
B 硬式野球部

Baseball

1   主な成績 （2019年度）

◎中国地区大学野球 2019リーグ 3 位
　個人賞／ベストナイン
　　梅林優貴（グローバルビジネス学科４年）
　　廣本龍生（スポーツ健康福祉学科１年）

◎中国地区大学野球秋季 2 部リーグ　優勝
　個人賞／最高殊勲選手賞・首位打者賞
　　梅林優貴
　個人賞／ベストナイン
　　投　手　池田吏輝（スポーツ健康福祉学科２年）
　　捕　手　梅林優貴
　　一塁手　竹森 優（スポーツ健康福祉学科２年）
　　二塁手　廣本龍生（スポーツ健康福祉学科１年）
　　三塁手　米田勝也（健康福祉学科４年）
　　外野手　佐々木康希（健康福祉学科４年）
　　外野手　廣津幸樹（スポーツ健康福祉学科 1 年）

◎中国地区大学野球リーグ　１部昇格

◎プロ野球ドラフト
　北海道日本ハムファイターズ６位指名　
　梅林優貴（高陽東高校出身）

　2019年度は、中国地区大学野球秋季 2部リーグで優勝し、リーグ入替戦に勝利。
1部リーグ昇格を果たしました。
　主将の梅林優貴選手が、プロ野球ドラフト会議で北海道日本ハムファイターズに６位
指名され、本学初のプロ野球選手誕生となりました。
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2   練習スケジュール
月曜日　オフ
火曜日～金曜日　17:00 ～ 20:00
土曜日・日曜日　10:00 ～ 16:00

3   インフォメーション
硬式野球部ブログ
https://ameblo.jp/baseball-by-hbg/

監督 三原新二郎
監督として甲子園出
場14回、準優勝2回。
多くのプロ野球選手
を輩出

サッカー部

　2019年度は、中国大学サッカーリーグ 2部 2位となり、入替戦に進出したが敗退。
念願の 1部リーグ昇格を果たすために、日々 練習に取り組んでいます。

監督 房野真也
中国・四国大学選抜
監督、広島県国体成
年男子コーチ、中国
大学サッカー連盟理
事、広島県学生サッ
カー連盟常任理事、
広島県サッカー協会
評議員
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Ssoccer

1   主な成績 （2019年度）

◎中国大学サッカーリーグ２部リーグ 2 位
　（入替戦進出）
◎中国大学サッカー選手権　
　兼総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント大会
　中国地域予選大会　ベスト１６
◎中国大学選抜　
　沼本 洋（スポーツ健康福祉学科 2 年 / 倉敷翠松高校出身）

2   練習スケジュール
月曜日　オフ
火曜日・水曜日・金曜日　18:00 ～ 20:00
木曜日　自主練
土曜日　10:30 ～ 12:30
日曜日　公式戦、練習試合

3   インフォメーション
サッカー部ホームページ
HP：https://www.footballnavi.jp/hbg_soccer/
　　



バスケットボール部

男子バスケットボール部

総監督 松尾俊之
全国制覇の経歴を持ち、全国
レベルの選手を数多く輩出

女子バスケットボール部

　全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）出場を目標に、広島県および中国大会の優勝を目指して日々
練習に取り組んでいます。

男子監督  西尾明
長年にわたり中学・
高等学校で指導

女子監督 松尾晋典
広島県成年女子国体
チーム監督など歴任

2   練習スケジュール
男子
月曜日　オフ
火曜日～金曜日　17:30 ～ 20:00
土曜日・日曜日　10:00 ～ 13:00
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B

Basketball

1   主な成績 （2019年度）

男子
◎中国大学バスケットボール選手権
　春季優勝大会　４位
◎中国大学バスケットボール新人大会　４位
◎全日本大学バスケットボール選手権大会
　中国地区予選会１部リーグ戦　３位
　個人賞／得点王・３P 王　
　　高垣健太（健康福祉学科４年 / 銀河学院高
        校出身）　

女子
◎中国大学バスケットボール選手権
　春季優勝大会　３位
◎中国大学バスケットボール新人大会準優勝
　個人賞／敢闘賞　
　　八城実莉（スポーツ健康福祉学科２年 / 広島
        観音高校出身）

◎全日本大学バスケットボール選手権大会
　中国地区予選会１部リーグ戦　５位
　個人賞／３P 王　
　　大道玲奈（健康福祉学科４年 / 県立広島商業
　　高校出身）

