
総長･部長
協会役員

(常任理事以上) 卒業メンバー
大正 初代

大隈 重信

1921 10
1922

２代 塩澤昌貞
３代 高田早苗　　　　 

初代
影山千萬樹

２代

大島 正一

３代　　　　　 

三宅 當時

昭和

2
1928 3 冨岡政三･黒沢威夫･冨沢又

次

常務理事

浅野 延秋

４代 

田中 穂積

監督 李　想白

名誉主事 監督 李　想白

浅野 延秋
監督 李　想白

1935 10
監督 李　想白 石崎茂男･山内正豊･土橋守

士･蒲生秀年･黒川裕夫･池田
一正

監督 芦田 伸三

４代伊地知純正 監督 芦田 伸三

常務理事
李 　相佰

監督 芦田 伸三

専務理事
冨田 毅郎

体協籠球部長
専務理事
冨田 毅郎

５代 監督 竹崎 道雄　　　
中野登美雄

５代 監督 竹崎 道雄　　　
杉山 玉郎
理事長
冨田 毅郎

６代島田孝一 監督 竹崎 道雄　　　

理事長 冨田毅郎

常務理事
牧山 圭秀

1947 22 監督 竹崎 道雄　　　藤倉節郎

６代 監督 竹崎 道雄　　　

芳野 武雄

監督 竹崎 道雄　　　大塚周一･山田稔・松木養三
1949 24

・ 第1回全日本学生選手権大会はじまる。慶大初優勝

・ ハワイオールスターチーム来日，8戦全勝で帰国

1946 21

小倉康郎･小柳武･中井寛一 ・ 関東大学春季リーグ戦，4年ぶりに復活

・ 早関・慶関南定期戦，西宮で3年ぶりに復活

・ 関東大学秋季リーグ戦

・ 第22回全日本選手権大会　復活

・ 第5回早慶定期戦，4年ぶりに復活

1948 23
小出浩･人見太郎･加西美郎･
古郡栄

・ 関東大学リーグ戦シーズン制となる（秋）

1944 19
白神敬三･本庄勇･黒川輝郎･
田村良平･藤倉節郎･阿部敏
夫･藤川知彦

・ 夏休みから残留学生は勤労動員を命ぜられ軍需生産に従事

1945 20

井川裕･中谷善郎 ・ 束京大空襲により大隈庭園内コート焼失

・ 終戦
・ 復活早慶戦を行う
・ 大日本籠球協会を「日本籠球協会」と改称

1943 18
監督 竹崎 道雄　　　大谷武･村松善一郎･山田至･

藤芳正二郎･吉村健正･四天
王正荘･橋本八郎

・ 第17回早関定期戦（甲子園）
・ 第4回早慶定期戦（国民体育館）以上の二試合を最後に公式戦はすべて中止
・ 戸塚球場で学徒出陣壮行会挙行　　・ 出陣学徒陸海軍へ入隊

1942 17

監督 竹崎 道雄　　　原口増次･小張剛作･河野正
己･丸山正敏･石田正一･岩田
雅夫･石本勝男･松下臣･糸井
利夫･渡辺徳重･山崎裕三･閤
師末雄･中村英太郎

・ 18年3月卒業予定者は9月に繰り上げ卒業となるため秋のリーグ戦を春に
　 繰り上げて開催　（戦前最後のリーグ戦）
・ 全日本選手権大会(推せん形式)で開催　（戦前最後の大会）

