




















種 目 　　優　勝 　　　準　優　勝 　　　第　3　位

山形短期大学 山形

淑徳短期大学 東京

大阪芸術大学短期大学部 大阪

一宮女子短期大学 愛知

常磐会短期大学 大阪

折尾愛真短期大学 福岡

東海大学短期大学部 東京

松山短期大学 愛媛

龍谷大学短期大学部 京都

山陽学園短期大学 岡山

中国短期大学 岡山

東京文化短期大学 東京

滋賀女子短期大学 滋賀

武蔵丘短期大学 埼玉

神戸常盤短期大学 兵庫

関東短期大学 群馬

上智短期大学 神奈川

信州短期大学 長野

産業技術短期大学 兵庫

東海大学短期大学部 東京

大妻女子大学短期大学部 東京

長野経済短期大学 長野

戸板女子短期大学 東京

関東短期大学 群馬

湘北短期大学 神奈川

東海大学短期大学部 東京

女子Ａ 愛媛女子短期大学 愛媛 秋草学園短期大学 埼玉

神奈川

第４１回全国私立短期大学体育大会成績（団体の部）

産業技術短期大学 兵庫 埼玉

バスケットボール

武蔵丘短期大学

神奈川

武蔵丘短期大学 埼玉

東海大学福岡短期大学

女子Ｂ

男子

湘北短期大学

信州短期大学 長野

福岡

千葉 横浜女子短期大学千葉経済大学短期大学部

東海女子短期大学 岐阜 高松短期大学 香川

愛媛女子短期大学 愛媛 大阪女子短期大学 大阪

バ レ ー ボ ー ル

女子Ａ

女子Ｂ1

女子Ｂ2

男子

金沢学院短期大学

関東短期大学

石川

群馬

バ ド ミ ン ト ン

女子

男子

岐阜

京都

東海女子短期大学

龍谷大学短期大学部

大阪

兵庫

北海道

神戸常盤短期大学 兵庫

北海道武蔵女子短期大学

テ ニ ス

女子

男子 産業技術短期大学

関西外国語大学短期大学部

東京 大分

男子 産業技術短期大学 兵庫 山形山形短期大学

東京富士大学短期大学部 別府溝部学園短期大学

卓 球

男子

女子

産業技術短期大学

ソ フ ト テ ニ ス

女子

千里金蘭大学短期大学部 大阪

兵庫 オープン戦につき優勝のみ

滋賀女子短期大学 滋賀
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　　種　 　　目 優　勝 準　優　勝 第　3　位

鎌田・玉谷
女子 唐沢・日高 千﨑・大塚 （東京富士大学短期大学部）

ダブルス （東京富士大学短期大学部） （東京富士大学短期大学部） 坂下・今村
（別府溝部学園短期大学）
児玉

女子 高石 日高 （別府溝部学園短期大学）
シングルス （東京富士大学短期大学部） （東京富士大学短期大学部） 大塚

（東京富士大学短期大学部）
日下部・斎藤

男子 白神・渡邉 千田・芝本 （山形短期大学）
ダブルス （産業技術短期大学） （産業技術短期大学） 杉山・武井

（東海大学短期大学部）
斉藤

男子 阿部 白神 （山形短期大学）
シングルス （いわき短期大学） （産業技術短期大学） 金光谷

（湘北短期大学）
神吉・杉野

女子 中川・石田 片山・川本 （千里金蘭大学短期大学部）
ダブルス （千里金蘭大学短期大学部） （千里金蘭大学短期大学部） 佐藤・辰巳

（滋賀女子短期大学）
佐藤・金田

男子 和田・渡辺 高橋・佐久間 （山形短期大学）
ダブルス （産業技術短期大学） （東海大学短期大学部） 安藤・岡本

（産業技術短期大学）
前田・山田

女子 松岡・西本 平野・江崎 （常磐会短期大学）
ダブルス （関西外国語大学短期大学部） （折尾愛真短期大学） 西村・高木

（日本体育大学女子短期大学部）
小林

女子 野﨑 青木 （北海道武蔵女子短期大学）
シングルス （関西外国語大学短期大学部） （北海道武蔵女子短期大学） 大久保

（日本体育大学女子短期大学部）
竹内・斎木

男子 平塚・井上 石附・山口 （東海大学短期大学部）
ダブルス （産業技術短期大学） （明倫短期大学） 亀井・辻

（神戸常盤短期大学）
土屋

男子 安藤 谷口 （松本大学松商短期大学部）
シングルス （関西外国語大学短期大学部） （関西外国語大学短期大学部）吉川

（足利短期大学）
佐々木・北倉

女子 北市・細川 生田・鳥元 （金沢学院短期大学）
ダブルス （金沢学院短期大学） （龍谷大学短期大学部） 一戸・吉田

（東海女子短期大学）
柴田

女子 江藤 栗城 （いわき短期大学）
シングルス （東海女子短期大学） （東海女子短期大学） 横関

（龍谷大学短期大学部）
岡崎・三村

男子 山本・高木 岡本・市橋 （中国短期大学）
ダブルス （龍谷大学短期大学部） （龍谷大学短期大学部） 中村・安井

（東海大学福岡短期大学）
大宮

男子 高木 米谷 （産業技術短期大学）
シングルス （龍谷大学短期大学部） （龍谷大学短期大学部） 野呂

（秋田栄養短期大学）

バドミントン

第４１回全国私立短期大学体育大会成績（個人の部）

卓 球

ソフトテニス

テ ニ ス
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