
年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

1935年度 
（昭和10）

5位　0勝4敗

10月19日 ●　0ー24 立教大学 芝公園
10月29日 ●　0ー32 明治大学 芝公園
11月09日 ●　0ー12 法政大学 芝公園
11月17日 ●　0ー31 早稲田大学 芝公園

（昭和11年卒）Ｍ細谷 広介、中上 公平

1936年度 
（昭和11）

同率4位　１勝3敗

10月24日 ●　0ー20 明治大学 芝公園
10月31日 ●　0ー9 立教大学 芝公園
11月09日 ○　13ー7 法政大学 芝公園
11月14日 ●　7ー60 早稲田大学 芝公園

（昭和12年卒）木村 鐘次

1937年度 
（昭和12）

同率3位　1勝2敗1分

10月02日 ●　0ー20 明治大学 多摩川オリンピア球場
10月16日 ○　14ー0 法政大学 多摩川オリンピア球場
11月05日 △　0ー0 立教大学 後楽園球場
11月20日 ●　0ー43 早稲田大学 後楽園球場

（昭和13年卒） Ｃ片岡 恒一、Ｍ保木 利世、稲葉 英人、今村 得之、上村 正次、桂 佑寧、加藤 真男、 
斉藤 俊郎、松井 利男

1938年度 
（昭和13）

3位　2勝2敗

10月18日 ●　0－27 明治大学 明治神宮競技場
11月16日 ○　33－13 法政大学 明治神宮競技場
11月27日 ●　7ー33 早稲田大学 後楽園球場
12月06日 ○　32－0 立教大学 慶應義塾大学日吉G

（昭和14年卒）Ｃ柳田 莫、光吉 延雄、白井 武彦、浜田 正人

1939年度 
（昭和14）

3位　2勝1敗1分

10月03日 ○　13ー6 法政大学 後楽園球場
10月19日 ○　15ー7 立教大学 後楽園球場
10月28日 ●　0ー26 明治大学 後楽園球場
11月10日 △　0ー0 早稲田大学 後楽園球場

（昭和15年卒）Ｃ桑原 梓、Ｍ田村 新、浄土 興吉、竹村 殖利、藤堂 太郎、福田 粲、平川 演一

年度別秋季公式戦戦績・卒業部員名簿

「年度別部員名簿について
① Ｃは主将、Ｍは主務。その他は50音順とした。
② 実際の卒業年度と帰属年度が違う場合は、原則として帰属年度とした。
③ 推薦会員も含んでいる。
④ 太平洋戦争前後については若干の齟齬があり得る。」



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

1940年度 
（昭和15）

1位　5勝0敗

10月10日 ○　26ー6 立教大学 後楽園球場
10月27日 ○　6ー0 明治大学 後楽園球場
11月10日 ○　44ー0 日本大学 慶應義塾大学日吉G
11月23日 ○　13ー6 早稲田大学 後楽園球場
12月08日 ○　31ー7 法政大学 後楽園球場

（昭和16年4月卒） Ｃ山片 厚、Ｍ今村 清、緒方 晃、岡野 喜一郎、佐藤 洋一、鶴巻 幸次郎、遠見 弘、 
渡辺 幸夫

1941年度 
（昭和16）

2位　3勝2敗

○　7－0 立教大学
●　0－24 明治大学
○　26－6 法政大学
●　12－21 日本大学
○　7－0 早稲田大学

（昭和16年12月卒）Ｃ田澤 康正、津上 明、富田 善臣、吉田 辰雄

1942年度 
（昭和17）

昭和17年春季リーグ戦 
同率2位　4勝1敗

●　0－25 明治大学
○　22－0 法政大学
○　6－0 日本大学
○ 早稲田大学
○ 立教大学

（昭和17年8月卒）  
中野 庸吉

1943年度 
（昭和18）

昭和17年秋季リーグ戦 
2位　4勝1敗

10月06日 ○　6－0 法政大学
10月19日 ○　12－0 早稲田大学
11月14日 ○　18－0 立教大学
11月25日 ○　14－0 日本大学
11月27日 ●　0－6 明治大学

（昭和18年3月卒） Ｃ吉田 明男、Ｍ井上 鍈、高橋 四郎、谷藤 雄三、永松 英一、平田 信夫、三好 亮、 
大之木 幸男

1944年度

（昭和19年9月卒）岡田 保彦、折笠 信五郎、佐藤 匡哉、高村 良典、徳永 ジョージ、村井 章

1945年度

（昭和21年卒）石井 信、福山 藤夫、宮越修次、大迫 竣、住吉 賢一、片桐 義一、菅野 正二郎



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

1946年度 
（昭和21）

1位　5勝0敗 
（オープン戦）

10月05日 ○　62－0 日本大学 戸塚G
10月08日 ○　35－0 法政大学 後楽園球場

○　24－0 早稲田大学 後楽園球場
○　18－6 明治大学 後楽園球場
○　42－0 立教大学 後楽園球場

甲子園ボウル優勝 日本一 ○　45－0 同志社大学 甲子園球場

（昭和22年卒）Ｃ菱田 茂、玉野 一悌、原田 力、藤木 治

1947年度 
（昭和22）

2位　3勝1敗1分

10月19日 ○　19－0 法政大学 早稲田大学東伏見G
11月01日 ○　20－12 日本大学 日本大学下高井戸G
11月08日 ○　20－0 立教大学 日本大学下高井戸G
12月20日 △　6－6 明治大学 神宮競技場
12月25日 ●　12－13 早稲田大学 神宮競技場

（昭和23年卒） 石川 勲、井口 吉彦、白井 正之、鈴木 晋、但木 春壬、田中 菊次郎、田中 穣、松浦 行一、 
山田 俊三

1948年度 
（昭和23）

1位　5勝0敗

10月09日 ○　13－0 法政大学 芝パーク競技場
10月23日 ○　55－0 早稲田大学 芝パーク競技場
10月31日 ○　13－6 日本大学 芝パーク競技場
11月13日 ○　13－6 立教大学 芝パーク競技場
11月27日 ○　13－6 明治大学 芝パーク競技場

甲子園ボウル優勝 日本一 ○　14－7 関西大学 甲子園球場

（昭和24年卒）Ｃ藤本 武、太田 裕之、藤堂 三郎、原田 工

1949年度 
（昭和24）

同率1位　4勝1敗

10月01日 ●　0－14 法政大学 芝パーク競技場
10月16日 ○　6－0 立教大学 芝パーク競技場
10月25日 ○　14－6 早稲田大学 芝パーク競技場
11月08日 ○　25－0 日本大学 芝パーク競技場
12月03日 ○　19－0 明治大学 芝パーク競技場

甲子園ボウル準優勝 12月08日 ●　7－25 関西学院大学 甲子園球場

（昭和25年卒） Ｃ加田 真三、Ｍ日東寺 代助、阿部 実、甘糟 四郎、紺野 信夫、関本 和雄、田中 早苗、 
平沢 俊夫、船越 衛、舟山 幸男、斉藤 一夫、林 俊郎

1950年度 
（昭和25）

1位　5勝0敗

09月30日 ○　19－12 日本大学 後楽園競技場
10月16日 ○　20－0 法政大学 後楽園競技場
10月28日 ○　34－6 明治大学 後楽園競技場
11月12日 ○　12－0 立教大学 後楽園競技場
11月26日 ○　13－12 早稲田大学 後楽園競技場

