
年代年代年代年代 クラブ及び関連事項クラブ及び関連事項クラブ及び関連事項クラブ及び関連事項 参考事項参考事項参考事項参考事項 部長部長部長部長 監督監督監督監督 主将主将主将主将 主務主務主務主務 ＯＢ会長ＯＢ会長ＯＢ会長ＯＢ会長1952年1952年1952年1952年 明治大学体育会承認。 基幹部員10名 藤原弘達藤原弘達藤原弘達藤原弘達 水谷　光壮水谷　光壮水谷　光壮水谷　光壮 神谷　無夫ウエイトリフティング部発足 道場、本校駿河台校舎 秋永　肇秋永　肇秋永　肇秋永　肇1953年1953年1953年1953年 基幹部員、神谷夫農学部中心に後の日本代表クラス白鳥博義、神谷公夫ら入部1954年1954年1954年1954年 学生連盟設立水谷光壮監督会長就任 第２回アジア大会　　　第２回アジア大会　　　第２回アジア大会　　　第２回アジア大会　　　神谷務夫、田口美智雄が大活躍 白鳥博義日本代表として出場1955年1955年1955年1955年第１回全日本大学対抗ウエイトリフティング大会始まる第1回全日本大学対抗戦　　準優勝 西尾　千 大野　和夫 小林三郎小林三郎小林三郎小林三郎初代ＯＢ会長に小林三郎就任 旧 久木原旧 久木原旧 久木原旧 久木原1956年1956年1956年1956年 第16回メルボルンオリンピックに当校から2名選抜 メルボルンオリンピック日本代表メルボルンオリンピック日本代表メルボルンオリンピック日本代表メルボルンオリンピック日本代表 白鳥　博義 山浦　孝一第２回全日本大学対抗戦　　　優勝 白鳥博義。山口隆弘出場1957年1957年1957年1957年 全日本学生連盟主催（世界選手権大会テヘラン） 世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表 神谷　公夫 吉田　慶弥日本代表監督に水谷　光壮。当部から３名選手 古山征男。山崎弘。原善雄第３回全日本大学対抗戦　　　　　　　　　　　　　　　　　準優勝1958年1958年1958年1958年 第3回アジア大会東京で開催。 第3回アジア大会。第3回アジア大会。第3回アジア大会。第3回アジア大会。 原　善雄 石井　勢祐第４回全日本大学対抗戦　　　優勝[２回目） 原　善雄日本代表出場1959年1959年1959年1959年 山崎　弘　日本人初の世界新記録樹立ライト級 中西　幹育 坂林　忠雄（第１４回国民体育大会にてジャーク160ｋｇ） 日本初世界新記録樹立日本初世界新記録樹立日本初世界新記録樹立日本初世界新記録樹立全日本選手権大会8階級の内当部員4階級制覇 山崎　弘山崎　弘山崎　弘山崎　弘



第５回全日本大学対抗戦　　　優勝(2連覇）1960年1960年1960年1960年 第１７回ローマオリンピック　当校から2名選抜。 ローマオリンピック日本代表ローマオリンピック日本代表ローマオリンピック日本代表ローマオリンピック日本代表 西賀　順好 国利　俊一第６回全日本大学対抗戦　　　優勝（3連覇） 古山征男。山崎弘。出場　　　　　　　　　　　　　　１９６１年～１９７０年まで　　　　　　　　　　　　　　１９６１年～１９７０年まで　　　　　　　　　　　　　　１９６１年～１９７０年まで　　　　　　　　　　　　　　１９６１年～１９７０年まで
1961年1961年1961年1961年 合宿所(明和寮）クラブ員入居する。 明和寮合宿所の生活始まる。 林　義弘 発生川　節典石井　勢祐石井　勢祐石井　勢祐石井　勢祐世界選手権大会「ウィーン」当校ＯＢ含め3名選抜 世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表第７回全日本大学対抗戦　　　優勝（4連覇） 山崎弘、古山征男、福田弘。小林三郎ＯＢ会長辞任２代ＯＢ会長に石井勢祐氏就任以上3名選抜。
1962年1962年1962年1962年 第８回全日本大学対抗戦（5連覇）成らず。準優勝 第４回アジア大会第４回アジア大会第４回アジア大会第４回アジア大会。　福田弘、 継岡　正章 神谷　法夫山崎弘、継岡正章出場第４回アジア大会（インドネシア）当校ＯＢ含め3名 世界選手権。世界選手権。世界選手権。世界選手権。世界選手権（ブタペスト）当校ＯＢ含め2名。5名代表三輪定宏。山口隆弘出場。
1963年1963年1963年1963年 世界選手権大会（ストックホルム）当校からＯＢ含め世界選手権日本代表世界選手権日本代表世界選手権日本代表世界選手権日本代表 阿部　正善 松村　典明２名選抜。 福田弘。山崎弘。第９回全日本大学対抗戦　　　　　　優勝(６回目）
1964年1964年1964年1964年 第１8回オリンピック東京大会開催(日本国初の開催）東京オリンピック日本代表東京オリンピック日本代表東京オリンピック日本代表東京オリンピック日本代表 須田　賢一 小野寺彦光日本代表選手7名の内当校からＯＢ含め4名選抜。 福田弘。山崎弘。第１０回全日本大学対抗戦　　　　　準優勝 古山征男。三輪定宏
1965年1965年1965年1965年 世界選手権大会（テヘラン）当校から1名選抜 世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表 木村　岳夫 荒井　英二

