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ABOUT

廃部寸前から

道内トップ強豪に
返り咲けた理由

実は 2005 年頃から約 10 年間ほど、札幌大学卓球部は低迷していました。
現在男子はインカレ決勝トーナメント３大会連続通過（2018,2019,2021）、
女子は北海道内でインカレ予選、秋季大会は無敗記録を継続しています。
なぜ、私たちは復活できたのか。そこには明確な理由があります。

充実の練習サポートと補助制度

「学生が欲しいと言うのであれば、僕らが練習時間や環境、相手も用意します」

（藤倉健太監督）。北海道の国公立大学でプレーしていた自身のネットワークや、

札幌大学ＯＢの髙橋春雄総監督の人脈を活かし、札幌大谷高、駒大苫小牧高、
北海道科学大学高などの強豪校や、実業団のＪＲ北海道との練習機会もありま

す。また、全国大会含む遠征時には成績に応じて大学からの補助金支給、特待
生制度による授業料減免、2021 年度からは従来の大学、
ＯＢ会からの支援に加

え、個人および協賛企業からの卓球部独自の選手応援金制度も発足しています。

北海道の歴史への挑戦

札幌大学卓球部は、「北海道から全国へ」「北海道の歴史を塗り替える」を合言
葉に日々練習に取り組んでいます。全日本一般の北海道予選で北海道内の大学

生が優勝したのは、3、40 年前に１人のみ。また、北海道の大学がインカレベ

スト 16 に入ったのは 40 年前。それらを塗り替えたいという思いで、挑んでい
ます。

COMMENT

最近は北海道から全国で活躍している大学生がいないと思うの

で、自分が北海道に残って、北海道から全国でも勝てる選手にな
りたいと思って、札幌大学に進学を決めました。
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斎藤怜吏

3 年／函館大学付属有斗高出身

高校時代も実力が一番下からのスタートだったの

で、どんな相手と練習しても格上の選手ばかり。
大学に入ってからもまた１からのスタートだと
思って、コツコツ積み重ねてやっていました。中

学校から卓球を始めて 10 年目。全国出場が決まっ

た瞬間は、卓球をやってて良かったなと思えた瞬
間でした。

入ってくる１年生が強いことは事前に知っていま
したし、だらけた雰囲気を見せるのは良くないと
思い、3 年生の後半からは自分たちがこれから最高

学年になるという自覚が芽生え、練習中のメンタ
ルが安定し、この結果に繋がりました。

入ってくる 1 年生には思い切ってやってほしくて、
4 年生が雰囲気壊すことは絶対に避けないといけな

北海道３冠プレーヤーに

札幌大学で成長し自身初の全国大会へ

札幌大学卓球部で成長する選手たち
札幌大学卓球部は、練習場所も広いですし、練習

時間も藤倉監督らのおかげで長い時間できるよう

になって、自分のやりたい練習もできています。
今後は北海道の強豪高校との練習も増えるとのこ
となので楽しみです。

高校のときと比べて、自分よりレベルが高い選手
が多いので、すごく練習になります。ミスが少な

く練習でもラリーが続くので、自分もミスができ

ないという気持ちで集中して練習ができています。

平岡稜真

2 年／旭川実業高出身

い。今まで、かっこいい先輩たちの姿を見てきた

2021年北海道秋季学生卓球選手権大会ではシングルス・ダ

う気持ちは自分の中でありました。

手権大会(個人の部) ではダブルスで全国1勝をあげた。

ので、積み上げてきたものを壊さないようにとい

ブルス・団体で3冠を達成。2021年全日本大学総合卓球選

INTERVIEW
前田鼓太朗

2022 年卒／函館大学付属有斗高出身

2021年の全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)北海道

予選でシングルス・ダブルスで自身初の全国大会切符を獲
得。シングルスでは第1シードを下し、代表入り。
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SUPPORT

“卓球が強くなる”

以上のものが手に入る
学業面の制度

私たちは大学生活を、卓球を起点に社会へ踏み出す大切な準備段階と考えてい

ます。４年間学生たちが迷いなくラケットを振りぬけるよう、学業面で独自の
制度を用意しています。

● 自由で幅広い専攻選択

他大学のスポーツ推薦では入る学部が決められていることも多い中、札幌大学

では、好きな専攻を選ぶことができます。１学群９専攻と多くの選択肢がある
上に、受験時に将来の進路を決められないという学生に向けて、専攻選択せず
に入学し、２年生時に決定・変更するという珍しい方法も可能です。