1941 16
監督 竹崎 道雄 松島正浩･渡辺善三郎･力丸

利男･安川通美･辻広･長谷川
則康･堀江寛

・ 17年3月卒業予定者は12月に繰り上げ卒業

・ 太平洋戦争開戦のため，全日本選手権大会中止

1940 15
監督 牧山 圭秀 横山賢七･岡三郎･米倉清格･

黒川章･榎本敏夫･山内教輔
・ 東亜競技大会日本代表選手､横山堅七､宗像卯一

・ 第1回早慶定期戦はじまる

1937 12

佐藤栄一･田中義利･石沢清
弘

・ フィールドゴール成功後のセンタージャンプを廃止，

　　　「相手チームがエンドラインの外からスローインしてゲーム再開に改正」

・ 関東大学リーグ戦10勝1放で優勝　　・ 東西学生対抗戦京大に敗れる

・ フィリピン遠征のため全日本選手権大会は不参加

1939 14
宗像卯一･金子義孝･小田喜
一郎･大谷龍雄･川原行雄

・ カナダウェスターン軍来日，単独対戦チーム早・立

  　　日本代表監督･牧山圭秀，選手･横山堅七，宗像卯一

・ 早大はウェスターン軍と対戦し惜敗　　・ 年間最優秀選手・横山堅七，宗像卯一

1938 13
黒田重衛･服巻三郎･亀岡武･
鈴木竜平･江原三郎

・ 東洋選手権大会日本代表

　　　コーチ・芦田伸三，主務・田中義利，選手・横山堅七，岡三郎，宗像卯一

・ 日米比対抗戦（マニラ）　監督・芦田伸三，選手・横山堅七，宗像卯一

・関東大学リーグ文理大加盟，東京工大退会

1936 11

監督 芦田 伸三 竹崎道雄･斉藤礼雄･牧山弘･
伊藤豊彦

・ 第11回ベルリン・オリンピック大会　本部役員・李相佰，総監督・浅野延秋，外国関係委員・竹崎道雄

　　　選手・ 横山堅七，宗像卯一，李と竹崎は国際寄判員のライセンスを受け審判を行う

・ 関東大学リーグ戦全勝で優勝　　・ 東西学生対抗戦関学を破り優勝

・ 第16回全日本選手権大会京大を降し優勝，シーズン国内試合無敗を記録

1933 8
牧山圭秀･山田正吉･稲垣勝
治･坂上敬一･崔樹夏

・ 「全日本学生籠球聯盟」を「関東大学籠球聯合」と改称

・ 第13回全日本選手権大会で成蹊高を降し優勝

1934 9

大内哲彦･加賀谷慶治･桜井
安夫･金子正隆･森澤誠一･上
村新二郎･川村壮太郎･岡野
朝男･鈴木芳雄･松田信平･小
野寿吉

・ 第10回極東選手権大会（マニラ）

　　　選手・森沢誠一，大内哲彦，牧山圭秀，斉藤礼雄、牧山は日本選手団主将として宣誓を

・ 関東大学リーグ早立戦がラジオで実況中継　（日本最初のバスケットボール放送）

1932 7

覚張一郎･長沢精蔵 ・ 第10回ロスアンゼルスオリンピック大会団長秘書・李相佰

　　　（李らの尽力により次回大会からバスケットボールを正式競技種目とすることに決定）

・ 第7回早関定期戦（この試合から3秒ルール，10秒ルー ル採用）　・ 大学リーグに拓大加盟

・ 第12回全日本選手権大会（神宮外苑相撲特設コートを使用）帝大に敗れ2位

1931 6

監督 李　相佰 芦田伸三･石橋末広･時任巌･
後藤広一･土肥冬男

・ 第1回全日本高専大会はじまる。早高は準決勝で東京高師に敗れる

・ 大学リーグに千葉医大，束京工大が加盟し一・二部制を実施

・ 第11回全日本選手権大会立大を降し優勝，高松宮賜杯を獲得

・ 第1回東西学生対抗競技会はじまる　・ バスケットボールの国語訳を籠球と統一

1930 5
早川良吉･土肥一雄 ・ 第9回極東選手権競技大会（東京）　日本代表選手　大内哲彦，大庭哲夫，土肥一雄

・ 学生リーグを支持団体として，大日本バスケットボール協会設立

・ 李相佰「指導籠球の理論と実際」を発刊　　・ 第10回全日本選手権大会成蹊高に敗れ2位

1927
冨田毅郎･鈴木重武･片野俊
彦･田口興豊

・ 大学リーグで早，立，商同率首位となる

・ アメリカ遠征

・ 第8回全日本選手権大会，商大を降し優勝　・ 大学リーグ戦単独初優勝

1929 4
大庭哲夫･小野敬一･石田資
郎･幸阪竹松･本田弥太郎

・ 第9回全日本選手権大会，商大に敗れ2位　　・ 大学リーグに慶大と農大加盟

・ 世界フリースロー大会シニアの部で早大2位，黒沢　（OB）4位

1926 15

李想白･芋川四麿･鈴木栄一･
松岡賢一･中山克己･林茂雄･
山岸光吉･岡本巍･仁科章夫･
前田潔己･横山健・山根京三

・ 第6回全日本選手権大会，「早大RDR」で出場し，立大を降し優勝

・ 大学リーグに帝大，明大加盟

・ 第1回早関定期戦はじまる

1925 14
浅野延秋 ・ 軽井沢にて初の夏季合宿練習を行う　　・ 第2回明治神宮大会，ヤングスターを破り優勝

・ 日本初の外国チーム上海セントジョンズ大学が来日，早大初勝利をおさめる

・ 大学リーグに中大加盟

・ 中山克巳早高入学，建築科チームをつくる　　・ 体協主催，第1回全日本選手権大会はじまる

11
・ 大隈重信歿、日本国民葬　・ 冨田毅郎早高入学，機械科チームをつくる

・ 第2回全日本選手権大会ジュニアの部に早高として出場し3位となる。　初の対外試合

1923 12

・ 早高と慶大OBによる早慶戦を行う

・ 早大バスケットボール部として体育会の承認を受ける

・ 創部

年 　　表
年　度　 男　子　部 主　要　ニ　ュ　ー　ス

監督 ・コーチ

1920
・ 浅野延秋が成城中学から早高に入学し，陸上競技部の有志でバスケットボールチームをつくる

・ 英語講師米人スペンサーのコーチを受ける

・ F．Hブラウンのコーチを受け，日本で最初のゾーンディフェンスを学ぶ

1924 13
・ 早・立・商三大学による全日本学生籠球連合結成

・ 第1回大学リーグ戦はじまる（第1戦は早商戦），立大初優勝

・ 第1回大学リーグ戦はじまる（第1戦は早商戦），立大初優勝　・ 第1回明治神宮大会はじまる



総長･部長
協会役員

(常任理事以上) 卒業メンバー

年 　　表
年　度　 男　子　部 主　要　ニ　ュ　ー　ス

監督 ・コーチ
監督 竹崎 道雄　　　

監督 竹崎 道雄　　　

総監督 土肥 冬雄

監督 岡　三郎

副会長 監督 岡　 三郎

冨田 毅郎 コーチ 小出　浩

理事長 A・ｺｰﾁ 大塚 周一
大庭 哲夫

７代 監督 岡　三郎

大濱 信泉 コーチ 大塚 周一

監督 森澤 誠一

コーチ 岡　三郎

卒業メンバー

監督 森澤 誠一 監督 森澤 誠一 森田満里子 ・ 女子部創立

コーチ 岡　三郎 コーチ 人見 太郎 ・ フィリピンオールスターズ対日本代表

　　　監督・大庭哲夫，選手・木下武，木村昌

・ 第16回メルボルン･オリンピック大会監督･大庭哲夫

監督 森澤 誠一 監督 森澤 誠一 ・ 第3回アジア大会（東京）

コーチ 岡　三郎 コーチ 人見 太郎 　　　監督・森沢誠一，選手・鎌田正司

・ フィリピン極東大来日，早大勝利

・ 早大記念会堂落成　　・ 女子早慶定期戦はじまる

・ 関東大学リーグ戦より30秒ルール採用

・ 国際審判員取得・牧山圭秀

監督 森澤 誠一 監督 森澤 誠一 ・ 第3回アジア競技大会（東京）

コーチ 伊藤 順蔵 コーチ 伊藤 順蔵 　　　監督・森沢誠一，選手・鎌田正司

コーチ 下間 光雄 ･ 女子部4部優勝3部昇格
総監督 森澤 誠一 監督 大塚 周一 ・ 第1回早神戦（女子部初の遠征試合）
コーチ 大塚 周一 コーチ 大内 靖夫
A・ｺｰﾁ 伊藤 順蔵

