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第9回 昭和5年 東京 原　　酉三 慶應義塾大 第56回 昭和55年 東京 瓦井　健二 天理大

第10回 昭和6年 東京 原　　酉三 慶應義塾大 第57回 昭和56年 東京 中島　勝司 天理大

第11回 昭和7年 東京 生江辰太郎 明治大 第58回 昭和57年 愛知 中島　勝司 天理大

第12回 昭和8年 東京 原　　秀夫 慶應義塾大 第59回 昭和58年 東京 中島　勝司 天理大

第13回 昭和9年 東京 柴原　恒雄 日本大 第60回 昭和59年 兵庫 清水　国重 天理大

第14回 昭和10年 東京 柴原　恒雄 日本大 第61回 昭和60年 東京 山下　　出 日本大

第15回 昭和11年 東京 片岡　弘吉 慶應義塾大 第62回 昭和61年 東京 山岸　　勲 日本大

第16回 昭和12年 東京 柴原　恒雄 日本大 第63回 昭和62年 東京 金戸　恵太 日本大

第17回 昭和13年 東京 小柳　富男 早稲田大 第64回 昭和63年 埼玉 河合　研司 天理大

第18回 昭和14年 東京 柴原　恒雄 日本大 第65回 平成元年 福岡 金戸　恵太 日本大

第19回 昭和15年 東京 高浜　　武 日本大 第66回 平成2年 神奈川 坂田　芳寛 筑波大

第20回 昭和16年 第67回 平成3年 東京 西川　友章 日本体育大

第21回 昭和17年 東京 橋本　憲一 慶應義塾大 第68回 平成4年 茨城 内藤　直樹 日本大

第22回 昭和21年 東京 辻　　準三 早稲田大 第69回 平成5年 愛知 坂田　芳寛 筑波大

第23回 昭和22年 東京 富永　又二 関西外国語大 第70回 平成6年 福岡 浅田　崇一 日本大

第24回 昭和23年 兵庫 毛利　勝一 日本大 第71回 平成7年 東京 坂田　和也 日本大

第25回 昭和24年 東京 毛利　勝一 日本大 第72回 平成8年 千葉 宮本基一郎 日本体育大

第26回 昭和25年 東京 毛利　勝一 日本大 第73回 平成9年 広島 宮本幸太郎 日本体育大

第27回 昭和26年 東京 坂本　章八 日本大 第74回 平成10年 東京 宮本幸太郎 日本体育大

第28回 昭和27年 東京 森沢　　厚 慶應義塾大 第75回 平成11年 大阪 寺内　　健 甲子園大

第29回 昭和28年 東京 馬場　　豊 早稲田大 第76回 平成12年 神奈川 寺内　　健 甲子園大

第30回 昭和29年 東京 馬場　　豊 早稲田大 第77回 平成13年 東京 寺内　　健 甲子園大

第31回 昭和30年 東京 馬場　　豊 早稲田大 第78回 平成14年 愛知 寺内　　佑 甲子園大

第32回 昭和31年 東京 中島　義久 日本大 第79回 平成15年 東京 寺坂　利夫 日本大

第33回 昭和32年 東京 中島　義久 日本大 第80回 平成16年 神奈川 櫻井　　薫 日本体育大

第34回 昭和33年 東京 山野外嗣夫 日本大 第81回 平成17年 大阪 江川　克彦 日本体育大

第35回 昭和34年 東京 金戸　俊介 日本大 第82回 平成18年 埼玉 江川　克彦 日本体育大

第36回 昭和35年 東京 田原　和夫 日本大 第83回 平成19年 福島 岡本　　優 筑波大

第37回 昭和36年 東京 土佐　忠雄 早稲田大 第84回 平成20年 群馬 村上　和基 上武大

第38回 昭和37年 東京 土佐　忠雄 早稲田大 第85回 平成21年 石川 村上　和基 上武大

第39回 昭和38年 東京 土佐　忠雄 早稲田大 第86回 平成22年 大阪 岡本　　優 筑波大

第40回 昭和39年 東京 土佐　忠雄 早稲田大 第87回 平成23年 新潟 坂井　　丞 日本体育大

第41回 昭和40年 東京 坂手　昭治 早稲田大 第88回 平成24年 静岡 安永　元樹 日本体育大

第42回 昭和41年 東京 前川　剛三 早稲田大 第89回 平成25年 栃木 坂井　　丞 日本体育大

第43回 昭和42年 東京 井上　孝史 日本大 第90回 平成26年 大阪 坂井　　丞 日本体育大

第44回 昭和43年 東京 湯浅　純二 日本体育大 第91回 平成27年 宮城 千歩　純一 日本体育大

第45回 昭和44年 東京 湯浅　純二 日本体育大 第92回 平成28年 広島 須山　晴貴 島根大

第46回 昭和45年 東京 木岡　高司 天理大 第93回 平成29年 新潟 須山　晴貴 島根大

第47回 昭和46年 東京 木岡　高司 天理大 第94回 平成30年 広島 伊藤　洸輝 日本大学

第48回 昭和47年 東京 木岡　高司 天理大 第95回 令和元年 新潟 須山　晴貴 島根大

第49回 昭和48年 東京 川並　泰三 日本大

第50回 昭和49年 東京 川並　泰三 日本大

第51回 昭和50年 東京 西出　好範 日本大

第52回 昭和51年 東京 西出　好範 日本大

第53回 昭和52年 東京 西出　好範 日本大

第54回 昭和53年 大阪 瓦井　健二 天理大

第55回 昭和54年 東京 乾　　敏晃 早稲田大

中止

日本学生選手権　男子飛板飛込　歴代優勝者


