
■関西大学体育会競技実績一覧表（大会別）

ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト

ISUグランプリシリーズ 個人 ファイナル金メダル（髙橋）
中国杯金メダル（町田）

スケートアメリカ金メダル（町田）
NHK杯金メダル（髙橋）
ロステレコム杯金メダル（町田）

スケートアメリカ金メダル（町田） NHK杯金メダル（宮原）
※高等部在籍時

全日本フィギュアスケート選手権大会 個人 準優勝（髙橋） 準優勝（町田） 優勝（宮原）
※高等部在籍時

優勝（宮原）
※高等部在籍時

国民体育大会 個人 男子優勝（織田）
女子3位（村元小）

女子優勝（上野）
女子3位（細田） 女子準優勝（細田） ―

日本学生氷上競技選手権大会

個人 女子準優勝（村元小） 女子準優勝（細田）
女子3位（上野） 女子3位（上野） 女子3位（細田）

男子団体 全国A10位 全国A3位 全国A3位 全国A準優勝

女子団体 全国A優勝 全国A優勝 全国A準優勝 全国A優勝

西日本フィギュアスケート選手権大会 個人 女子優勝（村元小） 男子優勝（町田） ― ―

近畿フィギュアスケート選手権大会 個人 女子優勝（村元小） 男子優勝（町田） 女子優勝（細田） ―

水
上
競
技

関西学生選手権水泳競技大会
（個人は優勝のみ）

男子個人 ― ― ― 200IM優勝

男子団体 1部5位 1部7位 2部1位 1部7位

女子個人
50Fr優勝、200Fr優勝
400Ｆｒ優勝、100Fly優勝
200IM優勝、400IM優勝

50Fr優勝、100Fr優勝、
200IM優勝

50Fr優勝、100Fr優勝、
200IM優勝、400IM優勝

400Fr優勝、200IM優勝、
400IM優勝

女子団体 1部3位
400FR優勝

1部2位
400FR優勝、400MR優勝

1部3位
400FR優勝、400MR優勝、
800FR優勝

1部5位
400FR2位、800FR2位

日本学生選手権水泳競技大会
（個人3位以上）

女子個人 50Fr3位 100Bk2位
200IM2位 ― 200IM3位

女子団体 大学対抗13位 大学対抗9位 大学対抗13位
400FR8位 大学対抗15位

日本選手権水泳競技大会
（8位以上） 個人 ― 女子50Fr3位、女子50Fly2位

女子400IM6位
女子100Bk3位、女子50Fly5位
女子200IM7位 ―

国民体育大会水泳競技大会
（3位以上） 個人 50Fr優勝 女子50Fr3位、女子200IM3位 女子50MFr2位、女子200IM3位

女子200R3位 女子400MR優勝

Japan Open
（8位以上） 個人 女子50Fｌｙ3位

女子200IM7位

女子50Fr2位、女子100Fr5位
女子50Flｙ2位、女子200IM6位
女子400IM6位、女子100Bk8位

女子200IM4位 女子200IM6位、女子400IM5位

①自由形＝Fr、②背泳ぎ＝Bk、③平泳ぎ＝Br、④バタフライ＝Fly、⑤個人メドレー＝IM、⑥メドレーリレー＝MR、⑦フリーリレー＝FR

空
手
道

関西学生空手道個人選手権大会
（準優勝以上） 個人 男子組手優勝

女子形優勝
男子形準優勝
女子形優勝

男子形準優勝
女子形優勝

不出場
全日本学生空手道選手権大会

（ベスト8以上） 個人
女子形優勝
男子形3位
男子組手ベスト8

女子形優勝
男子形3位

女子形優勝
男子形ベスト8

全関西大学空手道選手権大会
（ベスト8以上） 団体 男子形準優勝

女子組手3位
男子形優勝
男女組手ベスト8

男子組手ベスト4
女子組手ベスト8 男子形2位

全日本大学空手道選手権大会
（団体）

男子（形） ― 3位 ベスト16 出場

女子（形） ― ― ベスト16 出場

男子（組手）― ベスト32 ベスト8 出場