監督 牧山 圭秀 監督 牧山 圭秀 ・ 第1回アジア選手権大会（マニラ）

コーチ 伊藤 順蔵 コーチ 伊藤 順蔵 　　　　監督・森沢誠一，選手・鎌田正司

・ 第17回ローマ・オリンピック大会

　　　　監督・森沢誠一，選手・鎌田正司

副会長 監督 牧山 圭秀 監督 牧山 圭秀 ・ 関東学生選手権大会優勝

冨田 毅郎 コーチ 伊藤 順蔵 コーチ 伊藤 順蔵

監督 伊藤 順蔵 監督 牧山 圭秀 ・ 第4回アジア競技大会（ニューデリー）

コーチ 林　 靖隆 　　　選手・鎌田正司

・ 国際寄判員取得・香中亮一

監督 下間 光雄 監督 下間 光雄 ・ 第4回世界選手権大会（マニラ）

コーチ 大島 千里 コーチ 柳川　 武 　　　団長・浅野延秋

A・ｺｰﾁ 杉山雄之助 ・ 女子部3部優勝学習院大との入替戦で2部昇格

　〃 冨田 洽一

監督 岡　三郎 監督 岡　三郎 ・ 第18回東京オリンピック大会

コーチ 下間 光雄 コーチ 杉浦　廣 　　　総監督・牧山圭秀

A・ｺｰﾁ 大島 千里 　　　審 判・香中亮一

　〃 杉山雄之助

　〃 冨田 洽一

　〃 花堂 靖仁

副会長 監督 岡　三郎 監督 岡　三郎 ・ 第1回アジア選手権大会（ソウル）
浅野 延秋 コーチ 下間 光雄 コーチ 杉浦　廣 　　　女子監督・尾崎正敏，コーチ・鈴田常祐

理事長 ・ 中国遠征
大庭 哲夫

常務理事
牧山 圭秀

８代 総監督 岡　三郎 監督 岡　三郎 ・ 李相佰歿

阿部 賢一 監 督 鎌田 正司 コーチ 高野 芳夫 ・ 関東大学リーグ戦10チーム制となる

コーチ 杉浦　廣 ・ 国際審判員取得・日比野明

・ 全日本選手権大会，決勝リーグへ進出（4位）

７代 総監督 岡　三郎 監督 岡　三郎 ・ 第5回世界選手権大会（チェコ） 女子コ一チ・尾崎正敏

大杉 　徹 監 督 鎌田 正司 コーチ 赤塚 勝己 ・ 第5回世界選手権大会（ｳﾙｸﾞｱｲ･ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ）選手･木村勲

