
日本学生氷上競技選手権大会（インターカレッジ）歴代優勝校

2022年1月

総合 スピード フィギア アイスホッケー

男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

1 大正１３年 長野県六助池 － － 暖気中止 － 東京帝国大学 － 早稲田大学 －

2 大正１４年 長野県松原湖 － － 早稲田大学 － 北海道帝国大学 － 東京帝国大学 －

3
大正１５年

（昭和元年）
長野県松原湖 大正天皇崩御のため中止

4 昭和　２年 長野県松原湖 － － 早稲田大学 － 慶應義塾大学 － 満州医科大学 －

5 昭和　４年 長野県松原湖 慶應義塾大学 － 早稲田大学 － 慶應義塾大学 － 慶應義塾大学 －

6 昭和　５年 長野県松原湖 慶應義塾大学 － 早稲田大学 － 慶應義塾大学 － 慶應義塾大学 －

7 昭和　６年 岩手県高松池 早稲田大学 － 早稲田大学 － 慶應義塾大学 － 早稲田大学 －

8 昭和　７年 岩手県高松池 暖気のため中止

9 昭和　８年 岩手県高松池 慶應義塾大学 － 明治大学 － 慶應義塾大学 － 慶應義塾大学 －

10 昭和　９年 栃木県日光市 慶應義塾大学 － 明治大学 － 慶應義塾大学 － 慶應義塾大学 －

11 昭和１０年 栃木県日光市他 慶應義塾大学 － 明治大学 － 慶應義塾大学 － 慶應義塾大学 －

12 昭和１１年 栃木県日光市 早稲田大学 － 明治大学 － 慶應義塾大学 － 早稲田大学 －

13 昭和１２年 栃木県日光市 明治大学 － 明治大学 － 慶應義塾大学 － 立教大学 －

14 昭和１３年 青森県八戸市 早稲田大学 － 明治大学 － 慶應義塾大学 － 早稲田大学 －

15 昭和１４年 長野県蓼の海他 明治大学 － 明治大学 － 明治大学 － 立教大学 －

16 昭和１５年 栃木県日光市 明治大学 － 明治大学 － 明治大学 － 立教大学 －

17 昭和１６年 青森県八戸市他 明治大学 － 早稲田大学 － 慶應義塾大学 － 明治大学 －

18 昭和１７年 栃木県日光市他 明治大学 － 明治大学 － 慶應義塾大学 － 明治大学 －

19 昭和２１年 長野県松原湖 立教大学 － 明治大学 － 早稲田大学 － 立教大学 －

20 昭和２２年 長野県松原湖 早稲田大学 － 日本大学 － 早稲田大学 － 早稲田大学 －

21 昭和２３年 岩手県高松池 早稲田大学 － 日本大学 － 関西学院大学 － 早稲田大学 －

22 昭和２４年 長野県蓼の海他 早稲田大学 － 日本大学 － 早稲田大学 神戸女学院大学 早稲田大学 －

23 昭和２５年 北海道苫小牧市 明治大学 － 明治大学 － 明治大学 早稲田大学 早稲田大学 －

24 昭和２６年 長野県蓼の海他 明治大学 － 明治大学 － 明治大学 早稲田大学 早稲田大学 －

25 昭和２７年 長野県蓼の海他 明治大学 － 明治大学 － 明治大学 早稲田大学 明治大学 － 完全優勝（男子）

26 昭和２８年 長野県蓼の海他 明治大学 － 明治大学 － 明治大学 早稲田大学 早稲田大学 －

27 昭和２９年 栃木県日光市 明治大学 － 明治大学 － 明治大学 神戸女学院大学 立教大学 －

28 昭和３０年 長野県蓼の海他 － － 日本大学 － 明治大学 早稲田大学 暖気中止 －

29 昭和３１年 長野県蓼の海他 明治大学 － 日本大学 － 明治大学 慶應義塾大学 明治大学 －

30 昭和３２年 青森県八戸市 明治大学 － 日本大学 － 明治大学 早稲田大学 明治大学 －

31 昭和３３年 長野県蓼の海他 明治大学 － 明治大学 － 明治大学 慶應義塾大学 立教大学 －

32 昭和３４年 北海道帯広市 明治大学 － 日本大学 － 同志社大学 立教大学 立教大学 －

33 昭和３５年 青森県八戸市他 明治大学 － 明治大学 － 立教大学 慶應義塾大学 明治大学 －

34 昭和３６年 長野県軽井沢町 明治大学 － 立教大学 － 明治大学 関西学院大学 明治大学 －

35 昭和３７年 長野県蓼科湖 明治大学 － 日本大学 － 明治大学 関西学院大学 早稲田大学 －

36 昭和３８年 長野県美鈴湖 暖気のため中止

37 昭和３９年 山梨県富士五湖他 明治大学 － 明治大学 － 明治大学 慶應義塾大学 明治大学 －

38 昭和４０年 北海道帯広市 明治大学 － 日本大学 － 早稲田大学 日本大学 明治大学 －

39 昭和４１年 長野県蓼科湖他 日本大学 － 日本大学 － 早稲田大学 玉川学大 早稲田大学 －

40 昭和４２年 北海道苫小牧市 明治大学 － 日本大学 東洋大学 明治大学 日本大学 明治大学 －

41 昭和４３年 長野県軽井沢町 日本大学 － 日本大学 東洋大学 早稲田大学 専修大学 明治大学 －

42 昭和４４年 長野県蓼科湖 明治大学 － 日本大学 東京女子体育大学 明治大学 関西学院大学 明治大学 －

43 昭和４５年 長野県浅間 明治大学 － 日本大学 専修大学 明治大学 専修大学 明治大学 －

備考回数 年度 開催地
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44 昭和４６年 山梨県富士スバル 明治大学 － 日本大学 専修大学 明治大学 富士短期 法政大学 －

