
平成27年度校友会活動主要成果及び部員状況

校友会名 部員数 活動状況

儀仗隊 55

○入校・卒業式典儀仗及びドリル演奏	
○文化部合同紹介行事でのドリル演奏	
○横須賀米軍基地製鉄所150周年記念行事	
○自衛隊音楽まつり参加	
○駐屯地等記念日行事参加（練馬、北富士、立川、久里浜、下総）

應援團リーダー部 22

○各校友会の大会応援	
○各校友会壮行会	
○文化部合同紹介行事等での演舞披露	
○入隊予定者に対する激励会

柔道部 59

○神奈川学生柔道春季大会	
・団体男子７人制　準優勝	
・団体女子３人制　準優勝	
・個人男子級66ｋｇ級　第３位	141(4)宇根　	
・個人男子級73ｋｇ級　第３位	133(4)中村　	
・個人男子級66ｋｇ級　第３位	112(3)寺田　	
○防衛大臣杯全自柔道大会	
・73ｋｇ　優　勝　112(2)杉山	
・66ｋｇ　第３位　133(4)中村	
・57ｋｇ　第３位　441(3)菅井

剣道部 68

○春季関東理工科系学生剣道選手権大会	
　・団体戦　第３位	
○関東理工系学生新人戦大会	
　・第３位（女子）113(1)金井

空手道部 37

○神奈川県空手道選手権大会	
　・個人組手優勝　122(1)島尻	
○春季関東学生空手道定期リーグ戦	
　・男子団体組手：第３位	
○全国空手道選手権大会	
　・男子団体組手：準優勝	
○神奈川県大学空手道選手権大会	
　・男子団体組手　第３位	
　・男子個人形　　準優勝　322(2)土井	
○全国国公立大学空手道選手権大会	
　・男子団体組手　優勝	
　・女子団体組手　第３位

銃剣道部 50

○全日本銃剣道優勝大会	
・一般第１部	第３位　神奈川県銃剣道連盟チーム(332(4)音琴)	
○全日本学生銃剣道選手権大会	
・第３位（団体男子の部）	
・第２位（団体女子の部）	
・第３位（団体短剣道女子の部）	
・第３位（銃剣道個人の部）332（4）音琴	
・第３位（短剣道個人の部）332（4）音琴	
○神奈川県短剣道選手権大会	
・団体戦　　準優勝　第３位	
・女子団体　優勝	
・短剣道男子個人戦　	
　優　勝　242(3)山本　	
　準優勝　123(2)大竹　	
　第３位　313(3)西本	
　第３位　423(3)青野	
・短剣道女子個人戦	
　準優勝　342(2)進藤	
　第３位　231(3)橋口	
　第３位　122(3)久保

合気道部 57

○全日本合気道演武大会	
○全国学生合気道演武大会	
○自衛隊合気道演武大会	
　・優秀賞

相撲部 21

○全国国公立大学相撲大会	
　・団体戦　準優勝	
　・新人戦　優勝　233(1)ドゥルグーン	
○全国学生相撲選手権大会	
　・Ｃリーグ優勝	
○東日本学生相撲リーグ戦	
　・団体戦　優勝	
　・敢闘賞　413(4)	ガンゾリグ　

居合道部 28

○無双直伝英進流関東大会	
　・初段の部	
　　優勝　	332（2）橋本	
　　準優勝	242（1）志賀	
　　第３位	431（2）伊集院	
　・三段の部	
　　第３位	133（4）阿部	
○自衛隊居合道全国大会	
　・初段の部	
　　準優勝	242（1）志賀　	
　　第３位	223（1）梨本　	
　・二段の部	
　　優勝　	442（2）山本　	
　　準優勝	332（2）橋本　	
　・三段の部	
　　準優勝	213（3）倉本　	
　・四段の部	
　　優勝　	123（3）渡邊　

弓道部 39

○神奈川県学生弓道連盟春季男子リーグ戦	
　・１部リーグ３位	
○関東学生弓道連盟秋季男子リーグ	
　・優秀者　412(4)石井	
　　　　　		421(1)佐藤	
												423(2)佐久間	
　　　　　		132(2)東　	
○自衛隊弓道大会	
　・団体戦	
　　優勝　防大C（溝田・佐久間・三好）	
　　第２位防大A（左合・米田・上久保）	
　　第３位防大B（東・松本・佐藤）	
　・個人戦	
　　初・二段の部	
　　優勝　　132(2)東　		
　　第３位　423(2)佐久間		
　・参・四段の部	
　　第３位		411(2)松本		
　・女子の部	
　　優勝　		342(1)花岡		
　　第３位		341(3)上久保	