副会長 コーチ 杉浦　廣 ・ 第1回日本リーグ開催

大庭 哲夫 ・ ユニバーシアード（東京）選手・木村勲

９代 総監督 岡　三郎 監督 岡　三郎 ・ 関東大学選手権大会優勝

時子山常三郎 監 督 鎌田 正司 コーチ 赤塚 勝己 ・ 関東大学リーグ戦優勝

コーチ 杉浦　廣 ・ 全日本学生選手権大会優勝

・ 第19回メキシコ・オリンピック大会

　　　アジア地区ノミネート審判・香中亮一

副会長 総監督 岡　三郎 監督 杉浦　廣 ・ 浅野 延秋没

大庭 哲夫 監 督 鎌田 正司 コーチ 平井　隆 ・ 第5回アジア選手権大会（バンコク）

副理事長 コーチ 杉浦　廣 　　監督・牧山圭秀，選手・木村勲

牧山 圭秀

10代 監督 杉浦　廣 監督 杉浦　廣 ・ ユニバーシアード（イタリア）選手・横山邦彦

村井 資長 コーチ 中山　武 コーチ 高野 芳夫 ・ 関束大学リーグ戦最下位となり，中大との入替戦に

　連敗して初の二部転落

・ 第6回アジア競技大会（バンコク）

　　選手・木村勲，横山邦彦，審判・香中亮一

・ 年間ベスト5・木村勲，横山邦彦

1969 44

長島洋･菊池弘一･権藤博康･
鎌谷宗一郎･中川登･上田哲
雄

高橋和子

1970 45

河野清美 堀越和子･柴野芳子

1967 42

渡辺優･松野正･川上勉･泉山
高道･石田宗嗣･中島邦生

鈴木悦子･渡辺素子･笠間ミ
サ子･林みどり

1968 43

山本雄三･小野茂樹･横山邦
彦･田中一光･桑原伸一･山本
博之･近藤浩･榎本格

柏かほる･青木美知子

1965 40

中川進･前原純一･岡野誠･板
坂昌平･長谷川和雄･平井隆･
有元佐之･江口九州男･赤塚
勝己･坂田耕治･水上和雄

西岡輝子

1966 41

木村勲･松本虎一･中山武･高
野芳夫･阿部勲･窪田博仁･小
林進

鈴森千恵子･川上恭子

1963 38

森史郎･片桐大史･竹中正雄･
岩井博･管林義隆･中村彰･杉
浦廣･花堂靖仁

荒川典子･佐伯典子･根上英
子･尾崎悠子

1964 39

入江章夫･帖佐昇･伊藤範雄･
権藤和由･丸山英明･清水屋
真二･森勇夫･上原徹也

松永敏子･和田果･石橋ひか
る

1961 36

冨田洽一･島正泰･林興三･清
水潔･山崎照三･天野正清･木
村昇一･上野清･石井寿夫･清
水英邦･堀野泰雄･田中孝一･
安倍徹･林靖隆･森重道

岩崎由利子･田口洋子

1962 37

山田晋司･印南文雄･岩崎正
敏･前田正剛･森田仁･弓削洋
介･平岡紘夫･梅田泰弘･星野
静雄

木村好子

1959 34
古田知之･塩田典男･鈴木昌･
桑山安弘･佃英哉･豊田康郎･
坂達也

原知子

1960 35

杉山雄之介･藤井仁･上田晋･
上原尚武･木村雅一･鮫島収･
篠木暁夫･鈴木道夫･田辺正
道･橋本大道･長谷川徹･浜田
博･平松武久･五三健

西啓子･甘利芳子

1957 32

葛尾和弘･新谷吉造･早川忠
雄･大内靖夫･宮田進･鈴田常
祐

杉真知子･北川恵子･永島純
代

1958 33
大島千里･鎌田正司･山崎秀
雄･平林孝･河合秀泰･柳川武

比田井清子･久本二美子･野
村千鶴子

1955 30

寺島光雄･阿部進･小池昭生･
山下久夫･日比野義扶･岩崎
武彦･小野寺博･木村鉱三･渡
部寿之･清水恒喜･壁谷道明

女　 子　 部

監督 ・コーチ

1956 31

坂本博･斉藤茂･清水幸･森田
美朗

1953 28

尾崎正敏･福森一二夫･佐々
木義郎･伊藤順蔵･荒井靖司･
日比野明･荒井洋･平野実･藤
田厚夫･山口勇･飯田賢司･松
崎一夫

・ F．Hブラウン来日

・ 東南アジア選手権大会　選手・木下武，木村昌

1954 29
木村昌･堀池清･香中亮一･阿
部輝夫･猪飼誥治･峰岸輝一

・ 第2回アジア競技大会（マニラ）

　　　　総監督及び審判・牧山圭秀，監督･大庭哲夫,選手･木下武

1952 27

木下武･藤田武司･工藤伸夫･
伊藤剋･本山真也･服部勇三

・ ヘルシンキオリンピック大会　調査員・土肥冬雄　　　　・ NHKテレビ放送開始

・ 米国プロバスケットチーム，ハーレム・グローブ・トロッターズ来日

・ 第4回全日本学生選手権大会、立大に敗れ3年連続2位

・ 第28回全日本選手権大会、立大に敗れ2位

1950 25
小穴晃 ・ 第1回関東学生選手権大会はじまる　　・ 第2回全日本学生選手権大会

・ 第1回アジア大会（ニューデリー）監督及び審判・牧山圭秀（戦後初の海外遠征）

1951 26
森島茂夫･佐武甫享･熊田隆
一･増田高昭

・ 第3回全日本学生選手権大会　（前年に引続き慶大に敗れ2位）

・ フィリピンPALチーム来日、早大惜敗



総長･部長
協会役員

(常任理事以上) 卒業メンバー

年 　　表
年　度　 男　子　部 主　要　ニ　ュ　ー　ス

監督 ・コーチ
副会長 監督 小穴　晃 監督 杉浦　廣 ・ 第6回世界選手権大会（ブラジル）

大庭 哲夫 コーチ 冨田 洽一 コーチ 高野 芳夫 　　女子監督・尾崎正敏，コーチ・鈴田常祐，

理事長 A・ｺｰﾁ 杉浦　廣 　　審判・日比野明

牧山 圭秀 ・ 関東大学リーグ戦二部で優勝し，芝工大との入替戦に

　 連勝して一部復帰

・ 第6回アジア選手権大会（東京）

　　　選手･木村勲､横山邦彦･国際審判員取得･田辺正道

監督 小穴　晃 監督 杉浦　廣 ・ 第20回ミュンへンオリンピック大会

コーチ 杉浦　廣 コーチ 藤井　仁 　　　選手・横山邦彦

A・ｺｰﾁ 川上　勉 　〃 塚越 和子

副会長 監督 小穴　晃 監督 藤井　仁 ・ 第7回アジア選手権大会マネジャー・山田稔

大庭 哲夫 コーチ 五三　健 ・ 年間ベスト5・横山邦彦

監督 小穴　晃 監督 藤井　仁 ・ 第7回アジア競技大会

コーチ 五三　健 　　選手・横山邦彦，女子監督・尾崎正敏

監督 鎌田 正司 監督 藤井　仁 ・ 第7回世界選手権大会（カリ）

コーチ 内河　隆 コーチ 岡野　誠 　　　女子監督・尾崎正敏，審判・田辺正道

・ 故李相佰10周忌追悼のため，男子部訪韓

　 延世・高麗・漢陽の三大学とリーグ戦を行う

監督 鎌田 正司 監督 岡野　誠 ・ 関東大学選手権大会に代り東京七大学選手権大会開催

コーチ 木村　勲 コーチ 藤田 卓也 ・ 第21回モントリオール・オリンピック大会

　　　　女子監督・尾崎正敏　審判・香中亮一

・ 関東大学リーグ戦7チーム制となり，「束京7大学リーグ*

・ 年間ベスト5・青木崇　　　　　　　　　　　　　　*戦」と呼称

監督 杉浦　廣 監督 岡野　誠 ・ 関東大学リーグ戦13チーム制となる

コーチ 木村　勲 コーチ 藤田 卓也 ・ 第9回アジア選手権大会（ﾏﾚｰｼｱ）コーチ･木村勲

11代 監督 杉浦　廣 監督 岡野　誠 ・ 第１回李相佰杯争奪日韓学生競技大会（東京）
清水　司 コーチ 木村　勲 ・ 関東大学リーグ戦10チーム制となり「東京学生リーグ」と*

