
西暦 主な出来事 参加リーグ 優勝チーム リーグ戦順位、戦績 監督 主将名 現役クラブ員数 主な公式戦会場 合宿地 主な練習場 世の中の主な出来事

1929
池尾清、加倉井健吉、小林英四郎、南義夫、川合利平（旧　北田）５名の有志
が、池尾氏を中心にラグビークラブを創設。当初のクラブ名は「ドライアイス」。

５～１５？ 冬：新田グラウンド
川崎、玉川、駒沢三
越G、芝公園、幡ヶ谷

世界大恐慌勃発

1930
塾内対抗に出場（秋）。シーズンオフに喫茶店「紫」で塾内チーム「マンモス」と
の合同チーム結成に合意。J.S.K.Sクラブと初めて称す。

浜口雄幸総理狙撃事件

1931
三月に関西遠征を挙行（宿泊は池尾清氏の実家）。対戦相手は主に実業団
チーム

夏：沓掛（千ヶ滝） 満州事変

1932
1932～33年にかけて、塾内競技部の公認団体となり、次いで所属団体となる。
公認ののち、慶應J.S.K.S.クラブが正式名称となる。

夏：小田原 ５．１５事件、満州国建国を宣言

1933 小林英四郎 夏：星野温泉 日本 国際連盟脱退

1934 夏：星野温泉 帝人事件で内閣総辞職

1935 夏：星野温泉 「天皇機関説」批判高まり自由主義排撃強まる

1936 池尾　毅 夏：河口湖 ２．２６事件、阿部定事件

1937 夏：河口湖 盧溝橋事件から日中戦争勃発

1938 夏：河口湖 国家総動員法公布

1939 鈴木美英 夏：河口湖 独軍がポーランドに侵攻し第二次世界大戦勃発

1940 澤木建依 夏：河口湖 日独伊三国同盟締結

1941 宮沢秀治 夏：河口湖 太平洋戦争開戦

1942
関西遠征の宿舎にて、山浦元、川畑博、工藤英一らによって、「JS音頭」が創
作。

山本篤介 長野県　松原湖 ミッドウェー海戦、ガダルカナルの攻防

1943
松原湖合宿中に学徒動員が決定。合宿終了後、？？駅にて、「死んでしまえ」
の挨拶とともに、別れる。

長野県　松原湖 カイロ会談

1944 川畑博 インパール作戦失敗、サイパン陥落、連合軍ノルマンディー上陸

1945 原爆投下、ポツダム宣言を受諾し無条件降伏

1946 復員した学生、OBらによって、秋に芝浦工大Gにて練習再開。 東京裁判開廷

1947
木下主将、原田一郎氏らの尽力により、合宿再開。しかし、戦後初のGWRC戦
は0対64の大敗（現役・OB混成のオールJSチーム）。

木下　誠 川越（横河電機川越寮が宿舎） 日本国憲法施行

1948 現役単独チームが復活。 松本 東京裁判判決、帝銀事件、美空ひばりデビュー

1949
丸子オリンピアでの練習開始。三田　学生ホールにJSKSの部室を設置。再建
後初のGWRC戦勝利。

北村茂、村松義夫（後期）
弦巻（澤木邸に全員宿

泊）
丸子オリンピア 湯川秀樹ノーベル賞受賞、古橋広之進世界記録連発、「アジャパー」流行

1950 三橋　強 朝鮮戦争勃発、レッドパージ始まる

1951 山下規郎 サンフランシスコ講和条約調印、マッカーサー元帥解任

1952
JSKS,GWRC,BYBの3チームで初のリーグ戦開催。結果は1位GWRC,2位BYB,3
位JSKS。

ＫＣＲＦ GW 0勝2敗 谷川和穂 血のメーデー事件、日劇ミュージックホール・オープン