女子（組手）― 出場 ベスト32 ベスト16

重
量
挙

全日本学生選抜ウエイトリフティング
選手権大会（準優勝以上）

男子個人 ― 優勝（＋105kg級） 優勝（56kg級） 準優勝（62kg級）
優勝（69kg級）

女子個人

優勝（53kg級）
準優勝（53kg級）
準優勝（58kg級）
優勝（63kg級）
準優勝（69kg級）

準優勝（69kg級）

優勝（53kg級）
優勝（58kg級）
準優勝（63kg級）
準優勝（75kg級）

優勝（58kg級）
優勝（69kg級）
優勝（75kg級）

全日本学生個人ウエイトリフティング
選手権大会（準優勝以上）

男子個人 優勝（＋105kg級） 優勝（＋105kg級） 準優勝（69kg級） ―

女子個人
準優勝（53kg級）
優勝（69kg級）
準優勝（75kg級）

準優勝（53kg級）、準優勝（58kg級）
優勝（63kg級）、優勝（69kg級）

準優勝（53kg級）
優勝（58kg級）
準優勝（63kg級）
準優勝（69kg級）
優勝（75kg級）

優勝（58kg級）
準優勝（58kg級）
優勝（69kg級）
優勝（75kg級）

全日本女子選抜ウエイトリフティング
選手権大会（準優勝以上）

個人 優勝（75kg級）
準優勝（53kg級）

優勝（53kg級）
準優勝（69kg級）

優勝（48kg級）
優勝（53kg級）
準優勝（63kg級）
優勝（75kg級）

準優勝（53kg級）

団体 準優勝 準優勝 優勝 準優勝

全日本大学対抗ウエイトリフティング
選手権大会（個人は準優勝以上）

男子個人 ― ― 優勝(69kg級） ―

男子団体 2部3位 2部2位 1部8位 1部9位

女子個人 優勝（58kg級）
準優勝（75kg級）

準優勝（53kg級）
優勝（69kg級）
準優勝（69kg級）

準優勝（58kg級）
優勝（63kg級）

準優勝（58kg級）
優勝（69kg級）
準優勝（75kg級）

女子団体 4位 3位 3位 4位

クラブ名 大会名 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

馬
術

全関西学生馬術大会
＊ＬＡ＝Ｌクラス障害飛越競技Ａ
＊ＭＡ＝Ｍクラス障害飛越競技Ａ
　(その他同様）

個人 優勝（ＭＢ）
優勝（ＭＤ）

優勝（馬場）
優勝（複合）
優勝（ＭＢ）

優勝（ＬＡ）
優勝（複合）

優勝（複合）
優勝（ＭＣ）

団体 優勝（総合）
優勝（ＬＡ） 優勝（総合） 優勝（総合）

優勝（ＬＡ） 準優勝（総合）

関西学生賞典総合馬術大会
（準優勝以上）

個人 ―　 ― 優勝・準優勝 優勝

団体 準優勝 優勝 準優勝 準優勝

関西学生賞典馬場馬術大会
（6位以上）

個人 4位 優勝 ― 6位

団体 3位 4位 ― ―

関西学生賞典障害馬術大会
（準優勝以上）

個人 優勝 優勝 優勝・準優勝 優勝

団体 優勝 優勝 優勝 準優勝

全日本学生賞典障害馬術競技大会
全日本学生賞典馬場馬術競技大会
全日本学生賞典総合馬術競技大会

個人
（8位以上） 優勝（障害） 優勝・準優勝・3位・4位（障害） 優勝・5位・6位（障害）

5位（馬場） 優勝（障害）

団体
優勝（障害）
3位（総合）
準優勝（3種総合）

優勝（障害）
4位（総合）
4位（3種総合）

優勝（障害）
6位（総合）
3位（3種総合）

準優勝（障害）
7位（総合）
4位（3種総合）

テ
ニ
ス

関西学生春季テニストーナメント
（準優勝以上）

男子個人 準優勝（単）、優勝（複） ― 優勝（単）、優勝（複） 優勝（単）、準優勝（単）
優勝（複）、準優勝（複）

女子個人 ― ― 優勝（単） 準優勝（複）

関西学生テニス選手権大会
（準優勝以上）

男子個人 ― 優勝（単） 優勝（単）、準優勝（単）
優勝（複）、準優勝（複）