1961年～1970年まで1961年～1970年まで1961年～1970年まで1961年～1970年まで



第１１回全日本大学対抗戦　　　　　準優勝 木村岳夫
1966年1966年1966年1966年 学園闘争始まる、一時期全学連により学園封鎖される第５回アジア大会日本代表第５回アジア大会日本代表第５回アジア大会日本代表第５回アジア大会日本代表 丸山　秀雄 仁田山忠仁第５回アジア大会（バンコック）当校のＯＢ2名選抜 木村岳夫、継岡正章。世界選手権大会(東ベルリン）当校からＯＢ含め2名 世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表選抜。　第１２全日本回全日本大学対抗戦　　　第3位野田澄夫、三輪定宏
1967年1967年1967年1967年 日本初の開催(東京）ウエイトリフティング競技中止。 大坪　勝夫第13回全日本大学対抗戦　　　　　　　　第3位
1968年1968年1968年1968年 第１9回メキシコオリンピック　当校のＯＢ2名選抜。 メキシコオリンピック日本代表メキシコオリンピック日本代表メキシコオリンピック日本代表メキシコオリンピック日本代表 野田　澄夫 金子　矩久福井国体に於いて競技　8クラス階級の内、　 木村岳夫、三輪定宏当校明大ＯＢも含め　4階級制覇　優勝する。1969年1969年1969年1969年 部活動改革提案　　　改革案にて改革進める。 世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表 下瀬　輝隆 大坪　英世世界選手権大会（ワルシャワ）当校から1名選抜 角南　保。全日本大学対抗戦　　　　　　　　第３位1970年1970年1970年1970年 世界選手権大会（コロンバス）当校から2名選抜 世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表 中曽根　正和鍵野　恭二全日本大学対抗戦　　　　　　　　第３位 角南　保。藤代末男。　　　　　　　　　　　　　　１９7１年～１９8０年まで　　　　　　　　　　　　　　１９7１年～１９8０年まで　　　　　　　　　　　　　　１９7１年～１９8０年まで　　　　　　　　　　　　　　１９7１年～１９8０年まで1971年 1971年 1971年 1971年 第1回学生東西対抗戦　　始まる 木村　岳夫木村　岳夫木村　岳夫木村　岳夫 藤代　末男 田村　文裕水谷光壮監督辞任、新監督に木村岳夫監督に就任1972年1972年1972年1972年 18回継続の法慶明3大学対抗戦中止となる 高尾宗太郎 志賀　健一ＩＷＦ総会にてプレス種目の廃止が決定20回ミュンヘンオリンピックから9階級となる。