1953 KCRF2年目。明治大学MRCが加わり、4チームでのリーグ戦に。 ＫＣＲＦ GW 1勝2敗 山口　博 吉田茂バカヤロー解散　テレビ放送開始

1954 ＫＣＲＦ MRC 本郷嘉朗 米国ビキニ環礁で水爆実験　「七人の侍」「ゴジラ」封切り

1955 ＫＣＲＦ JSKS 安藤昌広 神武景気　保守合同による55年体制確立　帝銀事件

1956 ＫＣＲＦ JSKS 下村了二 日ソ国交回復　「太陽の季節」ブーム

1957 立教大学RFRCがKCRFに加入。5チーム体制に。 ＫＣＲＦ JSKS,GW 熊崎俊昭 国際連合に加盟　なべ底不況　赤線廃止

1958 ＫＣＲＦ MRC 小澤太三郎 東京タワー完工　一万円札発行　長嶋茂雄プロデビュー

戦争により中止

注）創設時より1960頃までについては創立50年記念誌、および部誌No.1,3,5を原典とした。
注）1960年以降については創立70年記念誌および各代へのヒアリング調査を元に記載。
注）KCRF戦績については当事者からのヒアリングおよびデイリースポーツ等からの情報を元に記載。関東学生クラブ選手権につ
いては関東ラグビー協会クラブ情報についても参考とした。

慶応J.S.K.S.クラブ史

創設期

慶應J.S.K.S.クラブは、ラグビー同好の士5人（池尾清、加倉井健吉、小林英四郎、南義夫、川合利平
（旧　北田））が集まり、池尾氏を中心にクラブを創設（1929年（昭和4年））に創設。当時の世相は、今
日の日本と同じように金権主義がはびこっており、それを皮肉って「地獄の沙汰も金次第」の頭文字
「J.S.K.S.」と名付けたとの伝。後になって、Justice, Soundness, Kindness, Sportsmanship （または
Sacrifice, Societyなど ） というラガーにとって必要とされる精神と結び付けたと伝わる。
池尾清・毅兄弟の実家を借りて、第一回の関西遠征を挙行するなど、池尾家の支援が創設期のクラ
ブへ与えた貢献は大きい。数年のうちに、塾内競技部の公認団体となり、「慶応J.S.K.S.クラブ」が正式
名称となる。創設からしばらくは主将を置かなかったが、1933年頃に初代主将に小林英四郎、次いで
池尾毅、鈴木美英の各氏が主将となる。

中断と復興期

戦争による中断と戦後の復活の時期。昭和18年（1943年）の夏合宿を最後にJ.S.K.S.の活動が中断。
戦争終結に伴い、戦地から復員したメンバーにより、翌昭和21年（1946年）の秋には芝浦工大グランド
で最初の練習が復活。物資不足の時代のためスパイクもボールもジャージも満足に揃わず、裸足で
練習に参加した人も。復員してきた学生とOBの努力により、昭和23年（1948年）春、漸く現役単独の
チームが復活、第二次世界戦争による中断をまたいで、J.S.K.S.の歴史が継承された。

成長期

戦後の復興から徐々に環境が整い、東急オリンピア競技場昭和30年（1955年）代からの発展期。1952
年に関東学生クラブリーグ（KCRF)が発足。当初はJSKSの他、GWRC、BYBの3チームで発足。翌年か
らMRC、57年にはRFRCが加わり、KCRFも順調に拡大し、JSも55年から3連覇するなどチームとしても
一段と成長した時期にあたる。