COMMENT

卓球で大学に進学したかったのですが、英語の勉強もしたいと考えていました。他大学は
スポーツ推薦だと入れる学部が限られていますが、札幌大学は好きな学部を選べるという
ことだったので、英語も勉強でき、卓球もできるということで進学を決めました。
奥山瑚々

3 年／女子主将・明誠高出身

● “授業最優先”がモットー

“授業最優先” をモットーに掲げ、監督・コーチが授業の出席状況や学業成績を

チェックし、本人と定期的に面談を実施しています。また大学側や卓球部で

就職の相談に柔軟に応じサポート。その結果、体制変更後は進路決定率 100％、
留年率０％を維持しています。

COMMENT

高校までシングルスで全国に出られず、札幌大学入学後は練習に積極的に励みました。
１年生で全日学予選を通過できたときは自然と涙がこぼれました。その後、全日学でも
１勝でき、３年生でも全国に出場できました。しかし、３年生のときにクローン病という
難病を患い、部活を休部。そこからは公務員試験の勉強など勉学に専念しました。休部中

には藤倉監督にエントリシートの添削や面接のアドバイスもいただき、札幌大学の就職課
の職員の方々にも面接練習などでサポートいただきました。卓球では、４年生最後の大会

で久しぶりに試合に出場でき、同期の仲間と最後の団体戦を戦い、札幌大学卓球部での濃
い卓球生活を締めくくれました。今は中学校の学校事務という職業に就いており、ゆくゆ
くは卓球部にも関わりたいと思っています。
越田涼平

2022 年卒／函館大学付属有斗高出身
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Voice

札幌大学卓球部に所属する選手たちに入部・進学した理由を聞いてみました。

新 1 年生の進学理由
名古屋幸希

髙橋大策

1 年／駒大苫小牧高出身

松野蘭

1 年／北海道科学大高出身

1 年／駒大苫小牧高出身

先輩方が強いので、自分も強くなれると思

道内に残るか迷いましたが、残るなら北海

北海道で一番強い大学で、好きな卓球を続

を続けるかどうかは悩みましたが、やりた

態度や雰囲気が良いこともあり、進学しま

先輩方の雰囲気や、卓球への姿勢、選手へ

い、札幌大学に進学しました。大学で卓球
いこともあまりなく、それなら卓球を続け

てこの４年間で自分が何になりたいかを決
めようと思いました。

道で１番の学校が良く、また先輩方の試合
した。道外に出ても北海道選手権で勝ち続
けている選手がいないので、それなら道内

に残って道外に行った選手を倒したいと
思ったこともきっかけの１つです。

近年では北海道外からの進学者も
藤崎茉耶

細田卓良

2 年／明徳義塾高出身

2 年／甲府南高出身

けていきたいと思ったので進学しました。
のサポートなどもしっかりしていて、道外
の大学ではなくても札幌大学で真面目に楽
しく、卓球できると思い、決めることがで
きました。

又村亜美

4 年／東奥学園高出身

高校時代、中国語を勉強しており、大学で

地域系の学部があり、卓球部でプレーでき

地元の青森県より卓球のレベルが高いの

はリベラルアーツ専攻という東洋の言語文

ました。北海道での暮らしは雪には驚いて

ました。スポーツのことを勉強するのが好

も学びたいと考えていました。札幌大学に
化を学べ、将来の夢に近い専攻があったた
め進学しました。卓球の練習も自分次第で

やりたいだけできますし、将来に向けての

勉強もできていて、とても充実していま
す。

る大学を探し、札幌大学を一般入試で受け
いますが、ご飯も美味しく楽しいです。将
来は教員か卓球関係の仕事に就きたいと考
えており、監督は進路相談にも載ってくだ

さり、とても感謝しています。１年浪人し
ての札幌大学進学ですが後悔は全くありま
せん。

で、自分を成長させるために、北海道に来
きなので、そこも合ってるのが札幌大学だ
と思いました。入学後、先輩方とずっと練
習して沢山のことを教えてもらったり、札
幌大谷高校など強豪校に練習に行かせても
らい、アドバイスをもらったりして、個人
的には強くなれているなと感じています。
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札幌大学卓球部