1971年～1980ねんまで1971年～1980ねんまで1971年～1980ねんまで1971年～1980ねんまで



1973年1973年1973年1973年 第Ⅰ回東日本学生対抗戦開始される。 志賀　和彦 柴田　　昭沖縄復帰後、記念国体が沖縄にて開催される。1974年1974年1974年1974年 第７回アジア大会開催(イラン） 第7回アジア大会日本代表第7回アジア大会日本代表第7回アジア大会日本代表第7回アジア大会日本代表 古長　公良 野田　能史当校から1名選抜される。 藤代末男ライトヘビー(金）メタル(金）メタル(金）メタル(金）メタル1975年1975年1975年1975年 世界選手権大会(モスクワ)当校からＯＢ1名選抜 小野　光一 鈴木　勝第1回世界ジュニア大会(マルセイユ）スタート 世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表第1回日中友好大会(北京)スタート 藤代末男1976年1976年1976年1976年 第21回オリンピック(モントリオール）当校からＯＢ1名モントリオールオリンピック日本モントリオールオリンピック日本モントリオールオリンピック日本モントリオールオリンピック日本 三沢　明宣 笹田　一之選抜される。第2回ジュニア大会(グダニスク）当校から代表　代表　代表　代表　藤代末男。　世界ジュニア世界ジュニア世界ジュニア世界ジュニア現役部員1名選抜される。 日本代表　日本代表　日本代表　日本代表　平岡　力1977年1977年1977年1977年 クラス分け階級の変更が行われた。　00ｋｇ級となる世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表 鈴木　勝 鈴木　利夫 対馬　靖治対馬　靖治対馬　靖治対馬　靖治世界選手権大会（シュッツガルト）当校からＯＢ1名選抜角南　保第3回世界ジュニア大会当校から現役部員1名選抜世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表石井2代ＯＢ会長辞任3代ＯＢ会長に対馬　靖治氏就任平岡　力1978年1978年1978年1978年 検量に対するルール変更競技開始2時間前となる。世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表 高橋　義治 岩崎　仁志世界選手権大会(ゲチスバウグ）当校ＯＢ1名選抜。角南保1979年1979年1979年1979年 世界選手権大会（サロ二カ）当校ＯＢ1名選抜 世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表 平岡　　力 杉本　春二 相坂　信夫相坂　信夫相坂　信夫相坂　信夫対馬3代ＯＢ会長辞任4代ＯＢ会長に相坂信夫氏就任角南保1980年1980年1980年1980年 秋永2代目部長辞任3代目部長に加藤隆教授就任 加藤　　隆加藤　　隆加藤　　隆加藤　　隆 宮内日出男 片山信一郎第1回全日本ジュニア大会開催される。第22回オリンピック(モスクワ）日本選手団不参加決定　　　　　　　　　　　　　　　1981年～1990年まで　　　　　　　　　　　　　　　1981年～1990年まで　　　　　　　　　　　　　　　1981年～1990年まで　　　　　　　　　　　　　　　1981年～1990年まで 1981年～1990年まで1981年～1990年まで1981年～1990年まで1981年～1990年まで



1981年1981年1981年1981年 世界ジュニア大会当校から現役部員1名選抜 世界ジュニア日本代表世界ジュニア日本代表世界ジュニア日本代表世界ジュニア日本代表 福田　　弘福田　　弘福田　　弘福田　　弘 片山信一郎 戸村　　一2代目木村監督辞任3代目監督に福田弘監督就任 皆藤　聡1982年1982年1982年1982年 世界選手権大会（リュブャウナ）当校ＯＢ1名選抜 世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表 浦田　公貴 戸村　　一第9回アジア大会（ニューデリー）日本代表監督福田弘平岡力1983年1983年1983年1983年 第1回アジアジュニア選手権大会スタート（上尾市） 皆藤　　聡 橋本　朋浩1984年1984年1984年1984年 駿台体育会創立25周年 三上　　勲 川田　　学1985年1985年1985年1985年 合宿所火災（過去の資料消滅） 鈴木　九生 貫名　健司1986年1986年1986年1986年 加藤3代目部長辞任4代目部長に金子光男教授就任 金子　光男金子　光男金子　光男金子　光男 三木　義男三木　義男三木　義男三木　義男 貫名　健司 藤沢　直樹福田3代目監督辞任4代目監督に三木義男監督就任第10回アジア大会（ソウル）福田弘日本代表監督世界初女子の国際大会ハンガリーで開催大学対抗戦　2部に降格（創部以来の屈辱を味わう）1987年1987年1987年1987年 強い明治目指す高校生勧誘（チャンピオンクラス）着眼 関根　雅之 武井　真三33回大学対抗戦2部優勝　1部に昇格。1988年1988年1988年1988年 同上強い明治を基に勧誘強化 芦谷　竜司 田崎　康宏高校チャンピオンクラス昨年から入学勧誘結果現れる合宿所新設されクラブ員入居