1959 ＫＣＲＦ GW 田中洋一 皇太子ご成婚　岩戸景気

1960 ＫＣＲＦ GW 坂崎耕一郎 安保条約反対闘争　だっこちゃんブーム

1961
ＧＷ戦最後の１分で逆転負けし、優勝を逃す。ＧＷ戦の前日に中野の会社クラ
ブを借りて「ＧＷに勝つ合宿」を催す。

ＫＣＲＦ GW ４勝１敗（2位） 原田一郎 池松宏昌 75
東急オリンピア（新

丸子）
春:草薙球場
夏：岳温泉

東急オリンピア（新丸
子）

ソ連世界初の有人宇宙船　マイカーブーム　マーブルチョコレート発売

1962
当時は「関東クラブラグビーリーグ戦（ＫＣＲＦ）」を東京中日新聞社が後援して
くれ、試合の翌日の新聞に試合概要とメンバーが掲載。

ＫＣＲＦ BYB
１勝３敗 (ＢＹＢ，ＲＦＲＣ，
ＧＷ，ＪＳＫＳ，ＭＲＣの

順）
原田一郎 高田　彰 50

東急オリンピア（新
丸子）

春:草薙球場
夏：岳温泉

東急オリンピア（新丸
子）

キューバ危機　植木等「無責任シリーズ」流行

1963

・４年生最後の夏合宿明け後、故横河理事長の要請で部員総出でＹＨＰ本社
予定地の草刈り、整備
・グランド確保のため渋谷駅のプレイガイドに長時間行列
・練習後は武蔵小山の原田家に入り浸りでご馳走になった
 ・又渋谷道玄坂の罠罠の餃子、都立大駅の焼鳥を堪能した

ＫＣＲＦ ＧＷＲＣ 勝2敗（GW,BYB,JS,MR,FRの 原田一郎 北井豊雄

3名（4年）、12名（3
年）、8名（2年）7名
（1年）計40名（上記

は正会員として
残っている員数・在
籍者は4年生20名
以上、総数60名

超）

オリンピア（多摩川
河川敷）

春：静岡県自衛隊グラ
ンド（？）

夏：岳温泉

オリンピア、巨人軍
練習場隣（多摩川河

川敷）
ケネディー大統領暗殺

1964

ＫＣＲＦに法政大学ＦＲＢが加入し6チーム体制に。
小林キャプテンを中心としてＢＹＢに負けたものの、ＧＷに勝ち、４勝１敗でＧＷ
と優勝を分ける。ＧＷには６連敗中であったが最終戦でＧＷを破り、７年振りの
優勝。原田監督も喜びの感涙。優勝した11月29日を記念して1129会を結成
（現在は６５-７１年までの集まりを１１２９会と称す）。

ＫＣＲＦ JSKS,GW ４勝１敗 原田一郎 小林戴三 45 立教高校志木G
春:伊豆　下賀茂小学

校Ｇ
夏：岳温泉

東京オリンピック

1965

4年生の主力のPROP二人が就職と怪我のために離脱、公式戦出場の4年生
は、FWが3人、BKSが2人と極端に少なく、2年生や1年生の経験の浅い若手に
頼らざるを得ないチーム構成となった。前年の劇的な優勝の後で、OBからの
期待も大きかったが、結果を残すことができなかった。リーグ戦では、春の定
期戦に快勝したBYに、前半の山場のゲームを接戦で負けたのが響き、最終の
GW戦でもラスト10分で引き離されて完敗。

ＫＣＲＦ BYB 2勝2敗1分 原田一郎 佐橋國男 立教高校志木G
春：草薙ラグビー場

（静岡県）
夏：岳温泉（福島県）

多摩川河川敷東急
オリンピアラグビー

場
ベトナム戦争開戦

1966
関西遠征で同志社H&Tと第１回定期戦。65年より東大ＬＢＲＣとの対戦がス
タートする。ＬＢの立ち上げには麻布高校ラグビー部の縁でＪＳメンバーも協力
し、67年のＫＣＲF加入に繋がった模様（ＬＢのＫＣＲF加入時期は特定できず）。

ＫＣＲＦ JSKS 6勝0敗 原田一郎 小田晋吾 40 立教高校志木G
春:岐阜県各務原市県

営グランド、
夏:菅平

オリンピア ビートルズ来日

1967
関東大学クラブ・ラグビー・リーグ戦＝６戦の総得点２２２：総失点１７で全勝、２
連覇達成。この年より、KCRFに東大LBRCが加入し、7チームとなった模様。