・ 第8回アジア競技大会（バンコク）選手・青木崇　　　*呼称

監督 杉浦　廣 監督 岡野　誠 ・ 第8回世界選手権大会（ソウル）　女子監督・尾崎正敏

コーチ 木村　勲 コーチ 小河 栄治 ・ 第10回アジア選手権大会（名古屋）　選手・青木崇

監督 杉浦　廣 監督 葛尾 清子
コーチ 木村　勲 コーチ 小河 栄治

８代 監督 杉浦　廣 監督 葛尾 清子 ・ ユニバーシアード大会（プカレスト）　選手・龍田晃一

堤　貞夫 コーチ 赤塚 勝巳 コーチ 後藤 広海 ・ 第1回ホームカミングデー

12代 監督 杉浦　廣 監督 葛尾 清子 ・ 関束大学リーグ戦（東京学生リーグ）は24チームによる

西原 春夫 コーチ 赤塚 勝巳 コーチ 久保 茂樹 　強化リーグに再編成「第1回関東男子学生リーグ」と呼称

・ 創部60周年及び部史「RDR60」出版記念祝賀会

総監督 竹崎 道雄 監督 H 藤田 直也 ・ 関東男子学生リーグBグループ（2部）優勝Aグループ*

監督 杉浦　廣 A・ｺｰﾁ 伊村慶子 ・ 「RDR60」発刊　　　　　　　　　　　　　　　　　*（1部）復帰

コーチ 赤塚 勝巳 ・ 教育学部に特別選抜制度導入

総監督 竹崎 道雄 監督 杉浦　廣
監督 杉浦　廣 コーチ　 田嶋　智
コーチ 赤塚 勝巳

監督 鎌田 正司 監督 杉浦　廣
コーチ 川上　勉 コーチ 佐藤 正之

総監督 杉浦　廣 監督 杉浦　廣
監督 鎌田 正司 コーチ 岩本 邦裕
コーチ 川上　勉

総監督 杉浦　廣 監督 杉浦　廣 ・ 人間科学部スポーツ科学科に特別選抜制度導入

監督 鎌田 正司 コーチ 岩本 邦裕
コーチ 水上　豊

A・ｺｰﾁ 友田 宏人

総監督 杉浦　廣 総監督 杉浦　廣
監督 鎌田 正司 監督 木村　勲

山本 雄三 コーチ　 鈴木 義因
コーチ 水上　豊 A・ｺｰﾁ 池田 昌基

平成 総監督 杉浦　廣 総監督 杉浦　廣

監督 水上　豊 監督 木村　勲

1 コーチ 戸坂　勝 コーチ　 池田 昌基

13代 監督 水上　豊 監督 木村　勲
小山 宙丸 コーチ 戸坂　勝 コーチ

関口 トヨ
子

A・ｺｰﾁ 安部　克彦

本宮　典幸

監督 水上　豊 監督 木村　勲
コーチ 戸坂　勝 コーチ 関口 トヨ

子

監督 早川 忠雄 監督 木村　勲
コーチ 山本 雄三

コーチ 関口 トヨ子

監督 早川 忠雄 監督 木村　 勲
コーチ 山本 雄三 コーチ 青木美知子

A・ｺｰﾁ　 坂口 幸子

14代 監督 村山 義弘 監督 木村　勲
コーチ 新井 知水 コーチ 青木美知子

A・ｺｰﾁ 平久江 卓 A・ｺｰﾁ 坂口 幸子
ﾄﾚｰﾅｰ 勝又道代

監督 村山 義弘 監督 木村　勲
コーチ 新井 知水 コーチ 青木美知子

A・ｺｰﾁ 平久江 卓 A・ｺｰﾁ 坂口 幸子
ﾄﾚｰﾅｰ 津田 統巳 ﾄﾚｰﾅｰ 勝又道代

1995 7

斉藤利之･鈴木晃司･財前統
誉士･山下泰央･稲宮一哉･飯
野貴弘

宮前雅代･山本菜穂子

1993 5
大野雅之･海野裕･山崎和寿･
大橋智基･関口浩文･小林智･
神座謙

古居純子

1994 6

桑崎司･無着剛･津田統己･秋
山元浩･南條智明･広川聡･丸
本充昭･斉藤栄･高瀬俊也･木
村晋･武田大恵･湯本真士

伊藤めぐみ･岩瀬裕子･脇田
ひとみ･箕輪あき･川田未穂･
河村章子･八並智子･飯野純
子･外川美佳

奥島 孝康

1991 3
鈴木裕志･亀岡義宣･永淵周
一･大倉隆史･北田敦也･森伊
知郎･石塚展章

坂口幸子･青木美知子･小倉
美穂･深澤佳代･大賀佳代
子･良知令子

1992 4
橋口一夫･東野智弥･佐藤俊
幸･中田実樹･近藤雄三･加藤
雄

鈴木恵美･小島早苗･山口葉
子･金子千夏･中島葉子･滝
川加代子･若月忍

1989
中山義則･原裕之･池卓実 なし

1990 2

石川昌彦･道祖士哲也･西尾
勝利･鈴木英明

喜多王洋子･山本エリカ･松
本由美･上野智美･大沢みさ

1987 62

平野俊幸･小林和則･本宮典
幸･成瀬英明･池田昌基･元田
克明･清水乃希･長谷川勝・大
澤正典

遠山あゆみ･野原ゆり･宮坂
由美子･小山明子･酒井淳
子･池野和

1988 63

勝田雄一郎･山谷公基･金沢
裕一

高橋宏子･阪口香･矢野礼