1989年1989年1989年1989年 同上強い明治を基に勧誘強化 田崎　康宏 大吉　　弘日本ウエイトリフティング協会創立50周年を迎える沖縄県の高校生が明大（当クラブ）へ始めて入学する。1990年1990年1990年1990年 同上強い明治を基に勧誘強化 市川　　剛 大吉　　弘部員増強、練習強化、高校チャンピオンクラス多数入部　　　　　　　　　　　　　　　1991年～2000年まで　　　　　　　　　　　　　　　1991年～2000年まで　　　　　　　　　　　　　　　1991年～2000年まで　　　　　　　　　　　　　　　1991年～2000年まで1991年1991年1991年1991年 同上強い明治を基に勧誘強化 井上　良之 宮内　俊明対抗戦結果現れる。1992年1992年1992年1992年 同上強い明治を基に勧誘強化 辻　　良太 江上　宗充1年安井貭ナショナルチーム入り合宿（ブルガリヤ）部員25名中高校チャンピオン7名在部相坂ＯＢ会長辞任1993年1993年1993年1993年 全日本大学対抗戦　　　　22年ぶり　　　第3位 継岡　正章継岡　正章継岡　正章継岡　正章 柳田　直哉 江上　宗充 西賀　順好西賀　順好西賀　順好西賀　順好三木監督辞任5代目監督に継岡正章監督就任相坂4代目ＯＢ辞任　5代目会長に西賀　順好氏就任第1回日中韓3ヶ国、フレンドシップトーナメント始まる1994年1994年1994年1994年 全日本大学対抗戦　　　　29年ぶり　　準優勝 奥成　　済 中村　　隆東日本対抗戦　　優勝　優勝　優勝　優勝1995年1995年1995年1995年 全日本大学対抗戦　　　　32年ぶり　　優勝(7回目） 世界ジュニア日本代表世界ジュニア日本代表世界ジュニア日本代表世界ジュニア日本代表 松村　典明松村　典明松村　典明松村　典明 安井　　貭 中村　　隆8クラス中5クラス優勝者を出し独壇場の強さを示す。宮川一宏、富永憲志、鈴木和美継岡監督辞任6代目監督に松村典明、監督就任

1991年～2000年まで1991年～2000年まで1991年～2000年まで1991年～2000年まで



世界ジュニア大会当校から現役部員3名選抜世界ジュニア日本監督に継岡正章、監督に就任1996年1996年1996年1996年 全日本大学対抗戦　　　　連続優勝（2連覇）(8回目）世界ジュニア日本代表世界ジュニア日本代表世界ジュニア日本代表世界ジュニア日本代表 増井　敬治 兼島　　豊第2期黄金時代を迎える。 山本亮、岩岡怜、鈴木和美8クラス中4クラス優勝者を出し独壇場の強さを示す。世界ジュニア大会当校から現役部員3名選抜世界ジュニア日本監督に2年連続継岡正章監督に就任1997年1997年1997年1997年 全日本大学対抗戦3連覇逃がす。　　準優勝 世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表 林　　義弘林　　義弘林　　義弘林　　義弘 東江　博昭 岩井　正純8クラス中4クラス優勝者を出しながら残念。 菊妻　康司、崎村公貴松村監督辞任　7代目監督に林義弘、監督就任世界ジュニア大会当校から2名選抜される。1998年1998年1998年1998年 全日本大学対抗戦　　　　優勝逃がす準優勝 東アジア大会日本代表東アジア大会日本代表東アジア大会日本代表東アジア大会日本代表 崎村　公貴 伊集　　元8クラス中4クラス優勝者を出しながら再度逃がす残念。鈴木和美東アジア大会日本代表監督に継岡正章、監督就任世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表東アジア大会当校から1名選抜される。 菊妻　康司世界ジュニア大会当校から1名選抜される。1999年1999年1999年1999年 林監督辞任8代目監督に継岡正章、監督就任 世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表 継岡　正章継岡　正章継岡　正章継岡　正章 八坂真太郎 敦賀　友三 成田　保雄成田　保雄成田　保雄成田　保雄西賀ＯＢ会長辞任　6代目ＯＢ会長に成田保雄氏就任菊妻　康司。　鈴木　和美世界選手権大会(アテネ）に当校からＯＢ2名選抜される2000年2000年2000年2000年 第27回シドニーオリンピック開催 シドニーオリンピック日本代表シドニーオリンピック日本代表シドニーオリンピック日本代表シドニーオリンピック日本代表 岩岡　　怜 和田　太郎日本代表選手に当校から1名選抜される。 菊妻　康司　　　　　　　　　　　　　　　2001年～2010年まで　　　　　　　　　　　　　　　2001年～2010年まで　　　　　　　　　　　　　　　2001年～2010年まで　　　　　　　　　　　　　　　2001年～2010年まで2001年2001年2001年2001年 全日本大学対抗戦　3年ぶりの　　　準優勝 世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表 高橋　弘樹 古屋　正樹創部50年目を迎える・ 平岡　勇輝世界ジュニア大会当校から1名選抜される。 アジアジュニア大会日本代表アジアジュニア大会日本代表アジアジュニア大会日本代表アジアジュニア大会日本代表 2001年～2010年まで2001年～2010年まで2001年～2010年まで2001年～2010年まで