DATA

チーム概要

メンバー出身高校

女子 11 名（4 年 1 名／ 3 年 2 名／ 2 年 4 名／ 1 年 4 名）

谷学園高校、札幌北斗高校、駒澤大学附属苫

男子 22 名（4 年 5 名／ 3 年 6 名／ 2 年 4 名／ 1 年 7 名）

総監督：髙橋
コーチ：三和
佐々木

小牧高校、室蘭東翔高校、旭川実業高校、函館
大学付属有斗高校、函館大谷高校、函館大妻

チームスタッフ
顧問・監督：藤倉

北海道科学大学高校、札幌大谷高校、札幌龍

高校、清水高校、岩内高校、東奥学園高校

健太
（本学職員）

春雄
（本学 OB）

（青森）
、甲府南高校
（山梨）
、明誠高校
（島根）
、
明徳義塾高校
（高知）

拓蒼
（本学ＯＢ・職員）

直哉
（本学 OB）

卒業後の進路

①第 54 回会長杯争奪卓球大会
団

体

シングルス
ダブルス

進路決定率100％・留年率0％

町役場、森町役場 *、余市町役場、公立小中学校事務員、留萌中学校 *、北海道遠軽高等学校、北海

道北見工業高等学校、学校法人北海道科学大学、学校法人札幌大学、学校法人アソカ学園島松幼

稚園、日本郵政株式会社、札幌中央信用組合、北央信用組合、北海道信用金庫、札内農業協同組合、
JA とまこまい広域 *、道央農業協同組合、ピンネ農業協同組合本所、株式会社スポーツショップ
キタザト、株式会社タクシンスポーツ、株式会社 VICTAS、株式会社出光プランテック北海道、株

式会社エイチ・エル・シー、株式会社協成、株式会社クリエイティブ・コンサルタント、株式会
社栗林商会、株式会社新和グローバル、株式会社ジョイフルエーケー、株式会社スズケン、株式会
社ツルハ、株式会社トーヨータイヤジャパン、株式会社十勝大福本舗、株式会社バリエ、株式会社

バンブー竹の葉薬局 *、株式会社ヒマラヤ *、株式会社北海道ジーエス･ユアササービス、株式会
社ミュゼプラチナム、株式会社リアルグロウ、アーチストエージェント株式会社、イコマ北海道
株式会社、石上車輌株式会社、奥村食品工業株式会社、札幌トヨタ自動車株式会社 *、豊商事株式

会社、北央薬品販売株式会社、北海道北見バス株式会社、北海道電気工業株式会社、ヤマト運輸株
式会社、有限会社エイチ・ビー・エヌ、社会医療法人仁陽会西岡第一病院 *、社会福祉法人ノテ
*2021 年卒業生

男子：準優勝

女子：優勝

男子：準優勝

女子：優勝、
準優勝、
3位

男子：優勝、
3位

②第 90 回全日本大学総合卓球選手権大会
（団体の部）
男子：ベスト 32

決勝トーナメント 1 回戦敗退

女子：予選リーグ 3 位

敗退

③推薦選手選考参考大会
団

体

シングルス
ダブルス

男子：優勝

女子：優勝

男子：準優勝

女子：優勝

男子：優勝、
3位

女子：準優勝、
3位

④第 87 回全日本大学総合卓球選手権大会
（個人の部）
北海道予選
シングルス

男子：準優勝、
3位
（7 名代表）

ダブルス

男子：優勝、
準優勝
（2 組代表）

女子：優勝、
3位
（4 名代表）

女子：優勝、
準優勝
（2 組代表）

⑤第 87 回全日本大学総合卓球選手権大会
（個人の部）
シングルス
ダブルス

※最高成績のみ

男子：2 回戦

女子：2 回戦

男子：2 回戦

女子：2 回戦

⑥北海道秋季学生卓球選手権大会
団

体

シングルス
ダブルス

静岡県警、北海道警察、上砂川役場 *、江別市役所、北広島市役所、標津町役場、月形町役場、広尾

福祉会、
海外留学、
進学 *

2021 シーズンの戦績

男子：優勝
男子：優勝

女子：優勝、
準優勝
女子：3 位

男子：優勝、
3位

女子：優勝、
3位

⑦第 17 回全日本学生選抜卓球選手権大会
シングルス

男子：予選リーグ 3 位
（2 勝 3 敗）
女子：予選リーグ 5 位
（0 勝 4 敗）

⑧北海道新人学生卓球選手権大会
シングルス
ダブルス

男子：3 位

女子：準優勝、
3位

女子：優勝、
準優勝、
3位

⑨中村杯争奪納会試合
団

体

シングルス
ダブルス

男子：優勝

女子：優勝、
準優勝

男子：優勝

女子：優勝

男子：優勝、
3位

女子：3 位

⑩札幌卓球選手権大会

兼 北海道卓球選手権大会予選※最高成績のみ

シングルス
ダブルス

男子：ベスト 8
男子：優勝

⑪北海道選手権大会
シングルス
ダブルス

女子：3 位

女子：優勝

混合：優勝

※最高成績のみ

男子：ベスト 16

女子：ベスト 16

男子：ベスト 16 女子：5 位 混合：7 位
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