45 昭和４７年 栃木県日光市 明治大学 － 明治大学 専修大学 日本大学 日本大学 法政大学 －

46 昭和４８年 栃木県日光市 明治大学 － 日本大学 日本体育大学 明治大学 日本大学 法政大学 －

47 昭和４９年 栃木県日光市 明治大学 － 明治大学 日本体育大学 明治大学 専修大学 法政大学 －

48 昭和５０年 栃木県日光市 明治大学 － 日本大学 日本体育大学 明治大学 富士短期 法政大学 －

49 昭和５１年 栃木県日光市 法政大学 － 日本大学 日本体育大学 法政大学 富士短期 法政大学 －

50 昭和５２年 栃木県日光市 明治大学 － 明治大学 日本体育大学 専修大学 専修大学 法政大学 －

51 昭和５３年 栃木県日光市 明治大学 － 明治大学 日本体育大学 専修大学 日本大学 法政大学 －

52 昭和５４年 栃木県日光市 明治大学 － 明治大学 日本体育大学 法政大学 日本大学 法政大学 －

53 昭和５５年 栃木県日光市
日本大学

法政大学
－ 専修大学 日本体育大学 日本大学 法政大学 法政大学 －

54 昭和５６年 栃木県日光市 日本大学 専修大学 専修大学 日本体育大学 日本大学 同志社大学 法政大学 －

55 昭和５７年 栃木県日光市 法政大学 専修大学 専修大学 専修大学 明治大学 専修大学 法政大学 －

56 昭和５８年 栃木県日光市 明治大学 専修大学 専修大学 日本体育大学 明治大学 日本大学 明治大学 －

57 昭和５９年 栃木県日光市 明治大学 専修大学 専修大学 日本体育大学 明治大学 日本大学 明治大学 －

58 昭和６０年 栃木県日光市 明治大学 専修大学 専修大学 日本体育大学 明治大学 専修大学 明治大学 －

59 昭和６１年 栃木県日光市 明治大学
明治大学

日本大学
専修大学 日本体育大学 明治大学 明治大学 東洋大学 －

60 昭和６２年 栃木県日光市 明治大学
明治大学

日本大学
専修大学 日本体育大学 明治大学 明治大学 明治大学 －

61 昭和６３年 栃木県日光市 明治大学 専修大学 専修大学 中京短期大学 明治大学 明治大学 明治大学 －

62 平成　元年 北海道苫小牧市 日本大学 専修大学 日本大学 中京短期大学 明治大学 明治大学 法政大学 －

63 平成　２年 青森県八戸市 日本大学 専修大学 日本大学 日本体育大学 日本大学 日本大学 早稲田大学 －

64 平成　３年 北海道帯広市 明治大学
日本大学

日本体育大学
日本大学 日本体育大学 明治大学 日本大学 明治大学 －

65 平成　４年 栃木県日光市 日本大学
日本大学

日本体育大学
日本大学 日本体育大学 日本大学 日本大学 明治大学 －

66 平成　５年 長野県軽井沢町 明治大学
明治大学

日本体育大学
日本大学 日本体育大学 明治大学 明治大学 明治大学 －

67 平成　６年 北海道苫小牧市 日本大学 日本体育大学 日本大学 日本体育大学 明治大学 同志社大学 明治大学 －

68 平成　７年 北海道釧路市 明治大学
大東文化大学

愛知学院大学
日本大学 大東文化大学 明治大学 愛知学院大学 東洋大学 －

69 平成　８年
青森県八戸市

　三沢市・福地町
明治大学

日本体育大学

同志社大学
日本大学 日本体育大学 明治大学 同志社大学 東洋大学 －

70 平成　９年 北海道苫小牧市 明治大学 東京女子体育大学 専修大学 日本体育大学 日本大学 愛知学院大学 東洋大学 －

71 平成１０年 栃木県日光市 日本大学
愛知学院大学

日本体育大学
専修大学 日本体育大学 日本大学 愛知学院大学 東洋大学 －

72 平成１１年 北海道帯広市 明治大学

日本体育大学

東京女子体育大学

東洋大学