関東大学クラブ・
リーグ

JSKS 6戦全勝 原田一郎 近藤武煕（遊佐） 約５０名 立教志木Ｇ
春：各務原
夏：菅平

多摩川 グループサウンズ全盛

1968
原田監督曰く「JSKSの戦後最強のチーム」。暮れの関西遠征で当時国体出場
の神戸製鋼（一本半）と対戦１８－６で負けたが、先方のキャプテンが前日の
JSと同志社D＆Hの試合を見て強いメンバーに組み替えたと伝え聞く。

ＫＣＲＦ JSKS 6戦全勝 原田一郎 山本介二 40
立教高校志木G、東
大駒場G、東京農工
大G、教育大保谷G

春：岐阜県各務原市岐
阜大学グランド

夏：長野県小県郡真田
町菅平望岳荘

多摩川河川敷　オリ
ンピア球技場

３億円事件

1969

ＫＣＲＦは絶対本命の下馬評に油断したのか緒戦のＢＹＢにまさかの敗戦。あ
とは実力発揮でなんとか優勝し、KCRFリーグ選４連覇したもののリーグ戦４年
間の通算成績は２２勝１敗と唯一の黒星を我が学年で記録してしまった。法
政、青学、東海との対戦もありましたが、一番印象に残っているのは、３年生の
最終戦の神戸製鋼戦（６－１８）。敗戦とはいえ、あのゲームがチームとしては
一番まとまっていたベストゲームと記憶している。

ＫＣＲＦ JSKS,GW 5勝1敗 原田一郎 鵤　勝彦 41
立教高校志木グラ

ウンド
菅平（夏）　岐阜（春） 多摩川 アポロ１１号人類初の月面着陸

1970 ＫＣＲＦ JSKS 二島建夫 大阪万博、よど号事件、三島由紀夫自殺

1971 ＫＣＲＦ BYB,MRC 八代好正 ドルショック、変動相場制へ移行

1972
KCRF全勝優勝　夏合宿以降、体育会チームとの練習試合も含めて圧倒的な
強さを見せ、無敗でシーズンを終える

ＫＣＲＦ JSKS 6戦全勝 愛波哲夫 45 保土ヶ谷
春：岐阜大G濃州館

夏：菅平ホテル
河川敷（新丸子） 札幌オリンピック、浅間山荘事件、日中国交正常化

1973 ＫＣＲＦ BYB,MRC 杉田雅人 40 川崎等々力G
春：岐阜大G濃州館

夏：菅平ホテル
河川敷（新丸子） オイルショック、ウォータゲート事件

1974
KCRF優勝、関西遠征でH&Tをノートライに押さえ圧勝　　　　72年のチームを目
標にしたが、BYBに苦杯を呑まされる

ＫＣＲＦ JSKS ５勝１敗 神谷晴美 新田　豊 40 東大駒場G
春：岐阜大G濃州館

夏：菅平ホテル
河川敷（新丸子）
東京銀行小杉G

三菱重工爆破事件　巨人軍長嶋選手引退　「傷だらけの天使」放送開始

1975 ＫＣＲＦ BYB 神谷晴美 大味立夫
春：岐阜大G濃州館

夏：菅平ホテル
河川敷（新丸子）
東京銀行小杉G

ベトナム戦争終結　広島東洋カープ　初セリーグ制覇

1976 ＫＣＲＦ BYB 神谷晴美 井上勝一郎 ロッキード事件

1977 ＫＣＲＦ GW ３勝３敗 神谷晴美 小沢教昭 22
東大駒場、立教志

木
菅平ホテル リコー砧グラウンド 日航機ハイジャック事件

1978 ＫＣＲＦ GW 神谷晴美 竹中一男 日中平和友好条約調印、新東京国際空港開港

拡充期

KCRFもチーム数が拡大し、1964年にFRB、1967年にはLBRCが加盟し、6大学7チーム体制が確立。
1964年、初代理事長として横河正三氏（横河電機常務：当時）が就任。
　また、1964年には名キャプテンとして評価の高い小林戴三氏のリーダーシップにより、7年ぶりの優
勝を飾る。監督として長く指導にあたってきた原田一郎氏も感激のあまり、号泣したと伝わる。これを
記念した1129会を設立し、現在に至るまでJS内でも最もアクティブなグループとして活動継続。その
後、1966年から始まるリーグ戦5連覇を象徴とする、黄金期の礎を築いた。