3   インフォメーション
バスケットボール部ブログ
https://ameblo.jp/bunkagakuen-basketball

女子
月曜日　オフ
火曜日～金曜日　17:30 ～ 20:00
土曜日・日曜日　10:00 ～ 14:00

A

Athletics 陸上競技部

　陸上競技部は、各パートに
分かれ、監督のサポートのも
と、学生自身がトレーニングメ
ニューやクラブ運営を考え、日々
の練習に取り組んでいます。創
部 3年目、部員も増えて、それ
ぞれの目標達成を目指し、小さ
くてもきらりと光るクラブになってき
ました。陸上大好きな人なら初
心者、経験者、マネージャー
希望の方大歓迎。一緒に広島
文化学園大学陸上競技部を作
り上げていきましょう。

中国四国学生チャンピオンや日本ＩＣ入賞者を指導。
中国四国学生陸上競技連盟会長、広島陸上競技協
会副会長等を歴任。2018 年 HBG 陸上競技部部長・
総監督に就任

日本 IC・国体選手で入賞。全国高専大会・中国四
国 IC のチャンピオンを指導。中国四国学生陸上競
技連盟評議員等を歴任。2016 年 HBG 陸上競技部
監督に就任

全国ＩＨ・中国四国ＩＣチャンピオン。日本ジュニア入
賞者等を指導。広島陸上競技協会副会長等を歴任。
２０１７年ＨＢＧ陸上競技部監督（中長距離）に就任
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1   主な成績 （2019年度）

◎中国四国学生陸上競技対校選手権大会
　女子１００ｍ H
　　８位 寺西真莉恵（スポーツ健康福祉学科２年 / 神辺旭高校出身）
　女子４００ｍ H
　　４位 寺西真莉恵
　　６位 安藤りん（スポーツ健康福祉学科１年 / 広島皆実高校出身）
◎中国四国学生陸上競技選手権大会
　女子１００００ｍ　優勝 冨士谷苑香（スポーツ健康福祉学科１年 /
                                                                              福山暁の星女子高校出身）

　女子１００ｍ H　３位 寺西真莉恵
　女子４００ｍ H　３位 寺西真莉恵
　女子円盤投　７位 立野莉奈（スポーツ健康福祉学科２年 /
                                       五日市高校出身）
　男子４００ｍ ４位 野上佳樹 （スポーツ健康福祉学科２年 / 広島皆実高校出身）
　男子４００ｍH  ７位 吉川海斗（スポーツ健康福祉学科２年 / 高陽東高校出身）
　男子４×４００ｍ R
　　８位 日浦泰基（スポーツ健康福祉学科２年 / 広島工業大高校出身）

野上佳樹
石津翔太 （スポーツ健康福祉学科２年 / 広島皆実高校出身）
吉川海斗

部長・総監督
東川安雄

監督（短距離等）
谷岡憲三

監督（中長距離）
冨中宗義

2   練習スケジュール
月曜日・火曜日　16:30 ～ 18:30（坂）
水曜日・金曜日　17:00 ～ 19:00（郷原）     
土曜日　10:00 ～ 12:00（郷原）          



　テニス部は 2018年に創部し、少ない人数ながら活動に励んでいます。2019年度は中国
四国リーグ（団体戦）で 3部昇格を果たし、中国四国個人戦でも本戦進出者を多く輩出す
ることが出来ました。さらに広島県ではダブルス3位入賞を果たし表彰されました。今後も継
続して優秀な成績を収めることが出来るよう努力していきます。

監督 武田守弘
テニスコーチ 4( 旧・
上級コーチ）、広島県
テニス協会強化委
員長、国体監督
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テニス部TTennis

1   主な成績 （2019年度）

◎春季中国四国学生テニス選手権大会　
　本戦進出シングルス５名（男子４名、女子１名）
　ダブルス１ペア（男子）
　シングルス　ベスト１６　
　　麻木美南（スポーツ健康福祉学科１年 / 鳥取湖陵高校出身）

◎中国四国庭球王座決定試合　４部リーグ　１位

◎中国四国庭球王座決定入れ替えリーグ　１位　３部昇格

◎夏季中国四国学生テニス選手権大会
　本戦進出シングルス３名（男子２名、女子１名）
　ダブルス２ペア（男子）
　シングルス　ベスト３２　
　　竹野友都（スポーツ健康福祉学科１年 / 崇徳高校出身）
　ダブルス　ベスト１６　
　　梶川剛史（スポーツ健康福祉学科２年 / 崇徳高校出身）

◎広島県学生庭球選手権大会
　男子ダブルス　３位　
　　行安 皓（スポーツ健康福祉学科２年 / 英明高校出身）
　　中村伊織利（スポーツ健康福祉学科 1 年 / 英明高校出身）

2   練習スケジュール
月曜日　16:30 ～ 17:30（坂）
火曜日　17:30 ～ 20:00（郷原）
水曜日・木曜日　自主練習 or オフ
金曜日　17:30 ～ 20:00（郷原）
土曜日　10:00 ～ 16:00（郷原）
日曜日　試合、合同練習（ない場合は自主練習orオフ）