少林寺拳法部 60

○自衛隊少林寺拳法大会	
・団体の部：優勝	
　単独初・２段の部：第１位　143(3)渡辺	
　　　　　　　　　　第２位　342(3)藤澤	
　　　　　　　　　　第３位　122(3)武次　	
・組演初・２段の部			
　第１位　421(3)山内　221(3)庄谷　隼介	
・組演３段以上の部	
　第１位　441(3)鳴海　243(3)信太　	
　第２位　321(4)矢花　243(4)立花　	
○少林寺拳法部全日本学生大会	
　団体演武の部　第3位

バスケットボール部	
(男子）

41

○関東バスケットボール選手権大会	
○神奈川学生春季大会	
　・一部リーグ昇格(7戦7勝)	
○関東大学新人戦	
○全自バスケットボール大会

バスケットボール部	
(女子）

6
○神奈川県学生春季大会	
○関東学生バスケットボール大会	
○全自バスケットボール大会

ラグビー部 141
○関東大学ラグビーリーグ　セブンズトーナメント	
　・準優勝	
○関東学生クラブラグビーフットボール選手権大会

サッカー部 63

○全国自衛隊サッカー選手権大会	
○総理大臣杯	
　・神奈川県第４位	
○神奈川県大学サッカー大会春季リーグ	
　・第４位	秋季下位リーグ	
○三浦半島リーグ戦	
　・第３位	
○全国自衛隊サッカー大会(女子)	
　・優勝	
○神奈川大学サッカー大会秋季リーグ	
○関東大学サッカー大会

バレーボール部	
(男子) 36

○全国自衛隊バレーボール大会関東地区予選	
○関東バレーボール春季リーグ	
　・4部昇格	
○神奈川トーナメント

バレーボール部	
(女子)

14
○春季関東バレーボールリーグ戦	
○秋季関東バレーボールリーグ　	
○神奈川トーナメント　　

卓球部 12

○春季関東学生卓球リーグ戦	
　・5部残留	
○全自卓球大会	
　・男子Ｂクラス第３位	132（2）谷津

陸上競技部 103

○第３回近代三種日本選手権イン千葉兼ねて第10回ＪＯＣジュニアオ
リンピックカップ	
　・第１位	121(4)杉山　	
　　第２位	121(4)大川　　	
　　第３位	323(3)佐々木　	
○関東理工系学生対抗陸上競技会	
　・第３位	131(1)坂元　100ｍＨ	
○全自陸上競技会	
　・優勝　400ｍ	343(3)高良	
　　　　　4×100ｍＲ　村岡・廣瀬・鈴木（大）・佐藤	
　・第２位100ｍ	331(4)廣瀬	
　　　　　200ｍ	231(1)佐藤　

硬式庭球部 68

○松原杯シングルス大会	
　・個人賞　331(3)須藤　	
○会長杯	
　・Ａブロック優勝　413(2)櫻井	
　・Ｂブロック優勝　331(4)加来	
　・Ｅブロック優勝　331(3)須藤　	
　・Ｋブロック優勝　442(3)橋本

硬式野球部 67

○神奈川大学春季リーグ戦	
　・第４位	2部残留　	
○秋季神奈川大学野球２部リーグ戦	
　・第５位	
○神奈川大学準硬式野球連盟秋季リーグ	
　・第３位

射撃部 18

○関東学生ライフル射撃選手権秋季大会	
　・3部中第４位	
○全日本学生ライフル射撃選手権大会	
○関東学生AR・SBR大会及び関東学生ライフル射撃新人戦

水泳部(競泳） 27

○東日本理工科系大学選手権水泳競技大会	
　・総合	第３位　　	
　・個人	100m自由形	第４位	221(4)伊藤	
　　	　　200m自由形	第３位	241(4)桐生	
　　			　200m平泳ぎ	第２位	443(2)飯田	
　　	　　800mﾌﾘｰﾘﾚｰ	第２位(桐生	前澤	小枝	伊藤)	
○東部地区国公立大学選手権水泳競技大会	
○関東学生夏季公認記録会

水泳部(水球） 29

○関東学生水球リーグ戦	
　・関東２部リーグ：第４位	
　個人賞	
　退水誘発王ﾗﾝｷﾝｸﾞ　第３位	132(4)安岡　　	
　新人王ﾗﾝｷﾝｸﾞ　　　第２位	242(1)湯川　　	
　　　　　　　　　　第３位	321(1)岡田　　	
○トビオカップ	
　・優勝

