
■　文化クラブ

クラブ名

陸上自衛隊金沢駐屯地観桜会

ミニコンサート

第64回北陸三県大学学生交歓芸術祭

ﾌﾚｯｼｭ！ﾌﾚｯｼｭ！若人の伝統芸能祭2014（石川県音楽堂邦楽ﾎｰﾙ）

犀星中学校音楽祭

新入部員御披露目ミニコンサート

オープンキャンパスランチタイムコンサート

七夕ミニコンサート

末保育園慰問コンサート

クリスマスランチタイムコンサート

三校合同ライブ

華道

茶道

平成26年度全国宝生流学生能楽連盟北陸支部大会

えみりとなみの京散歩

第1回コンテンツ・ツーリズム研究学会全国大会

軽音楽
H26.11.22

卒業華展（ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢）

H26.7.6 七夕茶会

第63回北陸三県大学学生交歓芸術祭（福井県あわら市文化会館）

H27.2.21 第24回金沢学院大学・短期大学合唱部定期演奏会（金沢市ｱｰﾄﾎｰﾙ）

H26.5.17 IDK POP AZ 2014（金沢AZﾎｰﾙ）

H26.9.9

H26.6.22

H26.12.10

実施日 大　会　名

H26.10.25邦楽

H26.4.12

H26.11.8 第39回金沢学院短期大学・第25回金沢学院大学邦楽演奏会（石川県教育会館）

H26.11.30

H26.6.24

運　動　ク　ラ　ブ

 合気道（男女）　ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ(男女）　弓道（男女）　ｺﾞﾙﾌ（男女）　柔道（男女）　水泳（男女）　　 　 　 　 　 　 　　　　　　　

 ｿﾌﾄﾃﾆｽ（男女）　ﾃﾆｽ（男女）　ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ（男女）　軟式野球（男）　ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（男女）　陸上競技（男女）　硬式野球（男）　 　 　 　　　　　　　

 ｻｯｶｰ（男）　相撲（男）　ﾗｸﾞﾋﾞｰ（男）　ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ（女）　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（男女）　ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（女）　　剣道（男女）

 ﾌｯﾄｻﾙ（男）同好会　　空手（男）同好会  ｽｷｰ･ﾎﾞｰﾄﾞ（男女）同好会　ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(男)同好会

2014年度　クラブ活動記録

クラブ活動の紹介

文　化　ク　ラ　ブ

 異文化交流　 演劇　 ｵﾍﾟﾗ・ﾊﾞﾚｴ鑑賞会  合唱 　華道　 軽音楽　 ｹﾞｰﾑ作成 　考古学研究会　 　 　 　 　 　　

 古文書研究会 　茶道 　ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ部  CG研究会　 吹奏楽 　創樹会 　日本史研究会 　能楽　 邦楽　デザインチームARS 　  　 　 　　　