転換期
1966年から1970年にかけて、ＫＣＲＦ5連覇を達成。1960年代半ばから70年代半ばまでは、リーグ戦の
みならず対外試合の戦績を見ても、まさに黄金期と呼ぶにふさわしい充実。また、原田一郎監督から
神谷晴美新監督にバトンタッチする。



1979
５０周年記念事業、関西遠征（天理、同志社H&T）、春合宿の自衛隊で落下傘
訓練

ＫＣＲＦ GW １分５敗 神谷晴美 川合規之 33
東大駒場G、立教志

木G
春：習志野自衛隊
夏：菅平ホテル

リコーG、
多摩川河川敷、
東京水産大学G

第５回サミット東京で開催

1980
合宿は74年卒の増田さんのお世話で1回だけ菅平を離れ、長野県飯田市にて
行う。リーグ戦最終のGW戦の後半のみ結果は0-0でしたが、スクラムも押しま
くり、原田先輩と監督に1年間で唯一誉められる。

ＫＣＲＦ MRC,FRB 0勝6敗 小林戴三 三上幸一
東大駒場G、立教志

木G
長野県飯田市

リコーG、
多摩川河川敷、
東京水産大学G

新風営法施行　ジョン・レノン死去

1981 ７年ぶりにKCRF優勝。 ＫＣＲＦ JSKS,GW,MRC 5勝1敗 二島建夫 大藤　衛 立教志木G 夏：菅平美やざき館
リコーG、

多摩川河川敷、
東京水産大学G

ノーパン喫茶大流行　「なんとなく、クリスタル」ブーム

1982 KCRF連覇。 ＫＣＲＦ JSKS,GW,FRB 5勝1敗 二島建夫 進藤一英 50 立教志木G
春：波崎

夏：菅平美やざき館

リコーG、
多摩川河川敷、
東京水産大学G

日航機羽田沖墜落、ﾎﾃﾙﾆｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝ火災

1983 KCRF準優勝（優勝はGWRC）。 ＫＣＲＦ GW 二島建夫 富野春城 立教志木G
春：御宿

夏：菅平美やざき館

リコーG、
多摩川河川敷、
東京水産大学G

大韓航空機墜落事件

1984
強力な3年が主力となり、ＫＣＲＦ単独優勝。関西遠征では天理大学、H&Tに連
勝。

ＫＣＲＦ JSKS ５勝１分 二島建夫 山中宏之 45 立教志木G
春：波崎

夏：菅平美やざき館

リコーG、
多摩川河川敷、
東京水産大学G

グリコ森永事件

1985

前年の５勝１分を受け、全勝優勝こそが大命題であったが、結果３位に甘んじ
ることとなった。前年（８１年）の優勝が呼び水となり、前後数年の代の中では
一番多い同期１８人を擁する。　全国大会出場経験者、オール東京メンバーな
ど高い力量を備えた者がいる一方、初心者もおり、ＪＳらしい多様性に富んだ
代だった