甲子園ボウル準優勝 12月10日 ●　6－20 関西学院大学 甲子園球場

（昭和26年卒）Ｃ渡辺 光章、Ｍ中津川 泰三、多田 祥太郎、中津川 常雄、服部 太郎、星 敬



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

1951年度 
（昭和26）

2位　4勝1敗

09月29日 ○　39－17 日本大学 後楽園競輪場
10月19日 ○　25－18 法政大学 後楽園競輪場
10月27日 ○　27－0 明治大学 後楽園競輪場
11月11日 ●　7－21 立教大学 後楽園競輪場
11月25日 ○　25－13 早稲田大学 後楽園競輪場

（昭和27年卒）Ｃ飯田 繁治、Ｍ倉本 隆夫、菅原 甫、田井 信一、永田 正夫、原田 稔、山本 庄太郎

1952年度 
（昭和27）

4位　2勝3敗

09月27日 ○　35－0 早稲田大学 神宮競技場
10月04日 ●　6－7 法政大学 神宮競技場
10月19日 ●　14－20 明治大学 神宮競技場
11月01日 ○　33－6 日本大学 神宮競技場
11月23日 ●　6－26 立教大学 神宮競技場

（昭和28年卒）Ｃ井島 重人、Ｍ渡辺 悦男、内山 叡、林 一樹、松本 喬次、山崎 清

1953年度 
（昭和28）

2位　4勝1敗

09月20日 ○　47－0 明治大学 神宮競技場
10月04日 ○　32－0 法政大学 神宮競技場
10月17日 ●　6－33 立教大学 神宮競技場
10月31日 ○　27－6 早稲田大学 神宮競技場
11月07日 ○　37－0 日本大学 神宮競技場

（昭和29年卒） Ｃ中瀬 久雄、石井 徹、内田 進二、太田 明二、尾崎 和夫、窪田 康夫、小鳥 弘、境 芳信、 
佐藤 正、須貝 仲吉、高島 孝之、長谷川 澄雄、早川 秀忠、藤井 雄三、伯耆原 拓太郎

1954年度 
（昭和29）

2位　3勝1敗1分

09月19日 △　0－0 法政大学 神宮競技場
10月03日 ○　12－6 日本大学 後楽園競輪場
10月16日 ○　13－6 早稲田大学 神宮競技場
10月31日 ○　19－12 明治大学 日本大学下高井戸G
11月14日 ●　0－33 立教大学 神宮競技場

（昭和30年卒） Ｃ武宮 菊男、Ｍ長嶋 成行、岩崎 長光、岩出 晴夫、上原 弘、宇佐見 繁雄、梅津 元佑、 
斉藤 岩雄、坂牧 晧而、鈴木 宏政、舘本 徳重、谷川 公郎、永井 信策、中川 震一、畑中 吾朗、
原口 貞二、原田 圓一、福神 也太郎、細谷 昌男、渡辺  博

1955年度 
（昭和30）

4位　2勝2敗1分

09月18日 ○　20－0 法政大学 神宮競技場
10月01日 ●　6－12 早稲田大学 神宮競技場
10月15日 △　6－6 日本大学 後楽園競輪場
11月03日 ○　31－13 明治大学 神宮競技場
11月13日 ●　12－40 立教大学 神宮競技場

（昭和31年卒） Ｃ猿渡 敏男、Ｍ保岡 勝久、岡田 浩一、熊谷 公男、熊本 祐三、後藤 誠一、佐藤 裕、島 正三、
進藤 重行、中津川 浩三、中村  務、本田 隆男、矢島 栄太郎



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

1956年度 
（昭和31）

5位　2勝3敗1分

09月08日 ●　7－46 立教大学 神宮競技場
09月16日 ○　54－0 学習院大学 神宮競技場
10月06日 ●　0－31 日本大学 神宮競技場
10月21日 ○　12－11 明治大学 神宮競技場
10月28日 ●　13－28 法政大学 神宮競技場
11月10日 △　14ー14 早稲田大学 神宮競技場

（昭和32年卒）Ｃ早川 二郎、Ｍ峯村 光一、秋山 譲介、川村 稀一郎、中川 喜生

1957年度 
（昭和32）

3位　5勝2敗

09月08日 ○　34－7 明治大学 後楽園競輪場
09月15日 ○　40－0 防衛大学 上板橋
09月23日 ○　46－7 早稲田大学 後楽園競輪場
10月05日 ●　0ー40 日本大学 後楽園競輪場
10月19日 ○　104－0 学習院大学 上板橋
10月27日 ●　0－19 立教大学 上板橋
11月10日 ○　28－0 法政大学 後楽園競輪場

（昭和33年卒） Ｃ市原 則比古、Ｍ水谷 勝、大橋 奎三、清野 太郎、柴田 誠一、竹本 正義、坪川 良平、 
野村 修一、水村 晃、森田 洸一、横山 孝雄、吉野 俊夫、渡辺 修一

1958年度 
（昭和33）

3位　5勝1敗1分

09月07日 ○　39－7 防衛大学 小石川運動場
09月14日 ○　46－0 法政大学 国立競技場
09月21日 ○　100－0 学習院大学 慶應義塾大学日吉G
10月12日 ●　7－20 立教大学 小石川運動場
10月25日 ○　20－19 日本大学 国立競技場
11月02日 △　7－7 早稲田大学 国立競技場
11月08日 ○　24－7 明治大学 早稲田大学東伏見G

1959年度 
（昭和34）

2位　4勝1敗

09月20日 ○　66－20 法政大学 後楽園競輪場
10月04日 ○　22－0 早稲田大学 慶應義塾大学日吉G
10月18日 ○　6－0 立教大学 小石川運動場
10月31日 ●　6－54 日本大学 小石川運動場
11月15日 ○　36－8 防衛大学 後楽園競輪場

（昭和35年卒） Ｃ木暮 英彦、Ｍ結城 俊美、秋田 和夫、石垣 尭久、伊藤 徳三郎、川上 一郎、真田 幸男、 
大郷 静男、高島 吉保、中邑 慎、野坂 與志次、深川 進一、本田 圭佑、湯村 嘉朗



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

1960年度 
（昭和35）

3位　3勝2敗

09月18日 ○　32－6 防衛大学 国立競技場
10月01日 ○　40－8 早稲田大学 小石川運動場
10月16日 ●　8－14 立教大学 後楽園競輪場
10月30日 ○　50－6 明治大学 日本大学下高井戸G
11月13日 ●　14－22 日本大学 後楽園競輪場

（昭和36年卒） Ｃ鳥取 譲治、Ｍ原 大輔、大谷 晴通、梶 征一郎、小山 武、佐々木 顕孝、笹野 昭、志賀 彬克、
鈴木 康三郎、鈴木 健夫、土屋 安弘、初谷 藤夫、、日野 俊雄、深津 国健、森 嗣兄、 
森田 純二、山本 俊一

1961年度 
（昭和36）

2位　4勝1敗

09月24日 ○　34－0 明治大学 後楽園競輪場
10月07日 ○　34－0 日本体育大学 後楽園競輪場
10月14日 ●　0－22 日本大学 後楽園競輪場
10月27日 ○　12－8 立教大学 小石川運動場
11月12日 ○　76－7 防衛大学 後楽園競輪場

（昭和37年卒） Ｃ江口 俊夫、Ｍ岡田 亨一、安藤 春彦、片岡 秀行、小林 俊三郎、佐藤 啓次郎、鈴木 健、 
谷口 輝雄、前田 岩夫、本山 寿熈、山室 俊郎

1962年度 
（昭和37）

4位　2勝3敗

09月22日 ○　42－0 日本体育大学 後楽園競輪場
10月06日 ●　8－14 明治大学 後楽園競輪場
10月15日 ●　8－40 立教大学 後楽園競輪場
10月21日 ○　22－6 早稲田大学 後楽園競輪場
11月04日 ●　6－66 日本大学 後楽園競輪場

