競技会 800ｍリレー 優勝（第４走者） 日本新樹立

1962 個人 スキー 大坊 保雄 教育 4 全日本スキー選手権大会 複合 優勝

1962 個人 スキー 藤沢 隆 二商 3 全日本学生スキー選手権大会 複合 優勝

1962 個人 スキー 中村 行成 教育 2 全日本選抜アルペンスキー競技大会 滑降 優勝

1962 個人 スケート 石幡 忠雄 二政 4 全日本スピードスケート選手権大会 1500ｍ・10000ｍ 日本新樹立

1962 個人 スケート 福原 美和 二文 1 冬季オリンピック大会 女子フィギュアスケート ５位入賞

1962 個人 卓球 新開 卓 教育 4 全日本硬式選手権大会 複 優勝

1962 個人 卓球 小林 健一 二文 3 全日本硬式選手権大会 複 優勝

1962 個人 ボクシング 柄沢 正夫 二商 4 全日本学生アマチュアボクシング選手権大会 フライ級 優勝

1962 個人 ボクシング 柄沢 正夫 4 東京国際スポーツ大会 フライ級 優勝

1962 個人 ボクシング 白鳥 金丸 二商 3 全日本アマチュアボクシング選手権大会 ライト級 優勝

1962 個人 ボクシング 白鳥 金丸 3 東京国際スポーツ大会 ライト級 優勝

1962 個人 ボクシング 白鳥 金丸 3 アジアアマチュアボクシング選手権大会 ライト級 優勝

1962 個人 ボクシング 益田 弘二 二商 2 全日本アマチュアボクシング選手権大会 ライトミドル級 優勝

1962 個人 ボクシング 益田 弘二 2 アジアアマチュアボクシング選手権大会 ライトミドル級 優勝

1962 個人 自転車 山口 博司 二商 4 全日本学生対抗選手権大会 ロードレース 優勝

1962 個人 航空 大沼 明夫 一政 4 日本学生界で初めて銀Ｃ章獲得

1962 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 葉坂 仁司 二商 3 全日本大学対抗ウエイトリフィング選手権大会 ライト級 優勝

1962 個人 射撃 梶原 輝旺 教育 3 早法射撃定期戦 エアライフルの部 総合点日本新記録樹立

1961 団体 庭球 0 関東大学女子庭球春季リーグ戦１部 優勝

1961 団体 漕艇 0 関東女子インターカレッジ 優勝

1961 団体 弓道 0 第10回全日本学生弓道王座決定戦 優勝

1961 団体 水泳 0 第38回全日本学生選手権水上競技大会 競泳の部・水球の部 優勝

1961 団体 スキー 0 第36回全日本学生スキー選手権大会 優勝

1961 団体 スケート 0 第35回全日本学生氷上選手権大会 アイスホッケーの部 優勝

1961 団体 ボクシング 0 第２回全日本大学ボシングトーナメント 優勝

1961 個人 庭球 黒松 和子 二商 3 全日本学生女子庭球選手権大会 単 優勝
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1961 個人 漕艇 棚田 政孝 一商 3 全日本選手権競漕大会 舵手付シェルペアー（舵手） 優勝

1961 個人 漕艇 町田 篤実 一法 2 全日本選手権競漕大会 舵手付シェルペアー（舳手） 優勝

1961 個人 漕艇 松田 征男 一文 2 全日本選手権競漕大会 舵手付シェルペアー（整調） 優勝

1961 個人 漕艇 佐藤 建義 一商 3 全日本選手権競漕大会 ダブルスカル(整調) 優勝

1961 個人 漕艇 村瀬 康 一商 2 全日本選手権競漕大会 ダブルスカル 優勝

1961 個人 水泳 梅本 利三 教育 4 第４回アジア大会 200ｍ自由形 優勝

1961 個人 水泳 中川 清 二政 4 第４回アジア大会 200ｍ平泳 優勝

1961 個人 水泳 中川 清 4 第38回全日本学生選手権水上競技大会 400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 日本新