ハンドボール部 47

○関東学生ハンドボール春季大会	
○関東学生リーグ	
○全自ハンドボール大会	
　・第３位

アメリカン	
フットボール部 80

○関東学生ハンドボール大会春・秋季リーグ	
○関東リーグ入替戦(2部残留決定)

ソフトテニス部 22

○春季神奈川リーグ戦	
　・1部リーグ準優勝	
○春季関東学生ソフトテニス春季リーグ入替戦	
　・8部リーグ残留	
○関東学生ソフトテニス秋季リーグ	
　・8部リーグ残留

ボクシング部 73

○関東大学トーナメント	
○神奈川県一般ボクシングオープン戦	
○第７１回国体代表選考会	
　・フライ級　優勝　221(2)佐藤	
○国公立ボクシング大会	
　・新人賞　421(2)彌富

レスリング部 31

○東日本学生レスリングリーグ戦	
・第５位	
○全日本学生選手権	
○ソクラテスカップ	
57㎏級　第２位	113(3)石井	
　　　　第３位	443(2)濱　	
61kg級　第１位	211(1)永田	
　　　　第２位	142(3)河野	
65㎏級　第１位	421(3)有馬	
　　　		第３位	341(2)大久保	
　　　　第３位	333(1)松尾	
70㎏級　第１位	341(3)高倉	
　　　		第２位	211(1)山本	
86㎏級　第２位	221(2)龍門	
86㎏超級第２位	422(3)中島

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾎｯｹｰ部	
(男子) 45

○春季関東学生ホッケーリーグ	
　・2部第６位		
○秋季関東学生ホッケーリーグ	
　・2部第７位

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾎｯｹｰ部	
(女子)

18
○春季関東学生ホッケーリーグ	
○秋季関東学生ホッケーリーグ　	
　・2部第５位

準硬式野球部 40
○神奈川大学準硬式野球連盟春季リーグ	
○神奈川大学準硬式野球連盟秋季リーグ	
　・第３位　

体操部 37

○東日本学生体操教競技グループ選手権大会	
○東日本学生体操競技選手権大会	
○東日本理工系大学体操競技選手権大会	
		・団体男子	第３位	
		・個人男子	第２位	241(3)林	
○神奈川県大学体操競技選手権大会	
　・男子総合	第３位　女子総合第3位

フェンシング部 37

○春季関東国公立フェンシング大会	
　・女子：信州大学・新潟大学・防大混合チーム　第3位	
○関東学生フェンシングリーグ戦	
○全国国公立フェンシング大会	
○関東学生フェンシング選手権大会	
○関東国公立フェンシング大会	
○アパッチ杯（新人戦）	
　・準優勝	323(1)有松

ウェイトリフティング部 15 ○全日本大学対抗選手権大会Ⅱ部

バドミントン部 51

○春季関東リーグ男子団体戦	
　・第３位		
○春季関東リーグ女子団体戦	
　・優勝(5部昇格)	
○秋季神奈川リーグ（シングルス）	
　・優勝	443(1)佐々木

短艇委員会 56

○全日本カッター競技会	
　・優勝　	
○東日本カッター競技大会	
　・優勝

ボート部 39

○五大学レガッタ	
　・男子舵付フォア：優勝	
　・新人ナックルフォア：第１位	
　・女子シングルスカル：第２位	433(2)恩田　　	
○お台場レガッタ大会	
○東日本選手権競漕大会

ヨット部(小型） 23

○関東学生ヨット春季選手権大会予選	
○神奈川５大学戦	
○東京国公立大学戦	
○関東学生ヨット選手権大会

ヨット部(クルーザー) 13 ○関東フリートレース

山岳部 10 ○合宿

ワンダー	
フォーゲル部

17 ○合宿

グライダー部 25
○久住山岳滑翔大会	
　・第３位	131(3)羽野　

パラシュート部 19
○全日本選手権アキュレシー大会	
　・優		勝	333(4)木村	
　・準優勝	123(3)中島　

自転車競技部 17

○全日本学生選手権チーム・ロード・タイムトライアル大会２０１５	
○伊豆大島トライアスロン大会	
○全日本学生選手権個人ロードTT自転車競技大会2015	
○2015	JCRCロードシリーズ第４戦	in	日本CSC	
　・	第４位	131(1)谷田部　		
○NISSAN	CUP　神奈川トライアスロン大会	
○クロスカントリーエリミネーター	in	前橋	
○全日本学生RCS１２戦・埼玉クリテリウム行田第3ラウンド	
　・2クラス昇格	111(1)松永