（昭和38年卒） Ｃ鷲見 久雄、Ｍ吉田 寿宏、浅羽 栄、井上 浩良、猪瀬 泰臣、上倉 功、片柴 謙一、北竹 章治、
黒田 徹、小池 幸一、小薮 勝弘、田中 稔、長谷川 卓、馬場 彦次郎、藤井 洋、堀内 勝彦、 
山本 紀二

1963年度 
（昭和38）

同率3位　2勝3敗

09月15日 ●　8－20 明治大学 日本大学下高井戸G
09月22日 ○　30－12 立教大学 後楽園競輪場
10月05日 ●　16－64 日本大学 後楽園競輪場
10月20日 ○　54－6 早稲田大学 日本大学下高井戸G
11月02日 ●　16－34 法政大学 後楽園競輪場

（昭和39年卒） Ｃ湯川 武、Ｍ綿引 健、小田 晃、加瀬 邦彦、木村 太郎、三枝 義典、鈴木 基雄、田代 方彦、 
田中 実、土田 忠良、長崎 英太郎、原田 宏、正木 良平

1964年度 
（昭和39）

3位　3勝2敗

10月25日 ○　22－12 立教大学 日本大学下高井戸G
11月01日 ●　6－28 明治大学 日本大学下高井戸G
11月07日 ●　6－54 日本大学 日本大学下高井戸G
11月15日 ○　8－6 法政大学 日本大学下高井戸G
11月22日 ○　14－8 防衛大学 日本大学下高井戸G

（昭和40年卒） Ｃ柴田 信、Ｍ長岡 佑二、浅田 豊久、荒木 昭文、後藤 完夫、小林 輝男、嶋本 忠美、富澤 孝、
富永 攻治、長尾 靖、深水 敬郎、細谷 英樹、山中 幹夫、吉田 文一



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

1965年度 
（昭和40）

3位　2勝1敗2分

09月18日 ○　44－0 法政大学 駒沢陸上競技場
09月26日 △　22－22 立教大学 駒沢補助球技場
10月02日 △　20－20 明治大学 駒沢陸上競技場
10月15日 ●　24－52 日本大学 駒沢第二球技場
11月07日 ○　38－12 防衛大学 駒沢補助球技場

（昭和41年卒） Ｃ野上 正昭、Ｍ森川 昭、赤井 直武、五十嵐 敏晃、市川 謙一、加藤 純吉、川上 洌、 
中村 正俊、中山 哲、原田 勝造、三宅 輝彦、森竹 邦良

1966年度  
（昭和41）

同率2位　5勝2敗

09月11日 ○　54－0 東京大学 東大駒場
09月17日 ○　30－6 法政大学 駒沢補助球技場
10月02日 ○　62－8 成城大学 日本大学下高井戸G
10月09日 ○　58－8 防衛大学 日本大学下高井戸G
10月22日 ●　20－48 日本大学 駒沢第二球技場
10月29日 ●　0－16 立教大学 駒沢第二球技場
11月12日 ○　40－12 明治大学 東大駒場

（昭和42年卒） Ｃ田村 洋司、Ｍ中村 昭、浅野 雄一、伊藤 英治、神山 照弘、後藤 敏正、佐伯 隆弘、 
藤堂 義人、野原 晨平、広川 真人

1967年度 
（昭和42）

同率5位　2勝5敗

09月15日 ○　82－0 東京大学 駒沢第二球技場
10月01日 ●　8－32 明治大学 駒沢第二球技場
10月14日 ○　20－0 早稲田大学 駒沢補助球技場
10月21日 ●　14－22 防衛大学 駒沢第二球技場
11月04日 ●　22－44 立教大学 駒沢第二球技場
11月11日 ●　22－78 日本大学 日本大学下高井戸G
11月23日 ●　6－20 法政大学 駒沢陸上競技場

（昭和43年卒）Ｃ本位田 望、Ｍ北芝 俊六、海浪 憲一、小野 修一、長谷川 和宏、長嶺 伸一郎、百田 義浩

1968年度 
（昭和43）

5位　3勝4敗

09月14日 ●　0－44 明治大学 駒沢補助球技場
09月21日 ●　14－28 法政大学 駒沢陸上競技場
09月28日 ●　8－20 立教大学 慶應義塾大学日吉G
10月13日 ●　6－22 日本大学 日本大学下高井戸G
10月20日 ○　26－16 東京大学 駒沢第二球技場
11月09日 ○　36－20 早稲田大学 駒沢第二球技場
11月23日 ○　28－8 防衛大学 駒沢陸上競技場

（昭和44年卒） Ｃ浅井 靖綏、石井 直人、伊東 建、小立 鉦彦、神野 恒一、亀山 俊明、木村 晴彦、小池 哲夫、
佐野 登、田村 透、冨沢 正幸、中里 由彦、村谷 温、矢我崎 正章



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

1969年度 
（昭和44）

4位　4勝3敗

09月15日 ○　28－16 立教大学 駒沢陸上競技場
09月21日 ●　6－22 法政大学 駒沢第二球技場
09月29日 ●　12－70 日本大学 駒沢第二球技場
10月11日 ●　14－56 明治大学 駒沢第二球技場
10月26日 ○　50－0 東京大学 駒沢第二球技場
11月09日 ○　38－0 防衛大学 駒沢第二球技場
11月28日 ○　50－0 早稲田大学 駒沢第二球技場

（昭和45年卒） Ｃ神田 克美、浅川 直昭、有坂 敬忠、岩崎 英彦、岡 二郎、小川 清、黒田 恭司、佐々木 進、 
高木 晴彦、只松 民雄、若山 洋太郎

1970年度 
（昭和45）

3位　3勝2敗

09月15日 ●　14－40 立教大学 駒沢陸上競技場
09月27日 ○　14－6 東京大学 駒沢補助球技場
10月25日 ●　16－36 法政大学 東大駒場
11月01日 ○　34－24 明治大学 駒沢第二球技場
11月14日 ○　24－6 早稲田大学 駒沢第二球技場

（昭和46年卒） Ｃ岩崎 全孝、Ｍ薮内 直樹、荒川 敏幸、安斉 靖彦、伊東 剛光、大久保 文男、大塚 浜治、 
菊池 晋、勢古口 順、塚本 純男、土井 隆史、伴 陽一郎、平井 文武、村井 和男、山本 康之

1971年度 
（昭和46）

6位　0勝5敗

09月04日 ●　8－102 法政大学 駒沢
09月15日 ●　0－42 東京大学 駒沢
09月26日 ●　0－22 立教大学 駒沢
10月17日 ●　12－54 明治大学 小石川運動場
11月03日 ●　6－32 早稲田大学 駒沢

1972年度 
（昭和47）

同率5位　2勝4敗

09月03日 ●　8－16 日本大学 慶應義塾大学日吉G
09月10日 ●　12－44 明治大学 日本大学下高井戸G
09月15日 ●　6－66 法政大学 日本大学下高井戸G
09月24日 ●　8－20 立教大学 駒沢第二球技場
10月14日 ○　28－19 早稲田大学 駒沢第二球技場
10月22日 ○　40－6 東京大学 駒沢第二球技場

（昭和48年卒）Ｃ出 和夫、一瀬 均悟、岡 三郎、佐藤 彰夫、杉山 泰治、高臣 史郎、野田 照夫、森 太良



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

1973年度 
（昭和48）

7位　0勝6敗

09月01日 ●　0－88 法政大学 駒沢
09月09日 ●　0－70 日本大学 慶應義塾大学日吉G
09月16日 ●　6－20 早稲田大学 駒沢
09月30日 ●　0－38 明治大学 早稲田大学東伏見G
10月07日 ●　6－8 東京大学 東大駒場
10月20日 ●　16－22 立教大学 駒沢