アジアジュニア大会当校から1名選抜される。 船田　晃大2002年2002年2002年2002年 全日本大学対抗戦　6年ぶり　　優勝（9回目） 世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表世界選手権大会日本代表 片平　晋大 左藤　史義東日本大学対抗戦　　　　　　　優勝[2回目） 平岡　勇輝創部50周年記念祝賀式を優勝祝勝兼ね行う 世界大学大会日本代表世界大学大会日本代表世界大学大会日本代表世界大学大会日本代表(学長、理事長始め来賓,ＯＢ,約300名出席。 片平　晋大世界選手権大会、世界大学、世界ジュニア大会 世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表各大会に当校からＯＢ、現役1名ごと選抜される。 朝田　智弘2003年2003年2003年2003年 全日本大学対抗戦　　　　　　準優勝 野崎　悠一郎伊藤　福実 柴田　泰孝柴田　泰孝柴田　泰孝柴田　泰孝成田ＯＢ会長辞任　7代目ＯＢ会長に柴田泰孝氏就任2004年2004年2004年2004年 特別強化指定クラブとしての認定を受ける。 世界大学大会日本代表世界大学大会日本代表世界大学大会日本代表世界大学大会日本代表 朝田　智弘 谷澤　逸人世界大学大会当校から1名選抜される。 朝田　智弘全日本大学対抗戦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3位2005年2005年2005年2005年 特別強化指定クラブとしての認定中。 渡辺　貴弘 山崎　誠司全日本大学対抗戦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3位2006年2006年2006年2006年 継岡監督辞任　9代目監督に本多達雄氏就任 本多　達雄本多　達雄本多　達雄本多　達雄 秦　　信彦 園田幸太郎 中西　幹育中西　幹育中西　幹育中西　幹育柴田ＯＢ会長辞任　8代目ＯＢ会長に中西幹育氏就任特別強化指定クラブとしての認定中。2007年2007年2007年2007年 特別強化指定クラブとしての認定中。 岡本　祥平 佐竹　拓巳2008年2008年2008年2008年 特別強化指定クラブとしての認定中。 丹伊田裕真 朴　貴永2009年2009年2009年2009年 東日本大学対抗戦　　　　　　　　　優勝(3回目） 中島　啓介 高橋　純兵特別強化指定クラブとしての認定中。2010年2010年2010年2010年 高橋　信勝助教授副部長就任 世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表 金子　光男金子　光男金子　光男金子　光男 大山　喬生 古庄　佑基 木村　将夫木村　将夫木村　将夫木村　将夫中西ＯＢ会長辞任　9代目ＯＢ会長に木村将夫氏就任武市航 副高橋信勝副高橋信勝副高橋信勝副高橋信勝



世界ジュニア大会当校から1名選抜される。　　　　　　　　　　　　　　　2011年～2020年まで　　　　　　　　　　　　　　　2011年～2020年まで　　　　　　　　　　　　　　　2011年～2020年まで　　　　　　　　　　　　　　　2011年～2020年まで2011年2011年2011年2011年 東日本大学対抗　　　　　　優勝（4回目） アジアジュニア大会日本代表アジアジュニア大会日本代表アジアジュニア大会日本代表アジアジュニア大会日本代表 武市　航 美島　　純全日本大学対抗戦　　　　　2部に降格(25年目にして原亮太2回目のワースト記録アジアジュニア大会当校から1名選抜される。2012年2012年2012年2012年 高橋副部長助教授から教授に昇進する。 世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表世界ジュニア大会日本代表 五郷　英之 谷中　洋登 鶴田　正幸鶴田　正幸鶴田　正幸鶴田　正幸教授昇進祝いＯＢ会主催で行う 三原　真吾全日本大学対抗戦　2部優勝来年度から1部昇格木村ＯＢ会長辞任10代目ＯＢ会長に鶴田正幸氏就任世界ジュニア大会当校から1名選抜される。2013年2013年2013年2013年

2011年＾2020年まで2011年＾2020年まで2011年＾2020年まで2011年＾2020年まで