優勝（単）、準優勝（単）
優勝（複）、準優勝（複）

女子個人 準優勝（単）、優勝（複） ― 優勝（単） 準優勝（複）

全日本学生テニス選手権大会
（ベスト16以上）

男子個人 ベスト8(複）、ベスト16(複） ベスト16(複） ベスト8(単）、ベスト8（複）
ベスト16(複）

ベスト8（複）※2ペア
ベスト16(複）※2ペア

女子個人 ベスト16(単） 優勝（単）、ベスト8(複） ― ベスト16(複）

関西大学対抗テニスリーグ戦
男子 1部2位 1部2位 1部優勝 1部優勝

女子 1部3位 1部2位 1部2位 1部3位

全日本大学対抗テニス王座決定試合
男子 3位 4位 3位 3位

女子 ― 4位 4位 ―

全日本学生室内テニス選手権大会
（ベスト4以上） 個人 3位（男子単）、3位（男子複） 3位（男子複） 3位（男子複） 3位（男子単2名）

3位（男子複）

ハ
ン
ド
ボ
ー
ル

関西学生ハンドボール春季リーグ戦

男子

1部2位 1部優勝 1部3位 1部優勝

関西学生ハンドボール秋季リーグ戦 1部5位 1部4位 1部2位 1部優勝

西日本学生ハンドボール選手権大会 ベスト8 ベスト8 ベスト8 準優勝

全日本学生ハンドボール選手権大会 出場 出場 ベスト16 出場

関西学生ハンドボール春季リーグ戦

女子

1部3位 1部5位 1部6位 1部3位

関西学生ハンドボール秋季リーグ戦 1部4位 1部3位 1部4位 1部4位

西日本学生ハンドボール選手権大会 ベスト4 出場 準優勝 ベスト4

全日本学生ハンドボール選手権大会 ベスト16 ベスト16 ベスト8 ベスト8

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

関西学生バスケットボールリーグ戦

男子

1部9位 2部1位 1部9位 2部1位

関西学生バスケットボール選手権大会 ベスト16 5位 7位 8位

西日本学生バスケットボール選手権大会 ベスト32 ベスト32 ベスト16 ベスト16

全日本大学バスケットボール選手権大会 ― ― ― 出場

関西学生バスケットボールリーグ戦

女子

2部2位 2部8位 2部3位 2部4位

関西学生バスケットボール選手権大会 ベスト16 ベスト16 ベスト16 ベスト16

西日本学生バスケットボール選手権大会 1回戦敗退 ベスト32 ベスト16 ベスト8

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

関西大学バレーボール春季リーグ戦

男子

3部4位 3部3位 3部1位 2部4位

関西大学バレーボール秋季リーグ戦 3部2位 3部3位 2部6位 2部1位

西日本バレーボール大学選手権大会 予選G敗退 2回戦敗退 予選G敗退 1回戦敗退

全日本バレーボール大学選手権大会 1回戦敗退 予選G敗退 ― ベスト32(3回戦敗退）

関西大学バレーボール春季リーグ戦

女子

2部4位 2部5位 2部2位 1部6位

関西大学バレーボール秋季リーグ戦 2部3位 2部2位 2部1位 1部4位

西日本バレーボール大学選手権大会 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退

全日本バレーボール大学選手権大会 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト16（4回戦敗退） 1回戦敗退

クラブ名 大会名 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
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ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