 漫画研究  映像研究会同好会　 映画研究会同好会　写真同好会  美術同好会　ジャパンサブカルチャー研究会

合唱

H26.6.2

吹奏楽
H26.7.12

H26.7.15

H27.2.5～H27.2.6

H26.9.7

能楽
H26.11.9

H26.5.18
JSC研究会

H26.6.14～H26.6.15 第61回全国宝生流学生能楽連盟学生自演会



■　運動クラブ（男子）

クラブ名 大　会　名 結　果

北陸大学野球春季ﾘｰｸﾞ戦 2位

第22回北陸大学野球新人戦

第6回北陸三県社会人大学交流戦

第23回金沢市長杯争奪石川県大学野球定期戦 4位

平成26年度　第22回中日旗争奪北陸私立大学野球選手権大会 5位

北陸大学野球秋季ﾘｰｸﾞ戦 4位

第31回全日本大学選抜相撲宇和島大会 団体8位

第54回全国大学選抜相撲宇佐大会

第24回全国選抜大学・社会人対抗相撲九州大会

第64回西日本学生相撲新人選手権大会

第52回全国選抜大学・実業団対抗相撲和歌山大会

第88回西日本学生相撲選手権大会 団体2位、個人2位

第74回西日本選抜学生相撲大会 団体2位

第4回全日本大学選抜相撲金沢大会 団体ベスト8

第39回西日本学生相撲個人体重別選手権大会 85ｋｇ未満級3位　115kg未満級2位　135ｋｇ未満級3位

第49回全日本大学選抜相撲十和田大会 団体ベスト8

第62回全国選抜大学・実業団相撲刈谷大会

第39回全国学生相撲個人体重別選手権大会 85ｋｇ未満級1位　115kg未満級1位

第21回石川県相撲選手権大会

団体優勝、2位
個人85kg未満級1、3位　100kg未満級1位
　　　120ｋｇ未満級1位　120ｋｇ以上級3位
総合選手権2、3位

第92回全国学生相撲選手権大会

第63回全日本相撲選手権大会

第46回北陸大学ラグビーフットボール選手権大会 1位

第65回全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会　地区大会

北陸地区大学軟式野球秋季ﾘｰｸﾞ戦 2位

第31回西日本大学軟式野球選手権大会

石川県ｻｯｶｰ選手権大会 ベスト8

第38回総理大臣杯全日本大学ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ北信越大会

北信越大学ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2部 3位

第26回石川学生サッカー新人戦 2位

ラグビー

サッカー

H26.11.22～H26.11.24

軟式野球
H26.8.23～H26.9.23

H26.11.8～H26.11.12

H26.11.16

相撲

H26.12.6～H26.12.7

硬式野球

H26.4.5～H26.5.18

H26.6.14～H26.6.22

H26.6.28～H26.6.29

H26.7.26

H26.8.30～H26.10.15

実施日

H26.5.17～H26.5.18

H26.11.7～H26.11.9

H26.7.26～H26.7.27

H26.8.4～H26.8.7

H26.9.13～H26.9.14

H26.10.19

H26.5.4～H26.5.5

H26.5.10～H26.5.11

H26.7.5～H26.7.6

H26.5.1～H26.5.3

H26.7.20

H26.9～

H26.4.28～H26.4.30

H26.4.27～H26.6.29

H26.8.12～H26.8.16

H26.5.31～H26.6.1

H26.9.20～H26.9.21

H26.9.14～H26.11.2

H26.5.4～H26.6.21



■　運動クラブ（女子）

クラブ名 大　会　名 結　果

第66回全日本総合女子ソフトボール選手権大会　石川県予選 準優勝

第19回北信越大学男子女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 準優勝

第11回北信越大学男子女子オープン・ソフトボール大会

第28回東日本大学ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

2014ＨＡＫＵＢＡ　ＣＵＰ　大学女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会

第49回全日本男女ソフトボール選手権大会

第21回北信越大学新人男女ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 優勝

■　運動クラブ（男女）

クラブ名 大　会　名 結　果

第24回金沢市青少年ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ競技選手権大会
男子個人・1、2、3位
女子個人・1、3位

第１回全日本トランポリン競技年齢別選手権大会 男子6位、女子1、5位

第3回アジアシニア＆ジュニア　トランポリン競技選手権大会 3位

2014強化選手オーディション 合格

第30回世界トランポリン競技選手権大会　日本代表最終選考会 男子4位　女子2位

第49回全日本学生トランポリン競技選手権大会
男子団体・1位　個人Aｸﾗｽ・3、4位　ｼﾝｸﾛAｸﾗｽ・1位
女子団体・1位　個人Aｸﾗｽ・１、3位
　　　　　　　　　　ｼﾝｸﾛAｸﾗｽ・1、位