1961 個人 水泳 井筒 賢造 二商 3 第４回アジア大会 100ｍ・200ｍバタフライ 優勝

1961 個人 水泳 井筒 賢造 3 第37回全日本水上選手権大会 200ｍバタフライ 日本新

1961 個人 水泳 伊藤 圭祐 教育 1 第４回アジア大会 200ｍ背泳 優勝

1961 個人 水泳 伊藤 圭祐 1 第38回全日本学生水上競技大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝 日本新(１泳者)

1961 個人 水泳 松本 健次郎 教育 1 第38回全日本学生水上競技大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝 日本新(２泳者)

1961 個人 水泳 松本 健次郎 1 第38回全日本学生選手権水上競技大会 100ｍ平泳 優勝 日本新

1961 個人 水泳 岩本 光司 二政 2 第38回全日本学生水上競技大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝 日本新(３泳者)

1961 個人 水泳 岡部 幸明 二政 3 第38回全日本学生水上競技大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝 日本新(４泳者)

1961 個人 水泳 土佐 忠雄 二商 2 第38回全日本学生選手権水上競技大会 高飛込・飛板飛込 優勝

1961 個人 スキー 佐野 巽 二商 4 第36回全日本学生スキー選手権大会 リレー 優勝（第１走者）

1961 個人 スキー 成田 忠義 二政 2 第36回全日本学生スキー選手権大会 リレー 優勝（第２走者）

1961 個人 スキー 寺田 武 二商 3 第36回全日本学生スキー選手権大会 リレー 優勝（第４走者）

1961 個人 スキー 佐々木 昌平 二政 4 第36回全日本学生スキー選手権大会 リレー 優勝（第３走者）

1961 個人 スキー 佐々木 昌平 4 第36回全日本学生スキー選手権大会 15㎞ 優勝

1961 個人 スキー 伊藤 敏信 二政 3 第36回全日本学生スキー選手権大会 回転 優勝

1961 個人 スキー 中村 行成 教育 2 第36回全日本学生スキー選手権大会 滑降 優勝

1961 個人 スキー 藤沢 隆 二商 2 第36回全日本学生スキー選手権大会 複合 優勝

1961 個人 卓球 木村 興治 二法 4 全日本硬式卓球選手権大会 混合複 優勝

1961 個人 卓球 木村 興治 4 第４回アジア大会 団体 優勝

1961 個人 ボクシング 柄沢 正夫 二商 3 第32回全日本アマチュアボクシング選手権大会 フライ級 優勝

1961 個人 ボクシング 柄沢 正夫 3 昭和37年度全日本アマチュアボクシング フライ級 チャンピオン

1961 個人 ボクシング 白鳥 金丸 二商 2 第32回全日本アマチュアボクシング選手権大会 ライト級 優勝

1961 個人 ボクシング 白鳥 金丸 2 昭和37年度全日本アマチュアボクシング ライト級 チャンピオン

1961 個人 ボクシング 益田 弘二 二商 1 第32回全日本アマチュアボクシング選手権大会 ライトミドル級 優勝

1961 個人 ボクシング 益田 弘二 1 昭和37年度全日本ｱﾏﾁｭｱﾎﾞｸｼﾝｸﾞ選手権大会 ﾗｲﾄﾐﾄﾞﾙ級 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ

1961 個人 ボクシング 益田 弘二 1 第４回アジア大会 ライトミドル級 優勝

1961 個人 レスリング 秋山 行晴 二商 2 昭和37年度秋季全日本学生ﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権大会 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ ﾗｲﾄ級 優勝