ＫＣＲＦ GW,MRC 4勝2敗（3位） 二島建夫 清水徹夫 50 立教志木G
夏：菅平美やざき館

リコーG、等々力グラ
ウンド、

多摩川河川敷、
東京水産大学G

日航ジャンボ機墜落

1986 ＫＣＲＦ GW,MRC ２勝４敗 二島建夫 岡田　豊 男女雇用均等法が施行

1987 KCRFは立教・東大にのみ勝利。他は全て惜敗。 ＫＣＲＦ BYB ２勝４敗 二島建夫 田中秀樹 50 立教志木G
春：修善寺

夏：菅平美やざき館

リコーG、
多摩川河川敷、

平間G
国鉄分割・民営化、東芝機械ココム規制違反

1988 ＫＣＲＦ GW 2勝4敗（LB、RFに勝ち） 二島建夫 高木保治 45
立教志木G、最終戦

のみ大井G
春：北茨城

夏：菅平美やざき館
リコーG、平間G、新

丸子G
リクルート事件

1989 ＧＷに0-3で敗れ準優勝。 ＫＣＲＦ GW 5勝1敗 二島建夫 好川弘一 45 立教志木G 夏：菅平美やざき館 リコーＧ、平間Ｇ 昭和天皇死去、バブル全盛、消費税導入

1990 ＫＣＲＦ JSKS 二島建夫 榎本至洋 東西ドイツ統一

1991 ＫＣＲＦ MRC ４勝１敗（MRC)１分（GW） 進藤一英 元木敬文
40

部員40、女子
MGR10

久喜
春：那須ハイランド

パーク
夏：菅平美やざき館

古市場、平間、リコー
G

湾岸戦争勃発、ソ連崩壊、若貴ブーム

1992 ＫＣＲＦ MRC 佐藤　康 毛利衛さん日本人初の宇宙飛行　PKO協力法案成立

1993 3年の時に初のNZ遠征。関東クラブ選手権第3位 ＫＣＲＦ MRC 4勝1敗１分 進藤　一英 小谷野哲行 部員14名、マネージャ

スカイアルミ（籠
原）、日本火災Ｇ
（我孫子）（六大学

リーグ）
海老名、保土ヶ谷
（関東クラブ選手

権）

菅平みやざき館（夏）
平間、鹿島田、新丸
子、等々力、三井物
産府中G、リコー砧G

細川連立内閣発足　皇太子ご成婚　Jリーグ開幕

1994
KCRFは3勝3敗（BY，RF，LBに勝利）。
学生クラブ選手権（トーナメント）に進めず。

ＫＣＲＦ MRC 3勝3敗 進藤一英 林田修治 スカイアルミ
春：栃木

夏：菅平美やざき館
リコーG、平間G 自社さ村山政権発足　イチロー初の200安打達成　プレステ発売

1995

清水監督（86年卒、ブリヂストン）からは、大雨の中、自ら泥に塗れながらのス
マザータックルの見本のご披露等、体を張った熱いご指導を受け、感動。清水
監督就任3ヵ月後、転勤に伴い、急遽、小林監督（88年卒、当時の三井海上）
に交代。小林監督からも、冬でもビーチサンダルで通せるほどの熱いご指導を
受けた。