第41回石川県トランポリン競技選手権大会 男子1、2、3位　女子1、4位

第42回西日本トランポリン競技選手権大会
男子個人・1、3位
女子個人・1、3位

第17回アジア競技大会 3位

第6回石川オープン年齢別トランポリン競技選手権大会 女子1位　男子3位

第30回世界トランポリン競技選手権大会 女子シンクロ5位

第51回全日本トランポリン競技選手権大会
男子団体・優勝　女子団体2位
男子個人7、8位　女子個人2位
男子シンクロ1、2位　女子シンクロ2、5位

川崎市長杯争奪2014国際トランポリンジャパンオープン
男子3位
女子4、6位

第6回都道府県対抗トランポリン競技選手権大会 男子1位

H26.4.20

H26.8.29～H26.9.30

H26.9.12～H26.9.14

H26.11.28～H26.11.30

H26.5.17～H26.5.18

H26.9.7

H26.6.21～H26.6.22

H26.8.19～H26.8.21

H26.10.18～H26.10.19

H26.7.12～H26.7.13

H26.12.19

実施日

ソフトボール

H26.4.20

H26.8.6～H26.8.10

H26.11.2～H26.11.11

H26.8.29～H26.8.31

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ

H26.10.13

実施日

H26.9.15～H26.9.27

H27.2.21～H27.2.22

H26.6.2～H26.6.5

H26.5.17～H26.5.18

H26.7.3～H26.7.6



■　運動クラブ（男女）

クラブ名 大　会　名 結　果

第63回北信越学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会
男子団体・優勝
女子団体・準優勝

平成26年度石川県団体総合バドミントン選手権大会 男子団体・2位　女子団体ベスト4

第63回中部大学・第62回中部学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会
男子団体・優勝　　ｼﾝｸﾞﾙｽ・1、2、3位
                       　 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・2、3位
女子団体・3位　　　ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・2位

第2回全日本学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ選手権大会

第61回北信越学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ・１、2、3、4位　　ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・2、3、4位
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ・3、4位　　　　　　ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・2位
混合・1，2，3位

第54回西日本学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会
男子団体・1位　ｼﾝｸﾞﾙｽ・3位、ベスト8
　　　　　　　　　　ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・3、4位、ベスト8

第65回秩父宮・秩父宮妃杯争奪全日本学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・ﾍﾞｽﾄ4

第47回北信越大学バドミントン選手権大会 男子団体1位　女子団体1位

第18回北信越学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ新人選手権大会
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ・１、2、3、位　ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・１、2、3、位
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ・1、2、3位　ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・1、2位

平成26年度北國新聞社杯争奪石川県個人総合バドミントン選手権大会
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ・1、3位　ﾀﾞﾌﾞﾙｽ3位
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ3位

第68回近県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

第48回笹本杯争奪北信越大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦
男子3部B優勝・3部A昇格
女子3部3位