1961 個人 射撃 山崎 勝 一理 4 東西対抗全日本学生ライフル射撃大会 膝射 優勝 日本新記録樹立

1961 個人 射撃 竹内 流三 一商 4 東西大学全日本学生ライフル射撃大会 膝射 日本新記録樹立

1960 団体 庭球 0 関東大学女子庭球リーグ戦（１部） 優勝

1960 団体 弓道 0 第９回全日本学生弓道選手権大会 優勝

1960 団体 水泳 0 第37回日本学生選手権水上競技大会 競泳の部 優勝

1960 団体 スキー 0 第35回全日本学生スキー選手権大会 優勝

1960 団体 自動車 0 第19回全日本学生自動車運転競技大会 優勝

1960 団体 軟式野球 0 第13回全日本学生準硬式野球選手権大会 優勝

1960 団体 軟式野球 0 東京六大学準硬式野球リーグ戦（春・秋） 優勝

1960 個人 庭球 黒松 和子 二商 2 全日本学生庭球選手権大会 単 優勝

1960 個人 庭球 黒松 和子 2 関東学生庭球選手権大会 春（単・複） 秋（単） 優勝

1960 個人 漕艇 丸山 春望 一商 3 全日本競漕選手権大会 舵付ペアの部（整調） 優勝

1960 個人 漕艇 柵田 政高 一商 2 全日本競漕選手権大会 舵付ペアの部（舵手） 優勝

1960 個人 漕艇 町田 篤実 一法 1 全日本競漕選手権大会 舵付ペアの部（舳手） 優勝

1960 個人 弓道 森 昌治 一商 3 第12回全日本弓道大会 学生の部 個人優勝

1960 個人 水泳 吉無田 春男 教育 4 日本選手権水上技大会 200ｍバタフライ 優勝 日本新記録樹立

1960 個人 水泳 吉無田 春男 4 昭和36年度全日本ランキング 200ｍバタフライ １位

1960 個人 水泳 大崎 剛彦 二商 4 日本学生選手権水上競技大会 100ｍ･200ｍ平泳 日本新記録樹立

1960 個人 水泳 中川 清 二政 3 日本学生選手権水上競技大会 100ｍ･200ｍ平泳 世界新記録樹立

1960 個人 水泳 中川 清 3 昭和36年度全日本ランキング 100ｍ･200ｍ平泳 １位

1960 個人 水泳 井筒 賢造 二商 2 日本室内選手権水上競技大会 200ｍバタフライ 優勝

1960 個人 水泳 土佐 忠雄 二商 1 日本学生選手権水上競技大会 飛板飛込 優勝

1960 個人 水泳 土佐 忠雄 1 1961年国際スポーツ大会 飛板飛込 優勝

1960 個人 水泳 土佐 忠雄 1 昭和36年度全日本ランキング 飛板飛込 １位

1960 個人 水泳 竹内 和也 教育 1 日本学生選手権水上競技大会 200ｍﾘﾚｰ(１泳) 優勝・日本新記録樹立

1960 個人 水泳 十河 英記 一政 4 日本学生選手権水上競技大会 200ｍﾘﾚｰ(２泳) 優勝・日本新記録樹立

1960 個人 水泳 竹本 昭和 教育 2 日本学生選手権水上競技大会 200ｍﾘﾚｰ(３泳) 優勝・日本新記録樹立

1960 個人 水泳 福井 清 二政 4 日本学生選手権水上競技大会 200ｍﾘﾚｰ(４泳) 優勝 日本新記録樹立

1960 個人 競走 三木 孝志 二商 4 ユーゴノビザト地方競技会 槍投 日本新記録樹立

1960 個人 競走 三木 孝志 4 昭和36年度日本陸上競技 槍投ランキング １位

1960 個人 競走 下 哲 教育 2 全日本陸上競技選手権大会 三段跳 優勝

1960 個人 競走 里 勝安 教育 1 全日本陸上競技選手権大会 800ｍ 優勝

1960 個人 相撲 新保 茂 二商 2 全国学生相撲選手権大会 個人優勝