（昭和49年卒） Ｃ竹内 啓一、Ｍ針生 敬、太田 正治、黒田 芳博、越沢  総一、藤田 悦三、三宅 茂樹、 
吉村 正吾、渡辺 俊一

1974年度 
（昭和49）

5位　2勝4敗

09月08日 ●　0－40 日本大学 早稲田大学東伏見G
09月15日 ●　0－30 法政大学 元住吉
09月22日 ●　6－42 明治大学 八幡山
09月29日 ○　26－7 東京大学 早稲田大学東伏見G
10月19日 ●　8－21 早稲田大学 駒沢
10月26日 ○　32－0 立教大学 駒沢

（昭和50年卒）Ｃ小口 隆義、柴田 和夫、松田 清人

1975年度 
（昭和50）

同率3位　3勝3敗

09月07日 ○　54ー6 法政大学 元住吉
09月13日 ○　18－13 早稲田大学 駒沢
09月20日 ●　0－33 日本大学 日本大学下高井戸G
09月28日 ●　0－24 明治大学 駒沢
10月12日 ○　34－8 立教大学 東海大鶴巻
11月08日 ●　12－17 東京大学 東大駒場

（昭和51年卒）Ｃ星名 雅彦、飯田 隆之、藤間 秋男、時田 真吾

1976年度 
（昭和51）

5位　3勝3敗

○　24ー0 立教大学 立教大学G
○　27ー6 東京大学 東大駒場
●　7ー19 早稲田大学 駒沢第二球技場
○　6ー0 日本大学 日本大学下高井戸G
●　7－18 明治大学 駒沢第二球技場
●　7ー15 法政大学 駒沢第二球技場

（昭和52年卒） Ｃ岡本 順治、Ｍ清水 利彦、井上 知行、上野 善、柿沼 光信、菅 淳一、小布施 均、佐藤 元信、
杉原 茂之、鈴木 一成、塚田 育久、中田 和弘、成田 雅昭、葉山 相彰、福田 弘基、宮澤 洋一、
吉村 佳彦、米本 篤弘



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

1977年度 
（昭和52）

同率4位　2勝4敗

●　3ー28 日本大学 駒沢第二球技場
●　14ー43 明治大学 駒沢補助球技場
●　7ー13 法政大学
○　26ー6 早稲田大学
●　7ー16 東京大学
○　51ー8 立教大学

（昭和53年卒） Ｃ平山 俊一、石川 太朗、帰山 健次、阪口 正幸、沢井 重信、進藤 亮一、神保 俊二、 
田口 浩平、田中 宗久、三村 昇、山本 英雄

1978年度 
（昭和53）

同率5位　2勝4敗

●　0ー76 日本大学
●　0ー48 法政大学
●　13ー42 明治大学
●　0ー10 東京大学
○　14ー0 早稲田大学
○　40ー6 立教大学

（昭和54年卒） Ｃ稲垣 武、Ｍ松尾 守恒、市川 雅巳、岩田 辰大、梅内 林太郎、岡村 弘之、鬼沢 豊伸、 
加藤 広之、小泉 康、坂田 克己、園田 彰、高橋 峰敏、武谷 幸直、永岡 裕、西尾 直彦、 
本田 直人、益田 信一

1979年度 
（昭和54）

東京7大学リーグ 
3位　4勝2敗

09月01日 ○　33ー7 明治大学 駒沢補助球技場
09月09日 ○　40ー14 東京大学 日本大学G
09月22日 ●　0ー92 日本大学 駒沢第二球技場
09月29日 ●　0ー29 法政大学 和光大学G
10月20日 ○　64ー7 立教大学 立教大学G
11月04日 ○　42ー7 早稲田大学 慶應義塾大学陸上競技場

（昭和55年卒） Ｃ石坂 公也、Ｍ羽鳥 直人、秋元 論宏、浅羽 譲、大澤 一雄、北浦 晃、小泉 明、佐藤 嘉晃、 
澤村 正明、善野 洋、瀧澤 充弘、田尻 純章、広畠 耕造、堀 雅之、益田 孝二、矢口 雅己、 
吉川 理裕

1980年度 
（昭和55）

東京7大学リーグ 
同率4位　3勝3敗

09月06日 ○　13ー0 東京大学 駒沢補助球技場
09月21日 ○　42ー0 立教大学 立教大学G
09月27日 ●　0ー14 明治大学 明治大学G
10月04日 ●　6ー42 法政大学 駒沢第二球技場
10月11日 ●　0ー63　 日本大学 駒沢第二球技場
11月01日 ○　7ー0 早稲田大学 駒沢第二球技場

（昭和56年卒） Ｃ国分 正道、阿部 丈夫、石坪 直樹、伊藤 稔喜、上杉 芳正、加藤 真伸、菅谷 良裕、 
瀬尾 雅道、染矢 達廣、中川 一政、眞嶋 英郎、増田 秀俊、吉村 修



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

1981年度 
（昭和56）

1部　Bブロック 
4位　2勝3敗 
1部リーグ　7位

09月05日 ○　34ー14 早稲田大学 駒沢第二球技場
09月15日 ●　13ー26 日本体育大学 大井陸上競技場
10月03日 ●　13ー21 駒澤大学 駒沢第二球技場
10月24日 ●　0ー34 明治大学 駒沢第二球技場
10月31日 ○　42ー6 中央大学 駒沢補助球技場

1部順位決定戦 11月15日 ○　28ー7 桜美林大学

（昭和57年卒） Ｃ本庄一成、Ｍ野々宮 彰彦、五十嵐 清史、川井 啓多、黒田 裕介、小林 昭弥、高橋 健治、 
田中 格知、中野 淳、濱野 有、福井 洋輔、吉田 和裕

1982年度 
（昭和57）

1部　Aブロック 
同率2位　3勝2敗 
1部リーグ　7位

09月11日 ○　7ー0 東海大学 専修大学G
09月18日 ●　7ー20 法政大学 大井陸上競技場
10月02日 ●　7ー48 日本大学 駒沢第二球技場
10月23日 ○　49ー7 東京大学 駒沢第二球技場
10月30日 ○　27ー21 明治大学 駒沢第二球技場

1部順位決定戦 11月14日 ○　27ー3 早稲田大学

（昭和58年卒） Ｃ宇野 文博、浅井 慈、大野 和明、岡部 穂積、小野 孝祐、甲斐野 栄一、加藤 浩志、金岡 亨、
呉 忠司、小林 照男、豊田 梓、佐藤 康彦、中村 極、毛利 憲司、山澤 真樹

1983年度 
（昭和58）

1部　Aブロック 
2位　4勝1敗 
1部リーグ　3位

09月10日 ○　40ー14 桜美林大学 駒沢補助球技場
09月18日 ●　7ー28 日本大学 駒沢第二球技場
10月08日 ○　31ー21 法政大学 大井陸上競技場
10月29日 ○　62ー7 城西大学 駒沢第二球技場
11月05日 ○　24ー7 明治大学 駒沢第二球技場

1部順位決定戦 11月13日 ○　37ー17 早稲田大学 駒沢第二球技場

（昭和59年卒） Ｃ蜂須賀 泰隆、Ｍ桜井 信裕、朝倉 陽保、上杉 高弘、追川 泰一、大川 伸幸、大竹 俊之、 
片倉 裕、金子 恭和、河本 雅文、岸田 徹也、木村 昌平、黒松 督昌、佐藤 公平、柴田 善信、 
周籐 宏樹、鈴木 実、高橋 浩司、武部 浩、中島 康光、成田 光繁、野口 暁、本行 正実、 
松井 件、深山 理尚、三輪 高裕、森田 京介、渡辺 裕文