女子第63回西日本学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

平成26年度石川県会長杯争奪バスケットボール大会 3部準優勝

第69回石川県総合バスケットボール選手権大会

第21回安田杯争奪石川県学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 男子3位

第48回北信越大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会兼ｲﾝｶﾚ予選

石川県バスケットボールリーグ戦順位決定トーナメント及び入れ替え戦 2部昇格

第15回金沢市バスケットボール・ウインターカップ 2位

平成26年度　石川県バレーボール　ウインターリーグ

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

H27.1.18

バドミントン

H26.12.5～H26.12.7

H26.10.9～H26.10.10

H26.7.20～H26.8.17

H26.8.31～H26.9.28

H26.12.14

H26.12.20～H26.12.23

H26.10.24～H26.10.30

H26.4.19～H26.4.20

H26.9.1～H26.9.10

H26.5.25～H26.5.27

H26.8.1～H26.8.2

H26.8.12～H26.8.15

H26.8.24～H26.9.1

H26.5.3～H26.5.5

H26.12.13～H26.12.14

H26.11.5～H26.11.7

H26.4.13

H26.4.1～H26.4.3

H26.5.19～H26.5.24

実施日



■　運動クラブ（男女）

氷見市弓道大会 男子1、2、3位

第38回能美市根上弓道場開設記念弓道大会 女子団体優勝、女子個人1、3、4位

第59回小松市弓道場開設記念弓道大会 男子団体優勝　個人1、4、5位

春季県内五大学定期対抗戦

第44回白山郷公園武道館鶴来弓道解説記念弓道大会

第62回全日本学生弓道選手権大会・個人戦北信越地区石川会場予選

第57回金沢市民体育大会・弓道競技 男子団体3位、個人2位

第62回全日本学生弓道選手権大会

富山大学、金沢工業大学、金沢学院大学定期対抗戦
男子個人1位
女子団体1位　個人1、2位

福井大学、金沢工業大学、金沢学院大学定期対抗戦 女子団体1位　個人2、３位

第46回北信越学生弓道選手権大会
男子団体3位、個人2位
女子団体3位

秋季県内五大学定期対抗戦 女子団体1位　個人1位　　男子個人2位

中部学生ゴルフ4月定例会 男子個人10位

中日杯争奪中部学生ゴルフ選手権競技

平成26年度東海テレビ杯争奪中部学生ゴルフ選手権 男子9位

第47回中部アマチュアゴルフ選手権競技北陸地区予選 男子18位

中部学生ゴルフ春季１，２部学校対抗戦 2部優勝、2部個人最優秀賞

中部学生ゴルフ6月定例会

北陸オープンアマチュアトーナメント 2位

中部アマチュアゴルフ選手権競技

石川県アマチュアゴルフ選手権競技 2位

北陸オープンゴルフトーナメント 4位

北陸3県学生ゴルフ選手権競技 1位

中部学生ゴルフ選手権競技新人戦 6位

中部学生ゴルフ秋季１，２部学校対抗戦 2部2位、2部個人1、2位

中部学生ゴルフ10月定例会

朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権

岐阜オープンクラシック2015

H26.5.15～H26.5.16

H26.8.1

ゴルフ

H27.3.5

H26.5.14～H26.5.15

H26.10.28～H26.10.29

H26.9.1～H26.9.2

H26.9.16～H26.9.18

H26.7.18～H26.7.19

弓道

H26.10.11～H26.10.13

H26.11.30

H26.9.6

H26.6.29

H26.4.15

H26.5.11

H26.9.1

H26.5.18

H26.4.29

H26.5.8～H26.5.9

H26.4.11

H26.5.24

H26.9.28～H26.9.29

H26.9.21

H26.5.26

H26.5.25

H26.6.2

H26.6.12～H26.6.13

H26.6.21

H26.5.30～H26.5.31



■　運動クラブ（男女）

平成26年度第11回全日本学生選抜選手権大会
男子・62kg級8位
女子・48kg級2、3位　69kg級2位　+75kg級1、2位

平成26年度石川県春季選手権大会
男子・56g級1、2、3位　62kg級1、2、3位　69kg級1、2位
　　　　77kg級1、2、3位　85kg級1、2、3位　94kg級1、
　　　　2、3位　105kg級1、2位

第60回全日本学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃﾝｸﾞ個人選手権大会
第26回全日本学生女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会

男子・77kg級6位　94kg級6位　105kg超級4位
女子・48kg級1位　53kg級1位　63kg級3位
　　　　69kg級1位

全日本選手権大会
男子・85kg級2位　94kg級2、7位　+105kg級6、7位
女子・48kg級2位　53kg級2位　63kg級4位　69kg級2、5位
　　　　75kg級6、8位　　+75kg級2、3、4位

西日本学生交流ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会

男子・56kg級1、2位　62kg級1位　69kg級1、2位　77ｋｇ2、3位
　　　　85ｋｇ級2位　94ｋｇ級2、3位　105ｋｇ級1、2位
　　　　+105ｋｇ級1、2位
女子・48kg級1位　69kg級2位　+75kg級1位

第4回全国都道府県対抗女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 各出身県から出場

第59回全日本学生新人ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会
男子・56kg級1、6位　62kg級3位　94ｋｇ級5、6位
　　　　105ｋｇ級3位
女子・48kg級1位　75kg級2位