子･渡辺美由

1985 60
田窪健二･友田宏人･中川善
博･大山英明･岡部義彦･岩本
邦裕･吉田謙二･安部克彦

なし

1986 61
守屋丈昭･杉山英士･菅野幹
雄･飯塚隆一･三木晋吉･右田
雅義･大橋健二･森清友樹

中尾智子･嘉戸章江

1983 58
土橋比呂志･宇土憲二･前田
裕司･飯田博一･田嶋智･平久
江卓･内田啓史

なし

1984 59
柏木茂幸･赤石隆･綿貫洋一･
谷口裕介･佐藤正之･田川信
一郎･安藤毅･日高滋･山田通
憲

鈴木いずみ･菅原葉子

1981 56
龍田晃一･久保茂紀･鍬本晴
一･青木久幸･塚田宏明

山本恵美子

1982 57

高倉哲雄･青木正博･末永要
一郎･広瀬晴久･三原信武･小
泉憲一･倉石工

伊村慶子･岩崎敏子･菊池淑
子

1979 54

新井知水･加藤安隆･河合雅
士･後藤広海･谷脇祥文･中村
栄一･須賀誠･小口真一･吉楽
隆一

中山麗容･渡辺由美･宮嶋正
子･昼間淳子

1980 55

菅野伊佐雄･佐藤昌弘･福田
登･藤田直樹･森敏明･戸坂
勝･松本信宏･斉藤太桂朗･南
和宏･松永政信

小池喜美子･石田恵子･丹羽
久美子･松村幸子･丸茂いく
子

1977 52
水岸美光･小河栄治･保坂雄
二･泉沢輝

永尾英理子･跡地景子･川崎
順子･小早川洋子

1978 53
村上義光･倉石平･福田精･熊
木章･石原義人･畑佐一味･箱
田洋一･鈴木義因

宇佐美典子

1975 50

村山義弘･村上一義･斉藤建
二･佐々木栄喜･岡田文男･佐
藤崇行･柴山知千･白井峰馬･
寺嶋幸夫･藤田卓也

竹本徳子･山本妙子･小池洋
子

1976 51

水上豊･橋本法知･後藤安朗 中島美和子･永島まゆみ･本
間ちえ

1973 48
藤田直也･佐々木克栄･本城
貞夫･加藤悦孝･熊崎守彦･佐
野正明

高橋紀子

1974 49
青木崇･西井歳晴･倉増幸弘･
萩原洋光･高根沢康夫･清水
宏･渡辺渡

大塚悦子

1971 46

星芳樹･青木賢司･内河隆･和
歌章

窪田悦子

1972 47
杉浦芳樹･加藤洋 関口トヨ子･菅家さち子



総長･部長
協会役員

(常任理事以上) 卒業メンバー

年 　　表
年　度　 男　子　部 主　要　ニ　ュ　ー　ス

監督 ・コーチ
監督 村山 義弘 監督 木村　勲
コーチ 新井 知水 コーチ 関口 トヨ

子
A・ｺｰﾁ 平久江 卓 A・ｺｰﾁ 金子 千夏

ﾄﾚｰﾅｰ 勝又道代
監督 新井 知水 監督 木村　勲
コーチ 平久江 卓 コーチ 金子 千夏
A・ｺｰﾁ 平野 俊幸 A・ｺｰﾁ 関口 トヨ

子
ﾄﾚｰﾅｰ 勝又道代

監督 新井 知水 監督 木村　勲
コーチ 平久江 卓 コーチ 金子 千夏
A・ｺｰﾁ 平野 俊幸 ﾄﾚｰﾅｰ 勝又道代

監督 青木　崇 監督 木村　勲 ・ 女子部2部優勝大妻女大との入替戦で1部復帰
コーチ 水上　豊 コーチ 金子 千夏
A・ｺｰﾁ 岡嶋 昭人 A・ｺｰﾁ 青木美知子

監督 青木　崇 監督 木村　勲 ・ スポーツ推薦制度設置

コーチ 水上　豊 コーチ 金子 千夏 ・ 女子部関東女子学生選手権大会初優勝

A・ｺｰﾁ 東野 智弥 A・ｺｰﾁ 青木美知子

監督 青木　崇 監督 木村　勲 ・ 大隈講堂の80円切手発行（都選 歴史的建造物として）

コーチ 水上　豊 コーチ 金子 千夏 ・ ルール改正：４クォーター制に

A・ｺｰﾁ 東野 智弥 A・ｺｰﾁ 萩原美樹子 ・ 男子部上海遠征（アジア有名大学バスケットボール大会）

A・ｺｰﾁ 飯田 博一 ・ 体育局「強化指定部」に選定（43部中11部）

15代 総監督 青木　崇 監督 木村　勲 ・創部８０周年及び部史「RDR８０」出版記念祝賀会

白井 克彦 監督H 水上　豊 コーチ 金子 千夏 ・関束大学リーグ戦2部2位となり，拓殖大・青学大との

A・ｺｰﾁ 倉石　平 A・ｺｰﾁ 萩原美樹子 　入替戦に勝ち1部復帰

A・ｺｰﾁ 村上 義光 ・男女共にインカレ３位

A・ｺｰﾁ 飯田 博一 ・オールジャパンアベック出場１回戦突破
総監督 伊藤 順蔵 総監督 杉浦　廣
監督H 川上　勉 監督 木村　勲
A・ｺｰﾁ 倉石　平 A・ｺｰﾁ 金子 千夏
A・ｺｰﾁ 飯田 博一 A・ｺｰﾁ 萩原美樹子