1984年度 
（昭和59）

1部　Aブロック 
同率4位　2勝3敗 
1部リーグ　7位

09月08日 ●　0ー19 明治大学 駒沢第二球技場
09月15日 ○　14ー7 立教大学 駒沢第二球技場
09月24日 ○　63ー0 筑波大学 駒沢第二球技場
10月13日 ●　7－24 東海大学 駒沢第二球技場
10月28日 ●　14ー42 日本大学 駒沢第二球技場

1部順位決定戦 11月10日 ○　24－7 早稲田大学 駒沢第二球技場

（昭和60年卒） Ｃ小寺 勇輝、Ｍ隈元 穣治、石原 牧、大下 哲司、笠原 琢、粕谷 勝彦、亀下 知仁、木村 昌彦、
小林 正人、柴  司、菅井 次郎、土井田 充広、長尾 達哉、西原 聖一郎、布村 英紀、橋口 博一、
橋本 尚、浜本 雅夫、藤原 茂樹、深山 靖、村井 利安、村上 晃、山口 稔彦



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

1985年度 
（昭和60）

1部　Aブロック 
同率3位　3勝2敗

09月07日 ●　0ー16 立教大学 駒沢第二球技場
09月23日 ○　28ー7 明治大学 駒沢第二球技場
10月05日 ●　0－42 日本大学 駒沢第二球技場
10月19日 ○　39ー14 中央大学 駒沢第二球技場
11月09日 ○　32－21 法政大学 駒沢第二球技場

（昭和61年卒） Ｃ大河原 純、Ｍ多田野 純、浅野 克彦、石野 利明、伊東 正己、岩岡 宏志、上光 常隆、 
大石 明彦、大谷 裕巳、大湯 哲夫、織田 正孝、落合 俊之、抱井 二郎、川島 次雄、工藤 眞一、
黒澤 義弘、河野 一成、小西 英輔、小部 敏夫、鈴木 聡、武智 荘祐、千村 明正、美川 英策、 
三橋 一輝、宮島 芳明、宮脇 洋文、渡辺 弘

1986年度 
（昭和61）

1部　Aブロック 
3位　4勝2敗

09月14日 ○　28ー7 法政大学 駒沢第二球技場
09月20日 ○　46ー7 獨協大学 駒沢第二球技場
09月28日 ○　46ー34 横浜国立大学 大井陸上競技場
10月12日 ●　13ー20 明治大学 駒沢第二球技場
10月25日 ●　0ー52 日本大学 駒沢第二球技場
11月08日 ○　9ー7 早稲田大学 駒沢陸上球技場

（昭和62年卒） Ｃ村岡 桂太、有井 章、有田 大介、内田 祐輔、大塚 和男、大西 量介、梶川 雄司、金杉 和博、
川村 育太郎、国松 宗親、國行 誠、黒川 朝晴、黒松 宏育、齋藤 浩司、佐々木 宗一、 
鹿野 春樹、高木 徹、高木 延康、太斉 力、田巻 保彦、徳島 秀樹、富岡 啓一、長澤 昇、 
中津川 道也、中西 陽一郎、畑 勝介、林 尚毅、林 尚見、平澤 彰一、藤波 伯彰、前田 浩志、 
松山 克己、水野 一之、吉川 雄一郎、吉田 竜郎、吉村 淳、芳村 光淑

1987年度 
（昭和62）

1部　Bブロック 
同率1位　5勝1敗 

（前年順位によりB2位）

09月12日 ○　7ー0 桜美林大学 大井陸上競技場
09月27日 ○　28ー14 筑波大学 日本大学下高井戸G
10月03日 ○　28ー0 東京経済大学 駒沢補助球技場
10月17日 ●　10ー21 明治大学 駒沢第二球技場
10月31日 ○　22－14 専修大学 日本大学下高井戸G
11月14日 ○　35ー14 東海大学 大井陸上競技場

（昭和63年卒） Ｃ山同 真、Ｍ玉田 裕詞、秋山 哲也、浅野 悦男、泉田 昌宏、小布施 敦士、小山田 憲司、 
加納 順一、河合 美和、佐藤 彰洋、菅原 秀樹、相馬 一夫、高島 知司、高田 直人、武智 康祐、
田中 克徳、玉塚 雅也、中島 英貴、野崎 健、久次 潤二、広末 哲也、福田 慎二、藤田 和弘、 
堀田 慶一、堀 寛二、水原 康晴、三輪 光範、室町 達緒、山田 健二郎、吉岡 敬太郎、渡辺 研吾



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

1988年度 
（昭和63）

1部　Bブロック 
1位　5勝1分

09月18日 △　14ー14 桜美林大学 駒沢第二球技場
09月24日 ○　28ー7 一橋大学 駒沢補助球技場
10月08日 ○　19ー0 専修大学 等々力陸上競技場
10月15日 ○　36ー15 日本体育大学 駒沢第二球技場
10月22日 ○　34ー0 筑波大学 大井陸上競技場
11月03日 ○　42ー21 明治大学 駒沢陸上競技場

パルサーボウル関東２位 11月20日 ●　21ー41 日本大学 横浜スタジアム

（平成元年卒） Ｃ平尾 武史、Ｍ笠原 賢一、荒井 盛全、打垣内 正哉、内田 全一、大津留 健、川井 仁、 
川並 孝純、北澤 治彦、桑崎 勝美、小井 陽介、斎木 浩史、柴垣 智弘、清水 信彦、瀬戸 立、 
内匠屋 太、長久 幹、中村 信明、成島賢一郎、野倉 学、濱 康彦、林 竜三、平賀 秀勝、 
古川 和典、古田 豪見、水木 健介、三好 英史、山本 拓、吉見 秀司

1989年度 
（平成元）

1部　Bブロック 
1位　6勝0敗

09月10日 ○　38ー7 帝京大学 大井陸上競技場
09月17日 ○　30ー7 法政大学 駒沢第二球技場
09月30日 ○　10ー3 日本体育大学 等々力陸上競技場
10月14日 ○　36ー10 桜美林大学 駒沢第二球技場
10月21日 ○　33ー14 早稲田大学 東京ドーム
11月03日 ○　28ー12 東海大学 駒沢陸上競技場

パルサーボウル準優勝 11月23日 ●　7ー45 日本大学 横浜スタジアム

（平成2年卒） Ｃ簗瀬 智宏、Ｍ浅野 欣也、秋上 直輝、安藤 寛、飯野 陽久、五十嵐 孝太、大井 健一、 
太田 洋二、大竹 隆充、大塚 義久、大森 康成、岡部 賢一郎、柏木 祥吾、金子 英二、川上 真矢、
来代 直紀、小菅 正樹、小山 真之、真辺 薫、嶋田 崇、鈴木 玄、関 博之、永井 洋一、 

 
古川 宜成、前田 賢 、松本 剛、三浦 邦暁、森田 賢一郎、安井 裕典、山川 直也、山口 崇、 
横手 信一、吉野 巌

1990年度 
（平成2）

1部　Bブロック 
同率1位　5勝1敗

09月16日 ○　38ー6 東京大学 千葉マリンスタジアム
09月22日 ○　45ー18 桜美林大学 駒沢第二球技場
09月29日 ○　44ー7 上智大学 駒沢第二球技場
10月21日 ○　6ー0 明治大学 駒沢第二球技場
11月04日 ●　14ー17 立教大学 東京ドーム
11月11日 ○　54ー0 専修大学 千葉マリンスタジアム