第6回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・48kg級2位　58kg級2位　75kg級2位　+75kg級2、3位

第60回全日本大学対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃﾝｸﾞ選手権大会
第15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

男子団体5位、女子団体2位

第50回西日本学生新人ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会
男子・56kg級1位　62kg級1、4位　85kg級2位　77kg級4位
　　　　94kg級2位　105kg級3位
女子・48kg級1位　75kg級1位

第35回全日本ｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃﾝｸﾞ選手権大会
男子・56kg級3位　62kg級1位　77ｋｇ級2位
女子・48kg級4位　75kg級2位　+75kg級1位

第41回森田杯北陸三県大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ 女子1部4位　男子3部2位

第64回中部日本6人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ総合男女選手権大会

第45回春季北信越大学男女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 1部5位

平成26年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権　石川県ラウンド 3位

第41回森田杯北陸三県大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ 女子4位

第62回秋季北信越大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 女子5位

平成26年度石川県6人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ総合男女選手権大会 3位

第61回秩父宮妃賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会

第9回金沢市会長杯争奪6人制男女バレーボール大会 優勝

平成26年度石川県バレーボールウインターリーグ

H26.12.21

H26.5.9～H26.5.11

H26.9.13～H26.9.14

H26.10.3～H26.10.5

H26.5.22～H26.5.25

H26.4.19～H26.4.20

H26.12.1～H26.12.7

H26.4.26

H26.9.14～H26.9.15

H26.10.25～H26.10.26

H26.11.19～H26.11.21

H26.11.28～H26.11.30

H26.11.23

H26.5.11

H26.4.19～H26.5.3

H26.10.23～H26.10.26

H26.5.23～H26.5.25

H26.7.13

H27.2.15

バレーボール

H27.1.18

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ

H27.3.13～H27.3.15



■　運動クラブ（男女）

クラブ名 大　会　名 結　果

石川県ﾏｽﾀｰｽﾞ春季水泳競技大会
男子・50ｍ自由形6位　50ｍ平泳ぎ3位
　　　 50ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ1位　100ｍ平泳ぎ1位
女子・50ｍ自由形2位　 50ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ1位

第23回石川県民スポーツ・レクリェーション祭スイミングフェスタ

第13回石川県学生選手権水泳競技大会
男子・50ｍ自由形4位　50ｍ平泳ぎ1、4位　50ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ1位
　　　　50ｍ背泳ぎ4、5位　400ｍメドレー4位
女子・50ｍ自由形2位　 50ｍ背泳ぎ1位

2014年度石川県選手権水泳競技大会

平成26年度第6回JSCA北陸マスターズスイミングフェスティバル
200mメドレーリレー2位　50ｍバタフライ1位　50ｍ自由形3位
200m個人メドレー3位

第12回石川県マスターズ秋季水泳競技大会
男子・25mバタフライ1、2位　25m自由形3位　50m背泳ぎ1位
　　　100m平泳ぎ2位　50m自由形2位　100m背泳ぎ2位
女子・50m背泳ぎ2位　50m自由形2位　100m背泳ぎ1位

第21回石川県マスターズ水泳選手権大会

男子・200ｍリレー1、3位　25m自由形4位　100ｍ自由形4位
　　　　50ｍ背泳ぎ2、3位　100mバタフライ4位　50m平泳ぎ1
位
　　　　100m個人メドレー3位　50m自由形4位　50mバタフライ
1位
　　　　100m平泳ぎ１、3位
女子・25ｍバタフライ2位　50m背泳ぎ2位
混合・100mメドレーリレー3位