関西学生ソフトテニス春季リーグ戦
男子 1部5位 1部5位 2部1位 2部1位

女子 1部優勝 1部6位 1部優勝 1部2位

関西学生ソフトテニス秋季リーグ戦
男子 1部4位 1部6位 2部3位 2部2位

女子 1部5位 1部2位 1部5位 1部2位

関西学生ソフトテニス選手権大会
（優勝のみ記載） 個人 女子優勝（複） 女子優勝（複） ― ―

西日本大学対抗ソフトテニス選手権大会
／西日本学生ソフトテニス選手権大会

（個人はベスト4以上）

男子団体 出場 出場 出場 ベスト16

男子個人 ベスト4（複） 準優勝（単） ― ―

女子団体 優勝 優勝 優勝 優勝

女子個人 準優勝（複） 準優勝（単） ベスト4（複）※2ペア 優勝（単）、優勝（複）

全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会
／全日本学生ソフトテニス選手権大会

（個人はベスト8以上）

男子団体 ベスト16 ベスト16 ベスト16 ベスト32

女子団体 ベスト32 ベスト16 ベスト8 ベスト8

女子個人 ― ― ベスト8（複） ベスト8(単）、ベスト8(複）

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

関西学生ソフトボール春季リーグ戦
男子

2部1位 1部2位 1部5位 1部優勝

関西学生ソフトボール秋季リーグ戦 1部優勝 1部優勝 1部優勝 1部優勝

関西学生ソフトボール春季リーグ戦
女子

2部3位 2部3位 1部2位 2部3位

関西学生ソフトボール秋季リーグ戦 2部5位 2部2位 1部7位 2部3位

西日本大学ソフトボール選手権大会
団体

― ― 男子ベスト4、女子ベスト8 男子優勝

全日本大学ソフトボール選手権大会 男子出場 男子出場 男子ベスト4、女子出場 男子ベスト16

剣
道

関西学生剣道選手権大会 個人 男子3位 男子3位 ― 男子ベスト16

西日本学生剣道選手権大会 団体 ― ― 男女2回戦敗退 男子3回戦敗退

全日本学生剣道選手権大会 個人 男子ベスト16 男子3回戦敗退 ― 男子ベスト64

関西学生剣道優勝大会 団体 男子ベスト4 男子準優勝 男子優勝 男子ベスト4

全日本学生剣道優勝大会 団体 男子ベスト16 男子出場 男子出場 男子出場

柔
道

関西学生柔道優勝大会
（女子は3人制） 団体 男子3位

女子2回戦敗退
男子3位
女子3位

男子7位
女子3位

男子3位
女子準優勝

全日本学生柔道優勝大会
（女子は3人制） 団体 男子1回戦敗退 男子2回戦敗退

女子2回戦敗退
男子1回戦敗退
女子ベスト8

男子1回戦敗退
女子1回戦敗退

関西学生柔道体重別選手権大会
（準優勝以上） 個人 男子準優勝

（81kg級、100kg超級）
男子優勝
（60kg級、81kg級）

男子準優勝
（60kg級、73kg級） ―

全日本学生柔道体重別選手権大会
（ベスト16以上） 個人 ― 男子ベスト16

(60kg級）
男子ベスト8
(100kg級） ―

全日本学生体重別団体優勝大会 団体 男子ベスト16 男子1回戦敗退 男子1回戦敗退 男子ベスト16

少
林
寺
拳
法

少林寺拳法関西学生大会
（優勝のみ）

個人・団体

男子優勝（運用法
／重量級の部・軽量級の部）

男子優勝
（運用法重量級の部） ― 男子優勝（運用法重量級の部）

女子の部優勝

少林寺拳法全日本学生大会
（3位以上） ― 男子優勝

（立会評価法中量級の部） ― 女子（立会評価法中量級の部
優勝／2位）

卓
球

関西学生卓球連盟春季リーグ戦
男子 1部5位 2部2位 1部8位 1部8位

女子 2部2位 1部8位 2部4位 2部5位

関西学生卓球連盟秋季リーグ戦
男子 1部8位 2部1位 2部2位 2部1位

女子 2部1位 2部4位 2部5位 2部5位

関西学生卓球選手権大会
（ベスト8以上） 個人 ― ― ― 男子ベスト8(単2名）

全日本大学総合卓球選手権大会 団体 男女出場 女子出場 女子出場 ―

クラブ名 大会名 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

関西学生バドミントン連盟
春季リーグ戦

男子 2部3位 2部3位 2部4位 2部4位

女子 1部6位 1部6位 1部5位 2部1位

関西学生バドミントン連盟
秋季リーグ戦

男子 2部3位 2部2位 2部6位 2部4位

女子 1部6位 1部6位 1部6位 1部6位

西日本学生バドミントン選手権大会
男子団体 ベスト16 ベスト16 ベスト16 2回戦敗退

女子団体 ベスト8 ベスト8 ベスト16 ベスト8

全日本学生バドミントン選手権大会
男子団体 1回戦敗退 1回戦敗退 ― 1回戦敗退

女子団体 ベスト16 ベスト16 1回戦敗退 1回戦敗退

世界学生バドミントン選手権大会 個人 3位（女子複） ― ― ―

フ
ェ
ン
シ
ン
グ

関西学生フェンシングリーグ戦
男子総合 2部3位 2部1位 2部3位 2部3位

女子総合 1部4位 1部3位 1部6位 2部2位

全日本学生フェンシング選手権大会
（ベスト16以上）

男子団体 ベスト16
(フルーレ・エペ・サーブル） ― ベスト16(フルーレ・サーブル） ―

女子団体 ベスト16
(フルーレ・エペ・サーブル） ― ベスト16(フルーレ・エペ） ―

ホ
ッ
ケ
ー

関西学生ホッケー春季リーグ戦

男子

2部1位 2部1位 1部8位 1部8位

関西学生ホッケー秋季リーグ戦 1部6位 1部7位 1部6位 1部7位

西日本学生ホッケー選手権大会 出場 出場 出場 出場

全日本学生ホッケー選手権大会 出場 ベスト8 出場 出場

関西学生ホッケー春季リーグ戦

女子

1部7位 1部6位 1部8位 1部8位

関西学生ホッケー秋季リーグ戦 1部5位 1部6位 1部7位 1部7位

西日本学生ホッケー選手権大会 出場 出場 出場 出場

全日本学生ホッケー選手権大会 出場 出場 出場 出場

ヨ
ッ
ト
部

関西学生ヨット夏季選手権大会 団体 準優勝 3位 準優勝 3位

関西学生ヨット選手権大会 団体 準優勝 準優勝 準優勝 準優勝

全日本学生女子ヨット選手権大会
個人 準優勝（470級）

3位（スナイプ級） 優勝（470級） 準優勝（スナイプ級） ―

団体総合 準優勝 準優勝 ― ―

全日本学生ヨット選手権大会

470級 5位 13位 15位 16位

スナイプ級 3位 9位 12位 16位

団体総合 4位 8位 11位 15位

レ
ス
リ
ン
グ

西日本学生春季リーグ戦 団体 2部3位 1部4位 1部8位 2部3位

西日本学生秋季リーグ戦 団体 2部1位 1部4位 2部2位 2部2位

全日本学生レスリング選手権
（ベスト8以上） 個人 ベスト8(F74)

ベスト8(F120) 3位（女子55) ― ―

全日本大学グレコローマン
選手権大会（ベスト8以上） 個人 ベスト8(84) 準優勝（66)、5位（74)、

7位（120) ベスト8（66) ベスト8(75)

西日本学生レスリング選手権
（準優勝以上） 個人 優勝(G60)、準優勝（F74) 優勝(G66)、優勝（F74) 優勝(G66) ―

全日本大学レスリング選手権
（ベスト8以上） 個人 ― 3位（F74)、ベスト8(F96) ― ―

G=グレコローマンスタイル、Ｆ＝フリースタイル

クラブ名 大会名 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
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