パルサーボウル準優勝 11月23日 ●　0ー34 日本大学 横浜スタジアム

（平成3年卒） 
小野 修、香川 昌平、川名 康之、國松 治郎、熊谷 潤、熊谷 隆宏、熊代 信、小林 格、 
三枝 肇幸、佐藤 直昭、清水 一仁、田中 広志、常盤井 正芳、富沢 亮太、中江 大志、西 隆也、 
畑 恵介、平野 栄一、比留間 秀和、深田 信介、福井 敬、古川 晃、増崎 誉昭、松崎 直司、 
松本 千里、三井 哲、山本 次郎、湯川 昌明、吉田 和敏、吉野 純、頼 吉郎、和田野 学



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

1991年度 
（平成3）

1部　Bブロック 
3位　3勝3敗

09月15日 ●　0ー20 筑波大学 千葉マリンスタジアム
09月23日 ○　26ー7 上智大学 等々力陸上競技場
10月05日 ○　13ー3 東京大学 駒沢第二球技場
10月26日 ○　17ー14 明治学院大学 横浜スタジアム
11月04日 ●　0ー30 専修大学 駒沢陸上競技場
11月11日 ●　7ー20 法政大学 東京ドーム

（平成4年卒） Ｃ久保田 雅一郎、Ｍ寺岡 良浩、雨宮 寛、荒木 健、淡路 昌智、飯塚 素久、石川 貴、上野 圭一、
勝本 桂一、神田 武彦、小山 謙也、島田 潤、鈴木 一穂、高梨 直樹、田中 健二、中尾 光孝、 
中島 泰生、名倉 謙蔵、夏野 亮、林 文彦、日比野 泰彦、前田 成彦、松尾 竜、峰  敏晃、 
山下 達郎、山田 季延、渡辺 拓

1992年度 
（平成4）

1部　Bブロック 
同率2位　4勝2敗

09月12日 ●　27ー30 中央大学 駒沢第二球技場
10月03日 ○　23ー7 立教大学 駒沢陸上競技場
10月17日 ○　23ー13 日本体育大学 駒沢第二球技場
10月24日 ○　24ー23 明治大学 横浜スタジアム
11月01日 ○　33ー27 日本大学 東京ドーム
11月09日 ●　22ー27 早稲田大学 東京ドーム

（平成5年卒） Ｃ森本 啓司、Ｍ山本 兼嗣、縣 克明、浅見 学、池田 力、井上 優、江口 洋、大木 康正、 
大場 清隆、岡田 健裕、岡田 裕一、長田 賢司、川上 雄人、河西 英一郎、崖 雅明、小菅 正英、 
小林 秀年、佐伯 太郎、坂井 隆之、塩月 晋弥、鈴木 康三、鈴木 政宏、髙橋 央、玉井 研二、 

 
福室 太朗、前田 晃、松方 晴彦、松村 亮、南 孝次、三輪 洋資、森本 琢也、矢島 幹久、 
山本 育郎、山谷 拓志

1993年度 
（平成5）

1部　Aブロック 
1位　5勝1敗

09月05日 ○　30ー3 上智大学 川崎球場
09月26日 ○　51ー7 立教大学 千葉マリンスタジアム
10月09日 ●　3ー16 筑波大学 川崎球場
10月16日 ○　14ー7 早稲田大学 川崎球場
10月23日 ○　17－6 日本大学 駒沢陸上競技場
11月03日 ○　35ー6 東京大学 千葉マリンスタジアム

パルサーボウル準優勝 11月20日 ●　31－45 日本体育大学 東京ドーム

（平成6年卒） Ｃ三好 哲朗、Ｍ小川 和也、朝比奈 孝毅、今村 朗彦、大槻 秀至、大西 謙一郎、大野 彦一郎、 
大林 芳郎、恩田 一博、柏瀬 建二、片山 康司、加藤 周幸、加藤 淳一、河村 洋、管林 浩二、 
黒田 徹、小金丸 大輔、小関 将人、小林 一弥、佐久間 光紀、佐々木 靖之、志村 亨、鈴木 尚貴、
高橋 淳一郎、谷口 寛、玉木 慶介、坪内 俊樹、中村 慎市郎、奈村 太久馬、深野 泰男、藤田 輝、
松本 淳、三浦 秀樹、宮川 薫、宮田 憲治、矢崎 航、山本 周弐、横山 二朗、吉田 章、吉田 直樹



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

1994年度 
（平成6）

1部　ブロック 
2位　5勝1敗

09月03日 ○　27ー18 東京大学 川崎球場
09月23日 ○　65ー41 上智大学 川崎球場
10月08日 ○　37ー19 中央大学 川崎球場
10月29日 ○　36ー20 専修大学 江戸川陸上競技場
11月05日 ●　14ー38 日本大学 横浜スタジアム
11月20日 ○　54ー49 早稲田大学 川崎球場

（平成7年卒） Ｃ山口 雅之、Ｍ奥島 盛之、青木 路彦、青野 啓樹、赤倉 吉典、荒井 俊人、大場 雄一郎、 
大山 訓志、岡橋 功樹、金井 康樹、神崎 宰務、小林 圭太、在間 啓明、佐藤 健一郎、神宮 嘉一、
鈴木 崇史、鈴木 二正、竹内 亮太、田所 光顕、田中 望、玉置 雄二郎、友部 映樹、丹羽 一成、 
日高 拓也、平野 大治郎、藤原 敬信、堀田 大輔、松方 行彦、溝口 直樹、本川 連、山口 篤司、 
山田 健太、吉野 健、渡辺 剛史

1995年度 
（平成7）

1部　Bブロック 
同率2位　4勝2敗

09月03日 ●　28ー53 早稲田大学 川崎球場
09月17日 ○　26ー6 東京経済大学 川崎球場
10月07日 ○　15ー14 中央大学 駒沢第二球技場
10月15日 ●　30ー38 東京大学 川崎球場
10月28日 ○　38ー31 東海大学 川崎球場
11月12日 ○　28ー13 法政大学 川崎球場

（平成8年卒） Ｃ金子 邦彦、Ｍ内田 温、石川 剛、石間 俊充、今井 隆行、岡島 真志、小野 秀一郎、亀井 孝衛、
神田 洋輔、久保 伸英、河本 康雄、佐藤 大樹、清水 裕介、杉谷 周彦、鈴木 雅詞、住友 伸行、 
高市 真吾、高嶋 民仁、田中 雅博、都野 英恵、中尾 治生、藤沢 太郎、松原 健太、武藤 篤史、 
柳川 智学、山中 一浩、吉村 誠晃、渡部 直樹

1996年度 
（平成8）

1部　Bブロック 
3位　4勝2敗

09月16日 ○　13ー7 帝京大学 駒沢第二球技場
09月22日 ○　6ー3 筑波大学 駒沢第二球技場
10月13日 ○　34ー20 立教大学 駒沢陸上競技場
10月20日 ●　0ー21 法政大学 川崎球場
11月03日 ○　23ー19 東海大学 横浜スタジアム
11月10日 ●　8ー38 東京大学 川崎球場

（平成9年卒） Ｃ豊川 栄二、Ｍ加藤 陽武、荒木 潤也、今里 衛、植村 賢、牛場 浩哉、木村 肇、木村 寛、 
近藤 洋平、早速 誠一、高林 潤吉、田中 真啓、田村 耕太郎、對馬 淳、鶴賀 太郎、長江 重治、 
中橋 正博、中山 弘、林  豊、廣岡 康典、深澤 真一、前川 春彦、前田 智之、前田 岳、 
益田 博之、松下 照敬、松原 功治、御子柴 文武、森 浩之、横井 貴之、横田 了介、吉田 大介