小松市陸上競技記録会

第75回石川県陸上競技選手権大会

第88回北信越学生陸上競技対校選手権大会

七尾城山記録会

第56回富山県陸上競技選手権大会 やり投げ5位

秩父宮賜杯第46回全日本大学駅伝対校選手権 オープン3位

第69回国民体育大会（陸上競技）石川県予選会

第28回能美市ナイター陸上競技選手権大会

第36回北日本学生陸上競技対校選手権大会

第58回北陸陸上競技選手権大会

第45回北信越学生陸上競技選手権大会 砲丸投げ2位　円盤投げ4位　やり投げ7位

平成26年度北信越大学対抗テニス王座決定試合 4部優勝

平成26年度夏季テニス選手権大会予選 本選出場

北信越学生新進ﾃﾆｽ選手権大会

平成26年度北信越大学対抗テニス王座決定試合（入れ替え戦） 3部昇格

水泳

H26.11.30

H26.4.6

H26.5.3～H26.5.4

H26.5.24～H26.5.25

H26.6.7

H26.8.25～H26.8.29

H26.10.13～H26.10.18

H26.7.19～H26.7.20

H26.7.26～H26.7.27

H26.7.18～H26.7.19

H26.7.26

陸上競技

H26.4.5

H26.4.6

H26.10.11～H26.10.12

H26.8.12～H26.8.13

H26.7.13～H26.7.14

H26.8.30～H26.8.31

H26.8.24

H26.9.21

硬式テニス

H26.11.15～H26.11.16

H26.7.5～H26.7.6

実施日

H26.8.20～H26.8.22



■　運動クラブ（男女）

ソフト
テニス 第65回北信越学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ大学対抗ﾘｰｸﾞ戦大会

石川県ジュニア柔道体重別選手権大会

男子個人・55kg級1位　81kg級1位　90kg級1位　100kg級1位
　　　　　　100kg超級1位
女子個人・48kg級3位　57kg級1位　63kg級2位　70kg級1、3
位　78kg級1位

北信越学生柔道優勝大会 男子団体・2位　女子団体・1位　

第51回石川県体重別柔道選手権大会

全日本学生柔道優勝大会 女子団体ベスト8

第69回国民体育大会柔道競技出場選手選考会
女子個人・52ｋｇ級1、2位　70ｋｇ級1、2位
　　　　　　 無差別級1、2位

平成26年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会北信越予選
男子個人・100kg超級2位
女子個人・57ｋｇ級2位　70ｋｇ級1位　78ｋｇ級1位

国民体育大会柔道競技北信越大会 女子団体・3位

北國杯北信越学生柔道体重別選手権大会

男子個人・60kg級1位　66kg級3位　81kg級1、3位　90kg級1
位
　　　　　　100kg超級3位
女子個人・48kg級3位　52kg級1、2位　57kg級1、2位
　　　　　　 63kg級1、2位　70kg級1、2位
　　　　　　 78kg級1、2位　78kg超級3位

第16回北信越学生柔道体重別団体優勝大会 男子団体・1位

平成26年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 70ｋｇ級3位

全日本学生柔道体重別選手権大会
男子個人・66kgベスト16
女子個人・52ｋｇ級ベスト8　63kg級1、3位　70kg級ﾍﾞｽﾄ8

全日本学生柔道体重別団体優勝大会 女子団体・ベスト8

講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

第11回湊谷杯全国学生柔道体重別選手権大会 女子個人・70kg級ベスト8　78kg級2位

湊谷杯全国学生柔道体重別団体優勝大会

石川県段別柔道選手権大会 弐段・2、3位

平成26年度石川県女子柔道選手権大会 優勝、2、3位

第44回北信越柔道選手権大会 優勝、3位

■　第47回北陸三県私立短期大学体育大会

　平成26年6月28日～29日　（主管：小松短期大学）

柔道

H27.3.8

H26.10.24～H26.10.26

H26.8.31

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（団体1位）

H26.10.16～H26.10.19

H26.7.6

H26.9.13～H26.9.14

H26.7.12～H26.7.13

H26.6.15

H26.8.29～H26.8.30

H26.5.17～H26.5.18

H26.6.27～H26.6.29

H26.11.23

H26.11.30

H26.8.24

H26.11.21～H26.11.22

H26.11.7～H26.11.9

H26.5.11

H26.9.26～H26.9.28

H27.2.1

入賞種目:


