
【 全国を⽬指し切磋琢磨していきましょう︕ 】

◆スタッフ
部 ⻑ ⼭﨑 真之
監 督 湯原 信光
ヘッドコーチ 淵脇 常弘
トレーニングコーチ 野⽊ 丈司

◆部員数（2022年5⽉現在）
男 ⼦ 30名
⼥ ⼦ 14名
合 計 44名

◆練習拠点
東京国際⼤学 坂⼾キャンパス ゴルフ＆スポーツサイエンスラボラトリー
〒350-0245 埼⽟県坂⼾市四⽇市場81-1

◆⽣活拠点
⼤学キャンパスの周辺を拠点として授業、練習ともに充実した学⽣⽣活が送れます。
近郊の実家からの通学も可能です。

東京国際⼤学 ゴルフ部 紹介

東京国際⼤学ゴルフ部概要



◆練習環境
全22 打席の全天候型室内ゴルフレンジ（74yard ×14yard × 15m）で、
オートティーアップ機能を備えています。室内中央にはオーガスタ12 番ホールを
模したグリーンと⽩砂のバンカーを設置。
パッティングやバンカーショットの練習がいつでもできます。
レンジ内にはUS PGA ツアーでも使⽤されている⾼性能計測器「TRACKMAN」をはじめ、
各種の分析機器を導⼊してスイングやスポーツ動作の分析を⾏っています。
室内にはセミナー室やコンピュータ室、研究室、シャワー室も完備。
ゴルフ専⾨誌でも取り上げられるほどの充実した施設です。

◆提携ゴルフコース
⽇⾼カントリークラブ （埼⽟県⽇⾼市 坂⼾キャンパスより⾞で15分）

ゴルフ&サイエンスラボラトリー

◆部活時間
春・秋学期 17︓30〜19︓30
夏・冬期休暇 09︓30〜14︓30

◆練習場利⽤可能時間 平 ⽇ 07︓00〜21︓30
⼟⽇祝祭⽇ 07︓00〜20︓30

◆部活動の休⽇ 基本的に⼟・⽇曜⽇（⾃主練習、合宿を除く）
試験期間中（試験１週前より試験終了⽇）
年末年始（2週間程度）

ラボ紹介映像① ラボ紹介映像②



◆年間スケジュール
4⽉
5⽉ 関東⼤学対抗戦
6⽉ 全国⼤学対抗戦、関東⼤学個⼈戦
7⽉
8⽉ 合宿、レギュラー合宿、全国⼤学個⼈戦
9⽉ 関東⼤学対抗戦、関東⼤学個⼈戦

◆成績（男⼦）
2020年
関東⼤学秋季Bブロック対抗戦 3位

◆2021年
関東⼤学春季Bブロック対抗戦 3位
関東⼤学秋季Bブロック対抗戦 6位
⽇本学⽣ゴルフ選⼿権 出場

◆2022年
関東⼤学春季Bブロック対抗戦 4位

活動と成績

10⽉ 全国⼤学対抗戦、全国⼤学個⼈戦
11⽉ 全国⼤学個⼈戦、スーパーリーグ
12⽉
1⽉
2⽉
3⽉ 合宿、レギュラー合宿

◆成績（⼥⼦）
2020年
関東⼥⼦⼤学秋季Bブロック対抗戦 3位

◆2021年
関東⼥⼦⼤学春季Bブロック対抗戦 優勝
⽇本⼥⼦学⽣ゴルフ選⼿権 個⼈8位
関東⼥⼦⼤学秋季Aブロック対抗戦 4位
スーパーリーグ⼥⼦団体戦 優勝

◆2022年
関東⼥⼦⼤学春季Aブロック対抗戦 3位
全国⼥⼦⼤学ゴルフ対抗戦 出場



YUHARA  Nobumitsu PROFILE

湯原 信光（ゆはら のぶみつ）

アマチュア 27勝
レギュラーツアー 7勝
シニアツアー 1勝

1957年 東京都出⾝
1964年 ゴルフを始める（7歳）

1974年 ⽇本ジュニアゴルフ選⼿権 優勝
霞が関CC東コース（コースレコード アマ67）

1975年 ⽇本ジュニアゴルフ選⼿権 優勝
1977年 関東オープンゴルフ選⼿権 ベストアマ

国際アマチュアゴルフペア選⼿権（開催地・メキシコ） 優勝
1979年 ⽇本アマチュアゴルフ選⼿権 優勝

アジア太平洋アマチュアゴルフ選⼿権（開催地・シンガポール） 優勝

1980年 ⽇本⼤学経済学部 産業経営学科 卒業
プロテスト合格

1981年 関東オープン 優勝
ジュンクラシック 優勝

1983年 フジサンケイクラシック 優勝
1990年 ポカリスエットオープン 優勝
1992年 札幌とうきゅうオープン 優勝

ヨネックスオープン広島 優勝
2002年 久光製薬KBCオーガスタゴルフトーナメント 優勝

2010年 皇潤クラシック 優勝



YUHARA  Nobumitsu PROFILE

代表歴 1986年 世界選⼿権 優勝
⽇⽶対抗

1987年 ダンヒルカップ
⽇⽶対抗

1992年 ダンヒルカップ

受賞歴 1980年 東京ゴルフ記者会 新⼈賞
1981年 ⽇本メンズファッション協会 ベストドレッサー賞 スポーツ部⾨
1998年 ⽇本ゴルフツアー機構 パーオン率部⾨ 第1位
2000年 ⽇本ゴルフツアー機構 パーオン率部⾨ 第1位
2001年 ⽇本ゴルフツアー機構 パーオン率部⾨ 第1位
2002年 ⽇本ゴルフツアー機構 特別賞

役員歴 1992年 ⽇本ゴルフツアー機構 選⼿会 副会⻑
1993年 ⽇本ゴルフツアー機構 選⼿会 副会⻑兼事務局⻑
1994年 ⽇本ゴルフツアー機構 選⼿会 副会⻑兼事務局⻑
1995年 ⽇本ゴルフツアー機構 選⼿会 副会⻑（福祉担当）
1996年 ⽇本ゴルフツアー機構 選⼿会 副会⻑兼事務局⻑
1997年 ⽇本ゴルフツアー機構 選⼿会 理事
1998年 ⽇本ゴルフツアー機構 選⼿会 理事（PGAツアー制作委員会）
1999年 ⽇本ゴルフツアー機構 選⼿会 理事（福利厚⽣委員会）
2000年 ⽇本ゴルフツアー機構 選⼿会 会⻑
2001年 ⽇本ゴルフツアー機構 選⼿会 理事（ポリシーボードメンバー）
2002年 ⽇本ゴルフツアー機構 選⼿会 理事（ポリシーボードメンバー）
2003年 ⽇本ゴルフツアー機構 選⼿会 理事（ポリシーボードメンバー）
2004年 ⽇本ゴルフツアー機構 選⼿会 理事（広報事業担当）
2005年 ⽇本ゴルフツアー機構 選⼿会 理事（厚⽣担当）
2006年 ⽇本ゴルフツアー機構 選⼿会 監事
2007年 ⽇本ゴルフツアー機構 選⼿会 監事

現 在 2013年 東京国際⼤学 ゴルフ部監督
東京国際⼤学 ⼈間社会学部 特命教授

2022年 ⽇本⼤学⼤学院 総合社会情報研究科 博⼠前期課程 ⼈間科学専攻 ⼊学



ヘッドコーチ

FUCHIWAKI  Tsunehiro  PROFILE

淵脇 常弘（ふちわき つねひろ）

1959年 宮崎県出⾝
⼩、中学校で少年剣道⼤会、県⼤会など優勝多数、
⾼校では県⼤会優勝、東海⼤会優勝、三重国体優勝など
優勝回数は数えきれない。

1977年 協栄ボクシングジム⼊⾨
1977年 全⽇本ライト級新⼈王

全⽇本ランキング１位、東洋ランキング３位
1978年 メキシコへボクシング留学
1984年 ニューセントアンドリュースゴルフクラブオブジャパン
1987年 ミズノゴルフスクール チーフインストラクター
2000年 ジョー・ティールゴルフアカデミー ヘッドコーチ（アジア）
2001年 湯原信光プロのコーチ開始
2012年 PGAティーチングアワード 最優秀賞受賞

『和のゴルフ』
2013年 東京国際⼤学ゴルフ部 ヘッドコーチ就任
2014年 PGAティーチングアワード 優秀賞受賞

『和のゴルフ（後編）』

現 在 東京国際⼤学ゴルフ部 ヘッドコーチ
ミズノゴルフアカデミー ヘッドプロ
ミズノプロサポートスタッフ

JPGA（⽇本プロゴルフ協会）A級会員
JGTO（⽇本ゴルフツアー機構）認定コーチ
プロボクシングＡ級ライセンス

※ PGAティーチングアワード 最優秀賞受賞
『和のゴルフ』参考動画



NOGI Takeshi  PROFILE

トレーニングコーチ

野⽊ 丈司（のぎ たけし）

1960年 千葉県出⾝
1978年 陸上競技5000m 全国⾼校ランキング9位 14分51秒
1979年 プロボクシング 3戦3勝
1998年 プロボクシング 指導者へ転向 以降

東洋太平洋、アジア等地域チャンピオン 8名(男⼦5⼥⼦3)
⽇本チャンピオン2名・世界ユースチャンピオン1名
⽇本ユースチャンピオン1名を育成

2017年 ⽇本ボクシングコミッション&全⽇本プロボクシング協会
最優秀トレーナー賞受賞

現 在 志成ボクシングジム トレーナー
井岡 ⼀翔 選⼿、⽐嘉 ⼤吾 選⼿、⽊村 吉光 選⼿、
⼤湾 硫⽃ 選⼿の指導に当たる。
東京国際⼤学ゴルフ部 トレーニングコーチ
プロアスリート パーソナルトレーニング コーチ

ボクシングチャンピオン
世界チャンピオン 内藤 ⼤助 選⼿

江藤 光喜 選⼿ (⽇本⼈唯⼀のタイ国での王座獲得)
⽐嘉 ⼤吾 選⼿ (⽇本⼈唯⼀のパーフェクトレコード

王座獲得13戦13勝13KO)
⾵神 ライカ 選⼿・⼭⼝ 直⼦ 選⼿

その他格闘技選⼿ 藤⽥ 和之 選⼿・所 英男 選⼿・宇野 薫 選⼿
藤井 惠 選⼿・浜坂 朱加 選⼿ など多数

中学⽣でプロボクサーを志しその⽬的の為、⾼校時代に⼩出義雄⽒より
陸上競技を学ぶ。
⼩出義雄⽒の選⼿育成術をボクシングに応⽤し、上記チャンピオンを輩出。

トレーニング指導選⼿は格闘技以外にも、野球、ゴルフ、ダンス、
フィギュアスケートなど多岐に渡る。
⾝体の連動性を重視したパワートレーニングが特⾊。