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

1997年度 
（平成9）

1部　Aブロック 
3位　3勝2敗1分

08月30日 △　10ー10 明治大学 川崎球場
09月21日 ○　24ー14 筑波大学 川崎球場
10月04日 ○　31ー10 上智大学 大井第二球技場
10月19日 ○　38ー13 東京大学 川崎球場
10月26日 ●　7ー44 法政大学 駒沢陸上競技場
11月08日 ●　23ー24 東海大学 川崎球場

（平成10年卒） Ｃ赤峰 啓之、Ｍ窪島 一倫、青木 貴彦、浅野 泰史、井上 慎一、内河 俊輔、大島 了、 
落合 宏昭、折戸 浩史、金指 紀彦、上條 真、川原 伸哉、河本 貴雄、菊地 俊介、岸 兵一郎、 
五味 慎一郎、小宮 欧、佐井 宏之、坂村 直紀、澤 和憲、篠島 徹、嶋瀬 徹、清水 宇人、 
沼田 大輔、野見山 展、林 健司、林 健太郎、彦谷 将志、福田 将吾、古田 泰久、保科 正宣、 
松岡 慶祐、松原 寛、松本 宗樹、都 良太郎、柳川 智博、山野 大喜、横田 和人

1998年度 
（平成10）

1部　Aブロック 
同率5位　2勝4敗

09月05日 ●　7ー38 日本体育大学 川崎球場
09月27日 ○　14ー0 早稲田大学 川崎球場
10月11日 ○　34ー13 立教大学 川崎球場
10月18日 ●　25ー36 帝京大学 川崎球場
11月08日 ●　7ー55 法政大学 川崎球場
11月15日 ●　不戦敗 中央大学

入れ替え戦勝利１部残留 12月13日 ○　70ー34 青山学院大学 川崎球場

（平成11年卒） Ｃ岩淵 亮、Ｍ梅沢 佳充、秋元 良平、浅沼 哲郎、飛鳥 真一朗、井上 浩樹、井元 朝道、 
今津 和之、岩端 要治、上山 真、小川 元、小杉 豊、後藤 宏之、鈴木 優子、鈴木 嘉之、 
富川 美絵子、福田 一紀、松尾 融、松本 竜造、村上 大介、保田 直樹、安中 浩人、山形 綾野、
山本 寛太

1999年度 
（平成11）

1部　Bブロック 
6位　１勝5敗

09月05日 ●　0ー30 専修大学 川崎球場
09月19日 ●　7ー44 日本大学 川崎球場
09月25日 ●　13ー26 帝京大学 大井第二球技場
10月10日 ●　13ー34 東京大学 川崎球場
10月23日 ○　23ー8 立教大学 大井第二球技場
11月13日 ●　9ー38 東海大学 川崎球場

入れ替え戦敗退２部降格 12月12日 ●　17ー18 防衛大学 川崎球場

（平成12年卒） Ｃ鈴木 聡、Ｍ田草川 篤彦、飯田 彦太郎、生澤 一哲、岩間 邦夫、上野 雅生、岡田 大行、 
小畑 裕司、梶原 麻貴、片子沢 恵美、栗田 昌志、佐々木 彰子、島田 大士、須田 次郎、 
関口 浩史、関口 哲郎、芹沢 健夫、曽世田 哲夫、高品 直子、高村 健一、田中 倫子、 
土持 知之、筒井 康裕、釣島 健太郎、手墳 太郎、冨田 尚道、中井 貫二、前田 一之、 
松田 知浩、宮原 慎一、安田 愉加、横山 邦彦、吉田 佑、和田 亮太
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2000年度 
（平成12）

2部　Aブロック 
1位　7勝0敗

09月02日 ○　21ー0 東京工業大学 駒沢第二競技場
09月16日 ○　21ー0 東京経済大学 夢の島競技場
09月30日 ○　14ー0 新潟大学 明治学院大学戸塚G
10月14日 ○　44ー6 明治学院大学 駒沢第二球技場
10月29日 ○　58ー7 上智大学 明治学院大学戸塚G
11月12日 ○　23ー0 青山学院大学 都立大学八王子G
11月25日 ○　31ー7 山梨学院大学 大井第二球技場

入れ替え戦勝利１部復帰 12月09日 ○　22ー6 桜美林大学 等々力硬式野球場

（平成13年卒） Ｃ秋本 義朗、Ｍ西田 正幸、浅井 裕貴、朝香 達也、荒木 良之、石嶋 大之、岩崎 弘悟、 
蛯原 弘雅、大越 知高、工藤 晃、近藤 将人、阪本 琢哉、竹内 敬一、辻 洋右、妻鹿 宏平、 
徳野 司、長坂 賢、長沼 隼人、本庄 熱、本間 恭二、松尾 光泰、松岡 俊祐、宮本 覚道、 
渡辺 貢一

2001年度 
（平成13）

1部　Bブロック 
同率5位　2勝4敗

09月15日 ●　13ー16 専修大学 大井第二球技場
09月24日 ●　13ー30 日本体育大学 駒沢第二球技場
09月30日 ○　10ー7 東海大学 東京スタジアム
10月07日 ●　21ー23 早稲田大学 大井第二球技場
10月20日 ○　20ー0 筑波大学 夢の島競技場
10月27日 ●　21ー27 帝京大学 大井第二球技場

（平成14年卒） Ｃ趙 元来、Ｍ佐藤 哲平、伊藤 大介、植村 俊和、岡山 真之、加藤 雅之、金 正埈、草野 大輔、
小池 隆太、香坂 久美子、坂田 敏典、島本 光規、白井 潤一、鈴木 加奈子、鈴木 尚子、 
鈴木 宏明、多賀谷 昌幸、露木 善康、富田 樹弘、中井 克治、野宮 秀高、長谷川 圭太、 
菱沼 竜也、福永 昌則、松波 芳幸、圓山 昌彦、皆吉 亮平、御法川 隼斗、安田 洋、 
八柳 雄二郎、山本 慎吾

2002年度 
（平成14）

1部　Bブロック 
7位 0勝6敗

09月16日 ●　0ー31 早稲田大学 大井第二球技場
09月29日 ●　10ー38 東海大学 等々力球場
10月05日 ●　16ー38 日本体育大学 駒沢第二球技場
10月13日 ●　7ー45 専修大学 川崎球場
10月27日 ●　16ー45 帝京大学 西武ドーム
11月09日 ●　14ー20 筑波大学 大井第二球技場

入れ替え戦勝利１部残留 12月08日 ○　42ー22 横浜国立大学 大井第二球技場

（平成15年卒） Ｃ大浦 祐之、Ｍ光山 大亮、市川 哲也、桶田 宣輝、後藤 慎祐、小宮山 貴裕、酒井 大輔、 
阪口 達哉、汐見 悠貴、田邊 大輔、成田 隆廣、藤井 祐介、藤島 秀哲、古澤 光広、儘田 祐介、
山下 一道、山下 秀輝、山根 伸行、吉武 良平、力石 浩一、磯野 雅之

年度別秋季公式戦戦績・卒業部員名簿（2000年度～2005年度）



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

2003年度 
（平成15）

1部　Aブロック 
5位　2勝4敗

09月06日 ●　7ー28 法政大学 大井第二球技場
09月20日 ●　21ー36 早稲田大学 等々力球場
10月05日 ●　0ー19 日本体育大学 アミノバイタルフィールド
10月13日 ●　6ー7 関東学院大学 等々力球場
10月26日 ○　35ー0 東京大学 等々力球場
11月02日 ○　49ー35 帝京大学 大井第二球技場

（平成16年卒） Ｃ川瀬 卓、Ｍ岩﨑 ひろみ、雨宮 瑶、池田 和弘、植木 雄嗣、上山 晃生、岡山 悠太、 
加藤 大樹、南條 克弥、原 宏伸、平井 健介、保坂 隆史、柳瀬 拓也