吹奏楽部 47

○入校式典演奏支援	
○月例パレード訓練演奏支援	
○横須賀YYフェスタ	
○田浦コンサート	
○横田基地友好祭	
○横須賀米軍基地製鉄所150周年記念行事	
○第51回定期演奏会	
○開校記念祭における演奏



平成27年度校友会活動主要成果及び部員状況

校友会名 部員数 活動状況

校友会代議員会 58
○定例・臨時代議員会の実施	
○校友会事業計画・運営・予算等の議決	
○校友会積立基金の使用に関する審議方針決定

校友会学生員会 19

○校友会(運動部)合同紹介行事の企画・運営	
○文化部合同紹介行事の企画・運営	
○古典芸能鑑賞会の企画・運営	
○校友会積立基金使用申請方針の決定	
○各校友会の物品購入希望調査	
○各校友会が所有する物品の現況調査

新聞委員会 0 ○活動なし

雑誌委員会 5 ○雑誌小原台作成

放送委員会 19
○各種学校行事等の放送支援（入校式典、カッター競技会、校
友会各種行事、月例パレード訓練、記念会食、卒業式典等）

アカシア会 34
○文化部合同紹介行事での発表	
○サマーダンスパーティー、クリスマスダンスパーティー

自動車同好会 20

○ＴＲＤラリーチャレンジ第１戦信州中川	
○全関東学生ダートトライアル選手権	
○ＴＲＤラリーチャレンジ2015高岡	
○関東学生軽自動車６時間耐久レース	
○ＴＲＤラリーチャレンジ2015新城	
○ＪＭＲＣ関東長野県ラリーシリーズＦＲＣラリーマウンテン
クロス2015

模型制作同好会 14 ○開校記念祭での作品展示

写真映画研究部 17
○各種学校行事等撮影支援（入校卒業式典、校友会各種行事、
カッター競技会、月例パレード訓練、記念会食等）	
○文化部合同紹介行事、開校記念祭での作品展示

コンピュータ研究同好会 11
○文化部合同紹介行事での発表	
○運動部紹介PV作成

美術同好会 8 ○文化部合同紹介行事、開校記念祭での作品展示

弁論部 10
○文化部合同紹介行事	
○土光杯全日本青年弁論大会

国際関係論研究部 22
○文化部合同紹介行事での研究発表	
○開校記念祭での京都大学とのディベート

軍事史研究部 10 ○開校記念祭での研究発表

防衛学研究同好会 2 ○開校記念祭での研究発表

茶道部 34
○文化部合同紹介行事、開校記念祭茶会	
○ICC・卒業茶会実施

英会話部 9 ○文化部合同紹介行事での発表

棋道部 39
○文化部合同紹介行事、開校記念祭での発表	
○防衛大学校棋道部ＯＢ戦

音楽部 29 ○文化部合同紹介行事、開校記念祭での合唱

軽音楽部 43
○文化部合同紹介行事、開校記念祭でのバンド演奏	
○HOTLINE（アマチュアバンドコンテスト）

古典ギター部 11 ○文化部合同紹介行事、開校記念祭での楽曲発表

文芸同好会 11 ○文化部合同紹介行事、開校記念祭での作品発表

詩吟同好会 1 ○開校記念祭での詩吟発表

書道同好会 6 ○開校記念祭での作品展示

生花同好会 0 ○活動なし

心理研究同好会 9 ○メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種受検

紅太鼓同好会 12 ○文化部合同紹介行事、開校記念祭での楽曲演奏

ダイビング同好会 70
○スクーバライセンス取得　　	
○文化部合同紹介行事での活動発表	
○スポーツダイビング室内選手権

タイ文化研究同好会 25
○文化部合同紹介行事での発表	
○開校記念祭でのタイ文化展示及び模擬店出店

韓国文化研究同好会 9
○文化部合同発表会での発表	
○開校記念祭での韓国文化展示及び模擬店出店

インドネシア文化研究同好会 22
○文化部合同発表会での発表	
○開校記念祭でのインドネシア文化展示及び模擬店出店

ベトナム文化研究同好会 32
○文化部合同紹介行事での発表	
○開校記念祭でのベトナム文化展示及び模擬店出店

モンゴル文化研究同好会 5
○文化部合同紹介行事での発表	
○開校記念祭でのモンゴル文化展示及び模擬店出店

カンボジア文化研究同好会 13
○文化部合同紹介行事での発表	
○開校記念祭でのカンボジア文化展示

東ティモール文化研究同好会 4
○文化部合同紹介行事での発表	
○開校記念祭での東ティモール文化展示