3   インフォメーション
テニス部ホームページ
https://hbg-tennis-team.jimdofree.com/

◎ DANCE　FESTA２０１９
　大学連盟登竜門バトル
　　優勝　谷口未弥美
　　ベスト８　小田尾結平・吉田愛乃（スポーツ健康福祉学科    
　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　 １年 / 河内高校出身）

　１年生大会
　　優勝　松本さくら、石田七海、吉田愛乃、谷口雅、　
　　柴崎圭吾（スポーツ健康福祉学科１年 / 呉港高校出身）

◎広島ダンスフェスティバル
　　優秀賞　Young Gunz

2   練習スケジュール
月曜日　オフ
火曜日　レッスン受講日
水曜日　ソロダンス・バトル練習日
木曜日・金曜日　個人練習・作品作り
土曜日・日曜日　イベント及び個人練習・作品作り

3   インフォメーション
ダンス部ホームページ・Instagram

HP：https://www.hbg-younggunz.info/

Instagram：https://www.instagram.com/
hbg.dance/?hl=ja

監督 高田康史
ダ ン ス チ ー ム SJ 
CLAN のリーダーと
して全国で活躍。育
成力に定評がある

1   主な成績 （2019年度）

◎ネクストジェネレーション　
　ベスト４  松本さくら（スポーツ健康福祉学科１年 / 安芸高校出身）
　ベスト１６　樫本裕磨（スポーツ健康福祉学科２年 / 広陵高校出身）

◎ BON　ｓｐｓｐ２０１９
　Free style 2on2　ベスト１６　松本さくら
◎ EXPRESS　vol.4
　Free style 1on1　ベスト４　松本さくら
　Free style crew battle　優勝　樫本裕磨
◎ ATTRACT　vol.1　
　Free style ソロバトル部門　優勝　松本さくら
◎広島県大学ダンス連盟イベント（長束）
　登竜門バトル　　
　　優勝　谷口未弥美（スポーツ健康福祉学科２年 / 安芸高校出身）
　　２位　小田尾結平（スポーツ健康福祉学科２年 / 湯来南高校出身）
　ソロバトル部門　優勝　松本さくら
　チームバトル部門　２位　樫本裕磨・松本さくら
◎広島県大学ダンス連盟イベント（尾道）
　ソロバトル部門　２位　松本さくら
　チームバトル部門

優勝　河原侑美（スポーツ健康福祉学科２年 / 広島翔洋高校出
身）・ 清光玲那（スポーツ健康福祉学科２年 / 広島修道大ひろしま
協創高校出身）・石田七海（スポーツ健康福祉学科１年 / 進徳女
子高校出身）・谷口雅（スポーツ健康福祉学科２年 / 広島修道大ひ
ろしま協創高校出身）

　ダンス部 Young Gunz は「他にはない
大学ダンス部」を目指して日々 活動中。メ
ンバーは創部 2年目にして数々のコンテス
トやバトルで優勝・入賞経験を持ち、全
国大会などの広島県代表も輩出してきまし
た。DJブース、月１回のWS開催などの
環境も整っています。
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ダンス部DDance

ホームページ

Instagram



　バドミントン部は、経験者、初心者にかかわらず、技術と精神力の向上を目指し、日々 練
習に取り組んでいます。

監督 熊野一朗
清水ケ丘高等学校
で 30 年間指導。
県大会上位進出や
インターハイ、中国
大会出場。広島県
高体連バドミントン
部委員長を経験

バドミントン部B

Badm
inton

1   主な成績 （2019年度）

◎中国学生バドミントン選手権大会
　B 級（１・2 年生の部）シングルス　ベスト１６
　　新妻洋介（スポーツ健康福祉学科１年・広陵高校出身）

2   練習スケジュール
火曜日～土曜日　練習日

3   インフォメーション
出場予定の大会
中四国選手権大会、広島県大会、呉市大会、各種オー
プン戦、中四国学生選手権大会、中国学生選手権大会、
中四九学生選手権大会など
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コーチ 松重真二
全国大会などの出
場経験を生かし、
高い技術力で多く
の学生を指導

21

3
4

65

7
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スポーツ施設   
呉 郷原キャンパス

呉 郷原キャンパスに充実した体育施設を整備
広大な敷地を生かして、野球場、サッカー場、陸上競
技場、テニスコートなど各競技でのパフォーマンスの向
上をめざした充実の体育施設を整備しました。

1サッカー場 / 陸上競技場　
2野球場
3テニスコート
4体育館

5トレーニング
　ルーム
6ダンススタジオ
7第 2 体育館
8柔道場
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1サッカー場 / 陸上競技場

4体育館

5トレーニングルーム

3テニスコート

2野球場

6ダンススタジオ 7第 2 体育館