ＫＣＲＦ MRC 　 YB、GW、RF、LBに4勝、MR
清水徹夫

小林信一郎
桑名寿幸

69
部員58人 + 女子マ

ネ11人

法政大学多摩キャ
ンパス（めじろ台）グ
ラウンド、深谷スカ

イアルミ

春：茨城県・波崎
夏：長野県・菅平

平間、リコー（砧）、三
井物産（東府中）

阪神大震災　地下鉄サリン事件　野茂投手大リーグで新人王

1996 ＫＣＲＦ MRC 古山　彰 小選挙区制での初の総選挙　ペルー日本大使館人質事件

1997 KCRFは立教・法政にのみ勝利。他は全て惜敗。 ＫＣＲＦ MRC ２勝４敗 小林信一郎 稲沢計典
法政大G/ｷﾂﾞｰﾁ/

駒場東大G
春/波崎（大黒屋）

夏/菅平（みやざき）
平間・三井物産G・江

戸川河川敷
金融機関の経営破たん相次ぐ　神戸小学生殺傷事件　「失楽園」ブーム

1998
「テレビ・マンガ・外出禁止」そして「涙」の夏合宿。同期二人が現役で公認会計
士、司法試験合格。

ＫＣＲＦ MRC
4勝(RF/FR/BYB/LB)2
敗(MR/GW)、最終戦の

GW戦で敗退し3位。
小林信一郎 羽田武雄 40名弱

キズーチ、深谷ビッ
グタートル、法政八

王子
夏/菅平（美やざき館） 長野オリンピック　和歌山カレー毒物混入事件　宇多田ヒカルデビュー

再興期
70年代後半からしばらく結果を残せない時期があったが、1981年に二島新監督の下、7年ぶりにＫＣＲ
Ｆ優勝。その後の3年間も優勝2回、準優勝1回と復活。1987年より、後の関東学生クラブ選手権となる
東京都協会主催「東京都学生クラブ選手権大会」が発足し、各リーグの優勝チームが参加。

興隆期
1997年、クラブ運営体制を整備。クラブ規約整備、理事会を創設。初代理事長　横河正三氏（1964～
1998）以降、高井和明（1999～2002）、池松宏昌（2003～2006）、北井豊雄（2007～）の諸氏が就任。二
島建夫氏に代わって、進藤一英、清水徹夫、小林信一郎の各氏が監督として指導にあたる。



1999 日吉ｷｬﾝﾊﾟｽにてJSKS創立70周年記念式典を開催。 ＫＣＲＦ MRC ２勝３敗 佐藤康 小林丈通 法政大G/ｷﾂﾞｰﾁ 菅平/波崎 平間
改正男女雇用均等法施行　東海村核燃料工場で初の臨界事故　ユーロ導
入

2000
リーグ戦後に関東学生クラブ選手権2部に参加　トーナメントで敗戦　2部3部入
替戦で勝利し残留。

ＫＣＲＦ MRC 1勝3敗1分 高村義一 加藤大一朗 35 法政大G/ｷﾂﾞｰﾁ 夏：菅平　美やざき館 平間（古市場） 世界各地でミレニアムイベント開催　IT革命

2001 関東学生クラブ選手権2部優勝。
関東学生クラブ選手

権2部
KCRF

JSKS,BYB,MRC 高村義一 高橋成人 菅平/白子海岸 平間 ９．１１同時多発テロ　国内初の狂牛病

2002 関東学生クラブ選手権1部　3位
関東学生クラブ選手

権1部
KCRF

BYB
予選：１勝2分け

決勝T：1敗
高村義一 筑比地邦明 キヅーチグラウンド 菅平/白子海岸 平間 日韓共催FIFAﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ開催　日朝首脳会談　牛肉偽装事件