監督 伊藤 順蔵 総監督 杉浦　廣 ・関束大学リーグ戦７位となり，青学大との入替戦に敗れ

コーチ 倉石　平 監督 木村　勲 　２部降格

A・ｺｰﾁ 三原　学 A・ｺｰﾁ 金子 千夏

A・ｺｰﾁ 萩原美樹子

９代 総監督 伊藤 順蔵 総監督 木村　勲 ・李相佰杯　選手･菅原洋介出場

菊池 徹夫 監督H 松野　正 監督 土橋比呂志 ・男子２部優勝、大東文化大との入替戦に勝ち１部復帰

A・ｺｰﾁ 倉石　平 コーチ 萩原美樹子 ・男子オールジャパン出場

A・ｺｰﾁ 高田さやか

総監督 伊藤 順蔵 総監督 木村　勲 ・女子部創部50周年記念祝賀会

監督H 松野　正 監督 土橋比呂志 ・男子韓国遠征（高麗大）

コーチ 萩原美樹子 ・女子オールジャパン出場

A・ｺｰﾁ 高田さやか
総監督 伊藤 順蔵 総監督 倉石　平 ･早稲田大学創立125周年

監督H 松野　正 監督 土橋比呂志 ・男女オールジャパン出場

コーチ 早川 忠雄

A・ｺｰﾁ 斉藤 利之

A・ｺｰﾁ 高田さやか

監督 倉石　平 赤沼悠・鍛冶康幸・根本裕太 総監督 倉石　平 斗成枝里・阿部由紀乃

コーチ 佐藤　崇行 井上恵介・小見山純一 監督 土橋比呂志 鳥越愛・望月麻希子

A･ｺｰﾁ 斉藤　利之 田中雄・熊井健 コーチ 早川 忠雄

A・ｺｰﾁ 高田さやか

A・ｺｰﾁ 佃　夏子

監督 倉石　平 東達也・山田純也・渡部大樹 総監督 倉石　平 柴田ひとみ・浅羽麻子 ・ユニバーシアード　柴田ひとみ出場

技術顧問 冨田　洽一 大河原良昭・重松慧太 監督 土橋比呂志 玉松真織・松井優紀 ・U－１９　丹羽裕美出場

21 A･ｺｰﾁ 数馬　寛人 東條輝正・林洋辰 A・ｺｰﾁ 萩原美樹子 ・女子オールジャパン出場

元重茉莉奈・藤田佳子 A・ｺｰﾁ 高田さやか

A・ｺｰﾁ 佃　夏子

10代 総監督 倉石　平 相井大樹・井手勇次 総監督 土橋比呂志 反町真理子・武笠恵理 ・男子部　2部準優勝。中央との入替戦２勝１敗で１部復帰

紙屋　敦之 H･ｺｰﾁ 数馬　寛人 江口順紀・平井清貴 H･ｺｰﾁ 松野　正 青砥諒子・大伴茉奈

技術顧問 冨田　洽一 稲森遼介・玉井和樹 A・ｺｰﾁ 高田さやか 釘屋綾子・大智愛佳

16代 A・ｺｰﾁ 飯野貴弘 神野健洋・安達政・森雄貴 渡部亜来子・原田靖子

鎌田　薫 金井賢治・下山竜良

冨田茉記子・土山晋也

総監督 倉石　平 押見幸一・久保田遼 総監督 松野　正 渡辺寛子・坂下英里香 ・男子部　関東大学リーグ戦１部6位

H･ｺｰﾁ 数馬　寛人 藤森祥・岩村隼 ｺｰﾁ 萩原美樹子 大崎水緒・梶野夏希 ・男子部　インカレ　ベスト8

技術顧問 冨田　洽一 進諒太郎 A・ｺｰﾁ 土橋比呂志 光山慈能・佐野友紀 ・女子部　関東大学女子選手権１１年ぶりの優勝

A・ｺｰﾁ 飯野貴弘 A・ｺｰﾁ 大西真由 飯野悦子・津田ちひろ ・女子部　関東大学女子リーグ戦1部4位

A・ｺｰﾁ 阿部由紀乃 ・女子部　インカレ初優勝。リーガロイヤルにて優勝祝賀会開催。

顧問 倉石　平 ・男女　　オールジャパン出場

総監督 倉石　平 大塚勇人・中道啓太 監督 土橋比呂志 望月桜子・金山舞穂 ・男子部　関東大学リーグ戦1部8位

H･ｺｰﾁ 数馬　寛人 藤原龍介・岩谷駿汰郎 Hｺｰﾁ 萩原美樹子 齋田 愛美・丹羽裕美 ・女子部　関東大学女子選手権、関東大学女子リーグ戦、インカレ準優勝

技術顧問 冨田　洽一 中島英之・相井昂大 A・ｺｰﾁ 佃　夏子 浅原三友 ・女子部　オールジャパン出場

A・ｺｰﾁ 飯野　貴弘 学生ｺｰﾁ 藤生喜代美

顧問 倉石　平

総監督 倉石　平 河上宗平・二宮弘憲 監督 土橋比呂志 森仁美・加藤千尋 ・男子部　関東大学選手権6位

H･ｺｰﾁ 数馬　寛人 鈴木貴大・玉井勇気 Hｺｰﾁ 萩原美樹子 本多真実・小原みなみ ・男子部　関東大学リーグ戦1部7位。入替戦に敗れ2部降
格。技術顧問 冨田　洽一 松本大輝・山田舜 A・ｺｰﾁ 佃　夏子 桒野百合子・小林夏実 ・女子部　関東大学女子選手権準優勝