1960 個人 相撲 新保 茂 2 第39代学生横綱

1960 個人 スキー 松井 孝 二商 4 第35回全日本学生スキー選手権大会 純飛躍 優勝

1960 個人 スキー 大平 義博 教育 3 第40回全日本スキー選手権大会 アルペン競技会 大回転 優勝

1960 個人 スキー 藤沢 隆 二商 1 第35回全日本学生スキー選手権大会 複合 優勝

1960 個人 スキー 佐野 巽 二商 3 第35回全日本学生スキー選手権大会 リレー（第１走者） 優勝

1960 個人 スキー 成田 忠義 二政 1 第35回全日本学生スキー選手権大会 リレー（第２走者） 優勝

1960 個人 スキー 佐々木 昌平 二政 3 第35回全日本学生スキー選手権大会 リレー（第３走者） 優勝

1960 個人 スキー 寺田 武 二商 2 第35回全日本学生スキー選手権大会 リレー（第４走者） 優勝

1960 個人 スケート 石幡 忠雄 二政 2 全日本スピード選手権大会 1500ｍ 大会新

1960 個人 スケート 石幡 忠雄 2 同 大会 5000ｍ 今季世界最高

1960 個人 スケート 石幡 忠雄 2 同 大会 10000ｍ 日本新記録樹立

1960 個人 スケート 石幡 忠雄 2 同 大会 三種目総合得点 日本新記録樹立

1960 個人 卓球 木村 興治 二法 3 第26回世界卓球選手権大会 複 優勝

1960 個人 卓球 木村 興治 3 全日本学生卓球選手権大会 複 優勝

1960 個人 卓球 木村 興治 3 全日本硬式卓球選手権大会 単 優勝

1960 個人 卓球 上田 浩 教育 3 全日本学生卓球選手権大会 複 優勝

1960 個人 ボクシング 白鳥 金丸 二商 1 昭和36年度全日本ライト級 第１位

1960 個人 ボクシング 白鳥 金丸 1 関東大学リーグ 最優秀選手賞

1960 個人 ボクシング 白鳥 金丸 1 日本ライターズクラブ 新人賞受賞

1960 個人 レスリング 利 光紀 二商 3 第16回国民体育大会 バンタム級 優勝

1960 個人 レスリング 国井 玄雄 二商 3 全日本学生レスリング選手権大会 ミドル級 優勝

1960 個人 軟式野球 松橋 邦芳 一政 4 ４年間を通じ六大学準硬式野球最多本塁打記録樹立
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年度 区分 名 氏名 学部 学 試合・種目

1960 個人 軟式野球 松橋 邦芳 4 昭和36年秋季リーグ戦においてトリップル獲得

1960 個人 軟式野球 近藤 良則 二商 4 ４年間を通じ六大学準硬式野球最多勝記録樹立

1960 個人 軟式野球 近藤 良則 4 昭和36年度春秋リーグ戦・関東大会・全日本大会 勝利投手

1960 個人 軟式野球 糸谷 恒一 教育 3 昭和36年度春リーグ戦において首位打者獲得

1960 個人 航空 小野木 建雄 一政 4 全日本学生グライダー選手権大会 個人優勝

1960 個人 航空 小野木 建雄 4 日本学生航空連盟選抜滞空記録会において長時間記録樹立

1960 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 加藤 清忠 一文 3 全日本学生ウエイトリフティング 個人戦ミドル級 優勝

1960 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 広末 晴彦 一政 3 全日本大学対抗戦 フライ級 優勝 ｽﾅｯﾁ･ｼﾞｬｰｸ日本新記録樹立