2003
BYB創立70周年記念にて秩父宮Ｇにて試合。（ＪＳ負け）
関東学生クラブ選手権1部　3位

関東学生クラブ選手
権1部 早大リスの会

予選：2勝1敗
決勝T：1敗

高村義一 野見山大 キヅーチグラウンド 菅平/白子海岸 平間 米軍イラク侵攻　日本郵政公社発足

2004
関西遠征にて同志社H&Tに勝利（24-22）
関東学生クラブ選手権1部　3位

関東学生クラブ選手
権1部
KCRF

BYB
2勝2敗

準決勝敗退
高村義一 葉山拓也 キヅーチグラウンド 菅平/波崎 平間 イラクに陸上自衛隊派遣　日朝首脳会談

2005
東西交流大会　優勝
関東学生クラブ選手権2部転落。（1部にて全敗！）

関東学生クラブ選手
権1部
KCRF

早大リスの会 ０勝５敗 好川弘一 井之上健浩 キヅーチグラウンド 菅平/白子海岸 平間 スマトラ沖大地震　愛・地球博開催

2006
関東学生クラブ選手権2部優勝、１部復帰。＜真田カップ・トーナメント戦＞・＜
地区対抗関東1区代表決定戦＞決勝戦まで進出も武蔵工大に敗れる。

関東学生クラブ選手
権2部
KCRF

1部：BYB
2部：JSKS

5勝0敗 好川弘一 田中隆之 キヅーチグラウンド 北朝鮮が弾道ﾐｻｲﾙを日本海に連射　第1回WBC開催

2007 関東学生クラブ選手権１部復帰も、４位に甘んじる。
関東学生クラブ選手

権1部
KCRF

早稲田大学こんぷ
れっくす

4位（2勝3敗） 新田豊 中山　徹 三郷OURグラウンド 年金記録漏れ発覚　食物偽装問題

2008
関東学生クラブ選手権１部5位。1部2部入替戦では中央大学ICBMに38対0で
完勝。

関東学生クラブ選手
権1部
KCRF

早稲田大学こんぷ
れっくす

5位（2勝3敗） 小川浩司 小西悠史 三郷OURグラウンド ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸで100年に一度の大不況　ﾁﾍﾞｯﾄ自治区ﾗｻで暴動

2009 創立80年を迎える。慶応義塾日吉にて記念式典を開催。
関東学生クラブ選手権1部2位。地区対抗予選代表決定トーナメント準決勝で
GWRCに17対40で敗戦。

関東学生クラブ選手
権1部
KCRF

MRC 2勝３敗（２位） 小川浩司 井之上康浩 58 三郷OURグラウンド
衆院選で自民党惨敗、初の民主党政権発足　米国初の黒人大統領オバマ
氏

クラブチーム再
編期

注)関東学生ク
ラブ選手権につ
いては関東ラグ
ビーフットボー
ル協会ホーム
ページを参照

（URL:
http://www.rug
by.or.jp/clubinf
o/club/2009/in

dex.shtml）

2002年KCRFを発展的に解散（2004年より、KCRFを春季リーグ戦として再興）。新設された関東学生ク
ラブ選手権に参入。2003年よりOBチームが公式戦として東京都クラブ選手権（主に3部）に参加（2007
年に神奈川県のクラブ選手権（主に2部）に移行、現在に至る）。

KCRFからクラブ選手権のへ移行について（関東協会HPより）：首都圏の学生クラブチームは、ながらく
任意のリーグを形成していましたが、１９８７年に東京都協会主催の「東京都学生クラブ選手権大会」
が発足し、各リーグの優勝チームに出場権を与えるシステムで学生クラブ大会が発足しました。リーグ
枠は年々拡大し、全盛期には、関東六大学、研修、東京カレッジ、秀逸、紅葉、シンシア、関東理工
系、神奈川、ノンリーグ（リーグ未加盟チーム枠）が存在しました。その後、大学の郊外移転や東京都
以外のチームにも門戸を開くため、９３年度からは関東協会主催の「関東学生クラブ選手権大会」へ衣
替えしました。０１年からはリーグの戦績にとらわれず、出場を希望するチームには全て出場権を保障
するフリーエントリー制へ移行。あわせて１～３部に分けて、それぞれ覇を競う方式が採られました。０
２年からは１～３部とも予選リーグ戦と決勝トーナメント方式を採用して、東西学生クラブ対抗試合（花
園ラグビー場）への出場権を賭けて争われることになりました。さらに、次年度からは地区対抗への出
場権もかかった大会となり、学生クラブ大会は益々活性化しています。
なお、この大会の特色は、学生実行委員会が組織され、社会人のクラブ委員会と連携をとって、学生
諸君が自主的に大会運営に携わっていることです。ラグビーそのものだけでなく、運営面を自主運営
することは「自分達の大会」という意識を涵養する絶好の機会となっています。
＜学生実行委員会＞
■ 学生実行委員長　　中村　利紀（慶大ＪＳＫＳ）
■ 学生副委員長　　　岸　　大介（法大工学部）
■ 学生統括委員（１部統括）　荒川　　崇（明大MRC）
　　　　　　　　（２部統括）　黒田雄一朗（早大リスの会）
　　　　　　　　（３部統括）　鏑木　直人（慶大理工学部）
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