明治大学 日本体育大学 日本大学 東洋大学 東洋大学 －

73 平成１２年 北海道釧路市 日本大学
日本体育大学

東北福祉大学
明治大学 日本体育大学 日本大学 東北福祉大学 東洋大学 －

74 平成１３年
群馬県前橋市

高崎市・伊香保町
明治大学

日本体育大学

山梨学院大学

東北福祉大学

明治大学 山梨学院大学 日本大学 東北福祉大学 明治大学 －

75 平成１４年 北海道苫小牧市 明治大学
山梨学院大学

東洋大学
日本体育大学 山梨学院大学 日本大学 東洋大学 明治大学 －

76 平成１５年 栃木県日光市 明治大学
信州大学

東洋大学
明治大学 信州大学 日本大学 東洋大学 明治大学 －

77 平成１６年 北海道釧路市 明治大学
信州大学

早稲田大学
明治大学 信州大学 日本大学 早稲田大学 明治大学 －

78 平成１７年 北海道帯広市 明治大学

信州大学

日本大学

早稲田大学

明治大学 信州大学 明治大学 日本大学 明治大学 － 完全優勝（男子）

79 平成１８年
栃木県日光市

　　　宇都宮市
明治大学

信州大学

日本大学

早稲田大学

明治大学 信州大学 明治大学 日本大学 東洋大学 －

80 平成１９年 北海道苫小牧市 明治大学

関西大学

山梨学院大学

早稲田大学

早稲田大学 山梨学院大学 明治大学 関西大学 東洋大学 －

81 平成２０年
青森県八戸市

　三沢市・南部町
明治大学 早稲田大学 専修大学 日本体育大学 関西大学 関西大学 東洋大学 －

82 平成２１年
栃木県日光市

　　　宇都宮市
明治大学

明治大学

山梨学院大学
日本大学 山梨学院大学 関西大学 明治大学 早稲田大学 －
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83 平成２２年 北海道釧路市 明治大学
明治大学

山梨学院大学
日本大学 山梨学院大学 中京大学 明治大学 明治大学 －

84 平成２３年 北海道苫小牧市 明治大学
山梨学院大学

関西大学
専修大学 山梨学院大学 中京大学 関西大学 中央大学 －

85 平成２４年
栃木県日光市

　　　宇都宮市
法政大学

日本体育大学

関西大学

山梨学院大学

法政大学 日本体育大学 法政大学 関西大学 中央大学 －

86 平成２５年 北海道帯広市 明治大学

日本体育大学

関西大学

山梨学院大学

専修大学 日本体育大学 明治大学 関西大学 早稲田大学 －

87 平成２６年 北海道釧路市 法政大学 日本体育大学 法政大学 日本体育大学 中京大学 中京大学 明治大学 －

88 平成２７年
栃木県日光市

　　　宇都宮市
法政大学

高崎健康福祉大学

関西大学
法政大学 高崎健康福祉大学 法政大学 関西大学 中央大学 －

89 平成２８年 北海道苫小牧市 明治大学
高崎健康福祉大学

中京大学
専修大学 高崎健康福祉大学 関西大学 中京大学 明治大学 －

90 平成２９年
青森県八戸市

長野県軽井沢町
明治大学 中京大学 日本大学 山梨学院大学 関西大学 中京大学 明治大学　 日本体育大学

91 平成３０年
北海道苫小牧市

栃木県日光市
明治大学 中京大学 日本大学

山梨学院大学

高崎健康福祉大学
明治大学 関西大学 明治大学 日本体育大学

92
平成３１年

（令和元年）
北海道釧路市 日本大学

明治大学

高崎健康福祉大学

山梨学院大学

専修大学
山梨学院大学

高崎健康福祉大学
関西大学 明治大学 東洋大学 日本体育大学

93 令和2年
群馬県渋川市・前橋市

青森県八戸市
新型コロナウイルスの影響により中止

94 令和3年 北海道帯広市 明治大学
中京大学

山梨学院大学
専修大学 山梨学院大学 関西大学 中京大学 東洋大学 0