1959 団体 野球 0 東京六大学野球秋季リーグ戦 優勝

1959 団体 庭球 0 関東大学女子庭球リーグ（１部）春秋 ２連覇

1959 団体 漕艇 0 関東女子インターカレッジ 優勝

1959 団体 相撲 0 第38回全国学生相撲選手権大会 優勝

1959 団体 ア式蹴球 0 関東大学（１部）リーグ戦 優勝

1959 団体 自動車 0 第17回全日本学生自動車運転競技大会 優勝

1959 団体 軟式野球 0 東京六大学軟式野球秋季リーグ戦 優勝

1959 団体 ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ 0 十勝・日高地方大ワンデルング

1959 個人 庭球 黒松 和子 二商 1 全日本学生選手権大会 複 優勝

1959 個人 庭球 黒松 和子 1 関東学生選手権大会 春秋 単複 優勝

1959 個人 庭球 広瀬 均 二法 4 全日本学生選手権 複 優勝

1959 個人 庭球 広瀬 均 4 関東学生選手権 単複 優勝

1959 個人 水泳 山中 毅 教育 4 昭和35年度日本水泳自由型全種目ランキング１位

1959 個人 水泳 吉無田 春男 教育 3 日本選手権水上競技大会 200ｍバタフライ 優勝 日本タイ記録

1959 個人 水泳 大崎 剛彦 二商 3 日本選手権水上競技大会 200ｍ平泳 優勝 日本新記録樹立

1959 個人 競走 蒲田 勝 教育 2 第39回早大対関学陸上競技大会 800ｍリレー(１走) 日本新記録樹立

1959 個人 競走 飯島 恵喜 教育 4 第39回早大対関学陸上競技大会 800ｍリレー(２走) 日本新記録樹立

1959 個人 競走 荒川 昭侯 教育 2 第39回早大対関学陸上競技大会 800ｍリレー(３走) 日本新記録樹立

1959 個人 競走 梶山 隆士 教育 3 第39回早大対関学陸上競技大会 800ｍリレー(４走) 日本新記録樹立

1959 個人 競走 三木 孝志 二商 3 オリンピック標準記録挑戦会 槍投 日本新記録樹立

1959 個人 相撲 新保 茂 二商 1 第２回全国大学選抜相撲 優勝

1959 個人 相撲 新保 茂 1 第１回東日本学生選抜相撲大会 優勝

1959 個人 スキー 見谷 昌禧 二政 4 第34回全日本学生スキー選手権 滑降・回転 優勝

1959 個人 スキー 松井 孝 二商 3 第39回全日本スキー選手権大会 純飛躍 優勝

1959 個人 スキー 松井 孝 3 ＮＨＫ杯札幌大会 全国最長不倒距離樹立

1959 個人 スキー 伊藤 敏信 二政 1 第２回全日本選抜アルペンスキー競技大会 総合優勝

1959 個人 スケート 石幡 忠雄 二政 1 全信州スピードスケート選手権 3000ｍ 日本新記録樹立

1959 個人 スケート 石幡 忠雄 1 全関東スピードスケート選手権 3000ｍ 日本新記録更新

1959 個人 ボクシング 堤 五郎 二商 3 昭和35年度全日本アマチュアボクシング フライ級 チャンピオン

1959 個人 ボクシング 堤 五郎 3 全関東大学リーグ戦 フライ級 最優秀選手賞受賞

1959 個人 ボクシング 伊東 靖洋 二商 4 昭和35年度全日本アマチュアボクシング フライ級 第１位

1959 個人 ボクシング 伊東 靖洋 4 全関東大学ボクシングリーグ戦 ライト級 最優秀選手賞受賞

1959 個人 レスリング 利 光紀 二商 2 全日本グレコローマンスタイル選手権 バンタム級 優勝

1959 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 加藤 清忠 二文 2 第６回全日本学生重量挙選手権 ライト級 優勝