2004年度 
（平成16）

1部　Bブロック 
同率5位　2勝4敗

09月12日 ○　34ー17 中央大学 大井第二球技場
09月26日 ●　3ー20 関東学院大学 川崎球場
10月10日 ●　10ー24 専修大学 大井第二球技場
10月16日 ●　0ー21 東海大学 大井第二球技場
11月06日 ○　38ー25 東京大学 大井第二球技場
11月13日 ●　25ー42 日本大学 川崎球場

入れ替え戦勝利１部残留 12月12日 ○　21ー3 新潟大学 アミノバイタルフィールド

（平成17年卒） Ｃ赤尾 敦義、Ｍ塚田 将介、秋光 まどか、荒川 裕也、石井 大貴、大本 隆介、岡本 哲平、 
小野田 史彦、栗原 創平、現王園 太郎、才川 智明、佐藤 太来、柴田 努 、鈴木 希典、高谷 温
子、多田 義知、立川 裕也、藤間 松洋、永井 雄祐、長谷 隼、成瀬 亮、野村 伊生貴、 

2005年度 
（平成17）

1部　Bブロック 
2位　5勝1敗

09月11日 ○　12ー3 専修大学 アミノバイタルフィールド
09月24日 ●　0ー34 法政大学 アミノバイタルフィールド
10月02日 ○　23ー8 東海大学 川崎球場
10月15日 ○　31ー14 日本大学 川崎球場
10月22日 ○　17ー10 筑波大学 アミノバイタルフィールド
11月12日 ○　41ー0 横浜国立大学 アミノバイタルフィールド

関東選手権準決勝勝利 11月23日 ○　30ー13 明治大学 駒沢陸上競技場
クラッシュボウル準優勝 12月04日 ●　3ー56 法政大学 味の素スタジアム

（平成18年卒） Ｃ藤井 尊徳、Ｍ会田 一貴、秋本 茂樹、穴吹 有香、新井 崇志、池田 宏太、遠藤 健、 
大川 友也、岡田 尚也、小川 太平、長田 拓人、貝原 英二郎、久保 雄一朗、栗原 雄介、 
郷田 亮、白木 啓子、田中 崇浩、戸賀崎 博和、富田 健介、豊田 純、士林 宏宗、平川 道雄、 
藤田 尚高、松田 達、三好 悠介



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

2006年度 
（平成18）

1部　Aブロック 
1位　7勝0敗

09月02日 ○　17ー3 関東学院大学 アミノバイタルフィールド
09月17日 ○　37ー20 東京大学 大井第二球技場
09月30日 ○　29ー3 筑波大学 アミノバイタルフィールド
10月09日 ○　10ー8 一橋大学 アミノバイタルフィールド
10月22日 ○　17ー14 日本体育大学 川崎球場
11月03日 ○　35ー28 立教大学 アミノバイタルフィールド
11月23日 ○　14ー7 明治大学 アミノバイタルフィールド

クラッシュボウル準優勝 12月03日 ●　13ー49 法政大学 味の素スタジアム

（平成19年卒） Ｃ小澤 潤一、Ｍ後藤 健太、赤松 大輝、朝岡 久紀、東 一博、岩田 信二、植松 義雄、 
沖江 一也、門脇 僚平、鎌迫 俊大、鎌田 麻里、木曽 亨、黒田 克朗、小林 孝弘、斎藤 雅紀、 
佐藤 祐介、布村 亮、深田 英生、藤田 祐輔、藤本 真秀、古畑 輝英、堀出 大介、松平 尚之、 
丸山 慎介、山脇 大輔

2007年度 
（平成19）

1部　Bブロック 
同率2位　5勝2敗

09月09日 ○　31－27 立教大学 アミノバイタルフィールド
09月23日 ○　27－23 東京大学 アミノバイタルフィールド
10月06日 ○　28－7 関東学院大学 川崎球場
10月13日 ○　56－7 筑波大学 川崎球場
10月28日 ○　17－9 中央大学 アミノバイタルフィールド
11月11日 ●　24－48 日本大学 アミノバイタルフィールド
11月24日 ●　31－34 明治大学 アミノバイタルフィールド

（平成20年卒） Ｃ多田 修司、Ｍ佐藤 龍平、青木 洋、秋庭 勇、五十嵐 修司、糸矢 貴清、大和田 亮太、 
沖 拓史、沖江 貴也、小木曽 覚、奥田 雄、川端 亮平、川村 洋一郎、岸 顕正、金城 裕之、 
小林 和正、近藤 勇太、佐藤 慶、阪口 啓、地曳 良一、澁谷 隆、関 ひかる、塚本 大夢、 
銅冶 勇人、徳長 未帆、冨岡 健治、中江 健介、中村 祐志、並木 秀憲、橋本 めぐみ、福嶋 慧、
古田 めぐみ、真野 悦子、森 信一、山名 梨沙、山中 大介、山本 耕太郎

2008年度 
（平成20）

1部　Ａブロック 
同率3位　4勝3敗

09月06日 ○　31－28 東京大学 アミノバイタルフィールド

09月20日 ○　13ー13
（TB 6ー3）専修大学 川崎球場

09月27日 ●　7ー10 東海大学 アミノバイタルフィールド
10月13日 ○　53－0 東京学芸大学 川崎球場
10月26日 ●　12ー34 早稲田大学 アミノバイタルフィールド
11月11日 ●　24ー26 日本大学 川崎球場
11月23日 ○　48ー0 一橋大学 アミノバイタルフィールド

（平成21年卒） Ｃ金子 和央、Ｍ鹿野 陽子、宇陀 宏毅、太田 幸彦、岡田 憲治、小佐野 尚志、神山 俊介、 
工藤 高太、久米 遼、栗原 大輔、古賀 聖健、佐々木 慶典、島 浩高、菅谷 奈津美、杉村 翔、 
添田 宏平、田沼 大蔵、中澤 由美、中山 昂大、林 克征、平井 杏奈、藤井 寛、藤坂 翔、 
儘田 大輔、門口 博和、安江 悠貴、山田 章夫、若月 亮介



年度
試合戦績

順位　勝率 スコア 対戦校 試合会場

2009年度 
（平成21）

1部　Ａブロック 
3位　5勝2敗

09月06日 ○　51－0 東海大学 アミノバイタルフィールド
09月19日 ○　49ー14 東京大学 アミノバイタルフィールド
09月27日 ○　58ー21 横浜国立大学 川崎球場
10月11日 ○　不戦勝 一橋大学 （インフルエンザのため）
10月18日 ●　13ー21 法政大学 川崎球場
10月31日 ●　14ー20 明治大学 アミノバイタルフィールド
11月08日 ○　45ー0 日本体育大学 アミノバイタルフィールド

（平成22年卒） Ｃ笹谷 洋介、Ｍ安藤 泰士、青樹 礼生、秋田 奈緒子、秋本 浩樹、居内 亮治、家入 亜沙子、 
伊賀 智樹、石井 沢実、泉 悠和、岩崎 雄三、枝村 学、大久保 陽介、小鹿 雄貴、梶原 義浩、 
片山 太智、加藤 健太郎、北澤 大樹、斉藤 皓介、斉藤 洸輔、下村 徹、菅井 雄史、鈴木 健三、
髙野 雄太、高橋 進、瀧澤 利治、滝沢 亮、長丸 伸太朗、富永 真帆、中島 和也、長島 尚平、 
長野 佑紀、中村 周、西村 光貴、芳賀 裕樹、原田 明子、百武 慎也、星野 元、松本 幸樹、 
真鍋 翔、間仁田 康祐、水谷 剛也、宮内 美帆、村岡 孝昭、本村 拓也




