
大会数 開催年 開催地 優勝者 大学名 大会数 開催年 開催地 優勝者 大学名

第9回 昭和5年 第56回 昭和55年 東京 藤川きよみ 慶應義塾大

第10回 昭和6年 第57回 昭和56年 東京 江島　弘恵 日本体育大

第11回 昭和7年 第58回 昭和57年 愛知 唐木　史穂 日本大

第12回 昭和8年 第59回 昭和58年 東京 唐木　史穂 日本大

第13回 昭和9年 第60回 昭和59年 兵庫 唐木　史穂 日本大

第14回 昭和10年 第61回 昭和60年 東京 新井　　素 天理大

第15回 昭和11年 第62回 昭和61年 東京 宇田　純子 日本大

第16回 昭和12年 第63回 昭和62年 東京 元渕　　幸 天理大

第17回 昭和13年 第64回 昭和63年 埼玉 宇田　純子 日本大

第18回 昭和14年 第65回 平成元年 福岡 元渕　　幸 天理大

第19回 昭和15年 第66回 平成2年 神奈川 元渕　　幸 天理大

第20回 昭和16年 第67回 平成3年 東京 浅田　雅子 日本体育大

第21回 昭和17年 第68回 平成4年 茨城 浅田　雅子 日本体育大

第22回 昭和21年 第69回 平成5年 愛知 米倉　　薫 天理大

第23回 昭和22年 第70回 平成6年 福岡 向井　智子 常浜大

第24回 昭和23年 第71回 平成7年 東京 向井　智子 常浜大

第25回 昭和24年 第72回 平成8年 千葉 石井めぐみ 天理大

第26回 昭和25年 第73回 平成9年 広島 樋口まゆみ 日本体育大

第27回 昭和26年 第74回 平成10年 東京 宮嵜多紀理 日本大

第28回 昭和27年 第75回 平成11年 大阪 樋口まゆみ 日本体育大

第29回 昭和28年 第76回 平成12年 神奈川 樋口まゆみ 日本体育大

第30回 昭和29年 第77回 平成13年 東京 荒井　伴子 日本体育大

第31回 昭和30年 第78回 平成14年 愛知 鍋島　貴子 筑波大

第32回 昭和31年 第79回 平成15年 東京 山下美沙子 早稲田大

第33回 昭和32年 第80回 平成16年 神奈川 山下美沙子 早稲田大

第34回 昭和33年 第81回 平成17年 大阪 山下美沙子 早稲田大

第35回 昭和34年 第82回 平成18年 埼玉 渋沢小哉芳 日本大

第36回 昭和35年 第83回 平成19年 福島 中川　真依 金沢学院大

第37回 昭和36年 第84回 平成20年 群馬 中川　真依 金沢学院大

第38回 昭和37年 第85回 平成21年 石川 中川　真依 金沢学院大

第39回 昭和38年 第86回 平成22年 大阪 吉田　佳世 日本体育大

第40回 昭和39年 第87回 平成23年 新潟 浅田　梨紗 立命館大

第41回 昭和40年 第88回 平成24年 静岡 辻原　朱里 日本体育大

第42回 昭和41年 東京 前田　葉子 日大 第89回 平成25年 栃木 辰巳　楓佳 甲子園大学

第43回 昭和42年 東京 前田　葉子 日大 第90回 平成26年 大阪 浅田　梨紗 立命館大

第44回 昭和43年 東京 久保たえ子 日体大 第91回 平成27年 宮城 馬淵　優佳 立命館大

第45回 昭和44年 東京 久保たえ子 日体大 第92回 平成28年 広島 馬淵　優佳 立命館大

第46回 昭和45年 東京 土田　静子 日大 第93回 平成29年 新潟 榎本  遼香 筑波大 

第47回 昭和46年 東京 末広　敦子 学習院大 第94回 平成30年 広島 板橋　美波 甲子園大学

第48回 昭和47年 東京 古元　達子 日体大 第95回 令和元年 新潟 宮本　葉月 近畿大

第49回 昭和48年 東京 朴　　貞子 天理大

第50回 昭和49年 東京 山中理貴子 天理大

第51回 昭和50年 東京 山中理貴子 天理大

第52回 昭和51年 東京 山中理貴子 天理大

日本学生選手権　女子飛板飛込　歴代優勝者



第53回 昭和52年 東京 山中理貴子 天理大

第54回 昭和53年 大阪 南雲　玲子 成蹊女短

第55回 昭和54年 大阪 南雲　玲子 成蹊女短