1958 団体 野球 0 東京六大学野球春季リーグ戦 優勝

1958 団体 自動車 0 第15回全日本学生自動車連盟運転競技大会 優勝

1958 団体 自動車 0 第16回全日本学生自動車連盟運転競技大会 優勝

1958 団体 軟式庭球 0 全日本大学軟式庭球選手権大会 優勝

1958 個人 庭球 福井 昭子 一政 4 全日本学生庭球選手権 単：昭和33.34年度（２連覇）

1958 個人 庭球 福井 昭子 4 同 大会 複：昭和32.33.34年度（３連覇）

1958 個人 水泳 山中 毅 教育 3 日米対抗水上大阪大会 200ｍ･400ｍ自由型．800ｍリレー

1958 個人 水泳 山中 毅 3 第５回日米対抗水上競技会 800ｍ自由型 世界新記録樹立

1958 個人 水泳 山中 毅 3 第５回日米対抗水上競技会 1500ｍ自由型 日本新記録樹立

1958 個人 水泳 梅本 利三 教育 1 第５回日米対抗水上競技会 800ｍﾘﾚｰ 世界新記録樹立

1958 個人 相撲 小谷 修一 二商 4 全国学生選手権 個人優勝 第37代学生横綱

1958 個人 スキー 見谷 昌禧 二政 3 全日本学生スキー選手権 回転競技 優勝

1958 個人 スキー 見谷 昌禧 3 全日本選抜アルペンスキー選手権 総合優勝

1958 個人 スキー 松井 孝 二商 2 全日本学生スキー選手権 純飛躍 優勝

1958 個人 レスリング 田代 隆 一理 4 全日本グレコローマン型レスリング選手権 フライ級 優勝

1958 個人 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 武田 文男 一政 4 第14回国民体育大会 フェザー級ジャーク競技 日本新記録樹立

1957 団体 弓道 0 全日本学生王座決定戦 優勝

1957 団体 競走 0 全日本学生選手権 優勝

1957 団体 ラグビー蹴球 0 全日本制覇

1957 団体 ア式蹴球 0 東西大学王座決定戦 優勝

1957 団体 自動車 0 全日本学生運転競技大会 優勝

1957 個人 弓道 内藤 恭明 一政 4 全日本学生弓道王座決定戦・第４回全日本学生弓道選抜対抗戦

1957 個人 弓道 内藤 恭明 4 各々皆中 技能優秀者第１位

1957 個人 水泳 山中 毅 教育 2 日豪水上大阪大会 200ｍ自由型 世界新記録樹立

1957 個人 水泳 大崎 剛彦 二商 1 日豪水上大阪大会 200ｍ平泳 日本新記録樹立

1957 個人 競走 鈴木 章介 教育 4 アジア大会予選会 十種競技 日本新記録樹立

1957 個人 競走 久保 宜彦 二商 3 日本選手権大会 200ｍ 優勝

1957 個人 競走 久保 宜彦 3 昭和33年度全日本ランキング１位

1957 個人 競走 三木 孝志 二商 1 日本選手権大会 槍投 日本新記録樹立

1956 団体 弓道 0 東西大学王座決定戦 優勝

1956 団体 競走 0 全日本学生選手権大会 優勝

1956 団体 ア式蹴球 0 東西大学王座決定戦 優勝

1956 団体 フェンシング 0 東西大学王座決定戦 優勝

1956 団体 軟式野球 0 全日本大学王座決定戦 優勝

1956 個人 弓道 大野 康夫 一政 4 全日本学生選手権大会 個人優勝・秋季リーグ戦的中率 第１位

1956 個人 水泳 山中 毅 教育 2 全日本水上選手権大会 400ｍ.800ｍ 日本新記録樹立

1956 個人 ボクシング 池山 伊佐己 二商 2 連続10回ＫＯ勝の新記録樹立

1956 個人 レスリング 大倉 茂男 一商 5 全日本選手権大会 ライト級ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ･ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 第１位

1956 個人 レスリング 大平 光洋 一法 4 全日本選手権大会 ライトヘビー級フリースタイル １位

1956 個人 航空 福山 勝郎 一理 4 沼津海岸においてグライダー高度滞空時間日本新記録樹立

1956 個人 航空 石原 敬三 一理 4 沼津海岸においてグライダー最高高度日本学生新記録樹立

1956 個人 航空 野中 稔 二理 3 沼津海岸においてグライダー対空時間日本学生新記録樹立

1955 団体 野球 0 東京六大学春季リーグ戦 優勝

1955 団体 ア式蹴球 0 全日本学生王座決定戦 優勝

1955 団体 自動車 0 全日本学生秋季運転競技大会 優勝

1955 団体 フェンシング 0 全日本学生王座決定戦 フルーレ・サーブル 優勝

1955 団体 軟式野球 0 全日本学生選手権大会 優勝

1954 団体 野球 0 東京六大学秋季リーグ戦 優勝
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1954 団体 水泳 0 全日本学生水上選手権大会 優勝

1954 団体 スキー 0 全日本学生選手権大会 優勝

1954 団体 スケート 0 全日本学生選手権大会（女子フィギュア） 優勝

1954 団体 ア式蹴球 0 全日本学生選手権大会 優勝

1954 団体 自動車 0 全日本学生秋季運転競技大会 優勝

1954 団体 ヨット 0 全日本学生選手権大会 優勝

1954 団体 フェンシング 0 全日本学生王座決定戦 優勝

1954 団体 軟式庭球 0 全日本大学対抗戦 優勝

1953 団体 野球 0 東京六大学秋季リーグ戦 優勝

1953 団体 弓道 0 全日本学生弓道東西対抗王座決定戦 優勝

1953 団体 水泳 0 全日本学生水上選手権大会 優勝

1953 団体 スキー 0 第28回全日本学生スキー選手権 優勝

1953 団体 卓球 0 東西優勝校対校戦 優勝

1952 団体 競走 0 第30回関東学生東京箱根間往復駅伝競走 優勝

1952 団体 ラグビー蹴球 0 東西大学対抗ラグビー試合 優勝

1952 団体 スキー 0 第27回全日本学生スキー選手権大会 優勝

1952 団体 スケート 0 全日本学生選手権 アイスホッケー 優勝

1952 団体 卓球 0 東西優勝校対校戦 優勝

1952 団体 フェンシング 0 全日本選手権（エペ） 優勝

1951 団体 野球 0 秋季リーグ戦 優勝

1951 団体 漕艇 0 全日本選手権 優勝

1951 団体 弓道 0 全日本学生選手権 優勝

1951 団体 水泳 0 全日本学生水上選手権 優勝

1951 団体 ラグビー蹴球 0 東西大学対抗試合 優勝

1951 団体 山岳 0 南米アコンカグア峰征服

1951 団体 バレーボール 0 全日本バレーボール選手権 優勝

1951 団体 フェンシング 0 全日本学生王座決定戦 エペ 優勝

1951 団体 軟式庭球 0 全日本学生軟式庭球選手権大会 優勝

1950 団体 野球 0 春季リーグ戦 優勝

1950 団体 庭球 0 関東リーグ戦 及び 王座決定戦 優勝

1950 団体 水泳 0 全日本学生選手権 優勝

1950 団体 スケート 0 全日本学生選手権 アイスホッケー 優勝

1950 団体 馬術 0 秋季リーグ戦 優勝

1950 団体 卓球 0 関東リーグ戦 及び 王座決定戦 優勝

1950 団体 ボクシング 0 関東リーグ戦 及び 王座決定戦 優勝

1950 団体 体操 0 全日本学生選手権 優勝

1950 団体 自動車 0 関東リーグ戦 優勝

1949 団体 野球 0 試合記録なし

1949 団体 ラグビー蹴球 0 試合記録なし

1949 団体 ア式蹴球 0 試合記録なし

1949 団体 馬術 0 試合記録なし

1949 団体 卓球 0 試合記録なし

1948 団体 野球 0 試合記録なし

1948 団体 山岳 0 試合記録なし

1948 団体 スケート 0 試合記録なし

1948 団体 ア式蹴球 0 試合記録なし

1948 団体 馬術 0 試合記録なし

1948 団体 自動車 0 試合記録なし

1948 団体 軟式庭球 0 試合記録なし

1947 団体 野球 0 試合記録なし

1947 団体 漕艇 0 試合記録なし

1947 団体 ラグビー蹴球 0 試合記録なし

1947 団体 山岳 0 試合記録なし

1947 団体 スキー 0 試合記録なし

1947 団体 スケート 0 試合記録なし

1947 団体 卓球 0 試合記録なし

1947 団体 バレーボール 0 試合記録なし

1947 団体 レスリング 0 試合記録なし

1947 団体 ハンドボール 0 試合記録なし

1947 団体 ホッケー 0 試合記録なし

1947 団体 軟式庭球 0 試合記録なし

1947 団体 軟式野球 0 試合記録なし
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