A・ｺｰﾁ 飯野　貴弘 鄭旻英 学生ｺｰﾁ 藤生喜代美 花井彩・藤生喜代美 ・女子部　関東大学女子リーグ戦第2位

顧問 倉石　平 ・女子部　インカレ3位

・女子部　オールジャパンベスト16

2009

2010 22

2013 25

2007 19

菅川浩樹、前川貴宏、木下直
哉、近森裕佳、加藤亮平、風
間俊亮、高橋竜二、金巻秀
樹、矢野翔平

鶴本　尚子、佃　夏子、大西
真由、杵鞭　喜子、谷内　花
恵、谷　愛貴、松岡　紗衣、
渡部　春奈

A・ｺｰﾁ 北郷慎太郎

2008 20

2005 17

菅原洋介･押野暁･高木賢信･
高島一貴･数馬寛人･湯浅健
司･川野宏明･久保宣之･坂田
健太郎･荒谷圭

宮本早紀･原田真千子･梶原
麻由子

2006 18

岩隈隆士･田上順一･松尾拓
行･永田啓洋・平松翔吾･泉山
仁志･貝瀬宏和･西巻洋太･横
川容平･安部建太朗･茅野温
子

南恵理･市川藤乃･半澤愛
子･荒瀬尚代･松井涼子･吉
田水穂･野坂綾美･井口奈央
子･馬杉千絵･小森菜美

A・ｺｰﾁ 北郷慎太郎
　

2003 15

朝山正吾･村山範行･塩坂潤 鈴木衣里那･内堀まゆみ･加
原美和･市川仁美

2004 16

木村行秀･花尾秀幸･佐藤亮･
橋村将来･栗原祐太･青木淑
晃･武井修志･浅野豊･末松慶
佑･山本洋平･早川大史･渡部
達也･西村未来子･元安陽一

堀江早紀･槇美保子･丸藤裕
子

2001 13

畑山陽一･加藤悦弘･川田真
俊･佐賀昭則･田辺崇･山下洋
克

天草寛子･江崎朝美･相楽典
子･水澤･明子･吉田泉･武田
紀美子･鋤柄典子･宮部めぐ
み･倉田枝望子

2002 14

藤野素宏･岩崎一英･清水屋
陶吉･森本聡･三原学・小池信
宏

大畠ゆり･大垣美和･三浦か
おり

1999 11
佐藤剛広･野村要次･安楽崇･
鈴木大介･加藤武･中島透･池
田和則･佐田幸一

尾形晴子･辻麻希子･萩野圭
子･松野志保

2000 12
金田詳徳･宮田論･田中有哉･
佐藤寛樹･清水寛史

森田智子･高田さやか･菊地
由佳･星川明子･水田雅子

1997 9

才ノ元雅章･斉藤高史･田中裕
之･阿部俊朗

秋田彩子･江口晶子･高橋み
ずほ･岡部美恵･山内倫子･
姫川雅美･中村史子

1998 10

大鳥居徹･村井淳･藤平高徳･
北郷慎太郎･宮井淳･斉藤友
和･原山敬一･渡辺重人･上松
大輔･江夏志門

嶋崎佐智子･野村恭子･橋間
美枝･小澤典子･山形涼子

1996 8

大久保浩城･永井龍彦･高野
茂樹･小林敦･町田浩徳･吉田
雄一

一瀬由貴子･植田庸子･高橋
志奈･矢幅さやか･春日かお
り･馬渕統宮子･稲野邊真
衣･久光祥子･中村友佳

2012 24

2011 23



総長･部長
協会役員

(常任理事以上) 卒業メンバー

年 　　表
年　度　 男　子　部 主　要　ニ　ュ　ー　ス

監督 ・コーチ
総監督 倉石　平 武津祐太郎・平野哲朗 監督 土橋比呂志 神﨑由香・桂葵 ・男子部　関東大学選手権5位

H･ｺｰﾁ 数馬　寛人 根本研・北原大暉 Hｺｰﾁ 萩原美樹子 平田彩乃・井関夏美 ・男子部　関東大学リーグ戦2部4位

技術顧問 冨田　洽一 中島渉・木村晃大 A・ｺｰﾁ 藤生喜代美 伊沢なつみ ・女子部　関東大学女子選手権準優勝

A・ｺｰﾁ 飯野　貴弘 中野瑛介・小林裕太郎 顧問 倉石　平 ・女子部　関東大学女子リーグ戦優勝

木村建也・井上康 ・女子部　インカレ優勝

吉岡修平・高橋明宏

監督 平久江　卓 池田慶次郎・木澤義椰 監督 土橋比呂志 本橋菜子・林田美里 ・男子部　関東大学リーグ戦2部準優勝。入替戦を経て１部復帰

H･ｺｰﾁ 財前　統誉士 山本純平・國枝健太 Hｺｰﾁ 萩原美樹子 根岸夢・関根彩乃 ・女子部　関東大学女子選手権4位

A・ｺｰﾁ 飯野　貴弘 八川修士・永井良佳 A・ｺｰﾁ 藤生喜代美 酒井愛・津田真奈美 ・女子部　関東大学女子リーグ戦優勝

A・ｺｰﾁ 吉岡　修平 井上和之・米真由子 顧問 倉石　平 大見晴香・小林愛実 ・女子部　インカレ5位

顧問 倉石　平 山宮弘毅

監督 平久江　卓 河合祥樹・佐藤智也 監督 土橋比呂志 田村未来・中村和泉 ・男子部　関東大学選手権4位

コーチ 財前　統誉士 伊藤諄哉・澁田貴大 Hｺｰﾁ 藤生喜代美 加藤臨・山田桃子 ・男子部　関東大学リーグ戦1部5位

コーチ 吉岡　修平 宮脇隼人・長田草太 A・ｺｰﾁ 桂葵 阿部真紀子・難波空 ・男子部　インカレ7位

顧問 倉石　平 柳澤優香 顧問 倉石　平 福崎桃子・根本千穂 ・女子部　関東大学女子選手権準優勝

・女子部　関東大学女子リーグ戦優勝

・女子部　インカレ4位

10代 監督 平久江　卓 森井健太・新川敬大 監督 土橋比呂志 小島由希子・林靖子 ・男子部　関東大学リーグ戦1部8位

上野　和昭 H･ｺｰﾁ 吉岡　修平 北代智樹・石原卓 Hｺｰﾁ 藤生喜代美 砂川夏輝・萩尾千尋 ・女子部　関東大学女子選手権優勝

A・ｺｰﾁ 長田　草太 南木俊樹・橋本悠平 A・ｺｰﾁ 望月桜子 崎上あやね・今仲杏奈 ・女子部　関東大学女子リーグ戦1部準優勝

顧問 倉石　平 中村圭佑・濱田微千 A・ｺｰﾁ 加藤千尋 森田真彩 ・女子部　インカレ6位

井桁緑・平賀出雲 顧問 倉石　平

監督 平久江　卓 濱田健太・長谷川暢 監督 土橋比呂志 高田静・大西胡桃 ・男子部　関東大学リーグ戦1部8位

H･ｺｰﾁ 吉岡　修平 山内大樹・中野諭 ｺｰﾁ 大西真由 長谷川玲子・田中真美子 ・男子部　インカレ6位

A・ｺｰﾁ 長田　草太 森定隼吾・中谷誠人 A・ｺｰﾁ 加藤千尋 谷口涼佳・山田奈央 ・女子部　関東大学女子選手権準優勝

顧問 倉石　平 富田頼・岡野佑紀 顧問 倉石　平 ・女子部　関東大学女子リーグ戦優勝

曽我亮太・菅祐史

矢作香穂里・中川芙美子

令和 監督 平久江　卓 桑田裕平・香川泰斗 監督 土橋比呂志 内山美悠・細貝野乃花 ・男子部　関東大学リーグ戦1部9位。入替戦を経て１部残留

H･ｺｰﾁ 吉岡　修平 長谷川仁哉・髙阪俊輔 ｺｰﾁ 大西真由 安藤友里恵・岩田千夏子 ・女子部　関東大学女子選手権4位

元年 A・ｺｰﾁ 長田　草太 菊池雄大・本多右京 A・ｺｰﾁ 加藤千尋 澁谷咲月・中村美羽 ・女子部　関東大学女子リーグ戦5位

顧問 倉石　平 顧問 倉石　平 中田珠未・下和田ゆい ・女子部　インカレベスト8

深川悠佳

監督 平久江　卓 小室悠太郎・池田琳苑 監督 土橋比呂志 石井香帆・船生晴香 ・男子部　オータムカップ開催。

ｺｰﾁ 長田　草太 柳川幹也・島村隼太 Hｺｰﾁ 大西真由 鈴木美香 ・男子部　インカレ8位

顧問 倉石　平 千葉大聖 ｺｰﾁ 冨田洽一

A・ｺｰﾁ 花井彩

A・ｺｰﾁ 大西胡桃

顧問 倉石平

11代 監督 平久江　卓 津田誠人・宮本一樹 監督 大西真由 神山夢来・栗田有子 ・男子部　関東大学リーグ戦1部9位。

藤田　誠 H･ｺｰﾁ 倉石　平 萩原圭・曽我部ありす ｺｰﾁ 冨田洽一 大原咲織・河村くるみ ・女子部　関東大学女子選手権4位

A・ｺｰﾁ 長田　草太 森一史・無着航平 ｺｰﾁ 土橋比呂志 今井美沙樹・三浦咲樹 ・女子部　関東大学女子リーグ戦4位

大島岳晃・松岡寛子 A・ｺｰﾁ 花井彩 黒井優衣 ・女子部　インカレ3位

A・ｺｰﾁ 大西胡桃

顧問 倉石平

総長･部長 卒業メンバー 卒業メンバー
協会役員

(常任理事以上)

監督 ・コーチ 監督 ・コーチ
主　要　ニ　ュ　ー　ス

男　子　部 女　子　部
年　度　

2017 29

2014 26

2015 27

2016 28

2018 30

2019

2020 2

2021 3


