
 

 

■ ダイビング部および OB 会の歩み

年度 顧問 監督 コーチ OB 

会⾧ 

歩み 合宿先 

夏 秋 春 

1967 − − − − 6 月アクアラング同好会として発足。野

崎氏を発起人として発足。この時顧問と

して佐藤金属工学科教授を迎える。 

− − − 

1968 − − − − 機材の充実を図ると共に東大宮グラウ

ンドにて陸トレ開始。 

(クラブとして本格的に活動開始) 

− − − 

1969 佐藤 − − − 本格的合宿活動並びにプール練習開始。

(川口市西スポーツセンター) 

− − − 

1970 佐藤 − − − 練習時間を増すと共に⾧期合宿を多方

面にて行う。(伊豆半島・諸島) 

− − − 

1971 佐藤 − − − 春・夏合宿を遠方諸島にて行う。 − − − 

1972 佐藤 − − − 部昇格願を大学総務部・学友会に提出

(第三期幹部、推薦：ライフル射撃部) 

三宅島 土肥 − 

1973 佐藤 − − −  三宅島 土肥  

1974 佐藤 − 佐野 − 第６回各部委員会の議決に於いて 

部昇格成る。 

佐渡 土肥 座間味 

1975 佐藤 − 佐野 −  宇和島 土肥 小笠原 

1976 佐藤 − 佐野 − 関東学生潜水連盟に加盟。 佐渡 三宅島 座間味 

1977 佐藤 − 佐野 − この年より体育会本部役員を選出 宇和島 土肥 与論島 

1978 佐藤 − 佐野 − 創立 10 周年式典開催 

(新宿セントラルパーク） 

佐渡 三宅島 石垣島 

1979 佐藤 − 佐野 − OB 会発足 宇和島 雲見 小笠原 

1980 佐藤 − 佐野 − 関東学生潜水連盟委員⾧に第 11 期生 

大石氏が就任。 

三宅島 雲見 座間味 

1981 佐藤 − 佐野 −  八丈島 土肥 石垣島 

1982 佐藤 − 佐野 − 大学体育会会⾧に第 14 期生松本氏が就

任。 

大島 雲見 久米島 

1983 佐藤 − 佐野 − 創立１５周年式典開催(日比谷・松本楼) 三宅島 雲見 小笠原 

1984 佐藤 − 佐野 −  八丈島 大島 座間味 

1985 佐藤 − 佐野 −  三宅島 雲見 西表島 

1986 佐藤 − 佐野 − 大学体育会会⾧に第 17 期生国重氏が就

任。大島噴火により秋合宿中止。 

八丈島 − 小笠原 

1987 佐藤 − 佐野 − 大島噴火により秋合宿中止。 三宅島 − 宮古島 

1988 佐藤 − 佐野 佐野 創立 20 周年式典開催(日比谷・松本楼) 三宅島 大島 西表島 

1989 佐藤 − 佐野 佐野 OB 会 会報紙「潜友」創刊 三宅島 大島 小笠原 

1990 佐藤 − 佐野 佐野  三宅島 大島 徳之島 
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1991 佐藤 − 佐野 佐野  三宅島 大島 小浜島 

1992 佐藤 − 加藤 佐野  三宅島 大島 小笠原 

1993 佐藤 − 加藤 清水 創立 25 周年式典開催(日比谷・松本楼) 三宅島 大島 宮古島 

1994 佐藤 − 加藤 清水  三宅島 大島 座間味 

1995 佐藤 − 加藤 清水  三宅島 大島 小笠原 

1996 佐藤 − 加藤 清水  三宅島 大島 小浜島 

1997 佐藤 − 加藤 清水  三宅島 大島 久米島 

1998 佐藤 − 加藤 清水 創立 30 周年式典開催(日比谷・松本楼) 

OB 会 HP を試験運用開始 

三宅島 大島 小笠原 

1999 佐藤 − 加藤 清水  三宅島 大島 座間味 

2000 佐藤 − 加藤 清水 三宅島噴火により夏合宿を大島に変更 大島 八丈島 久米島 

2001 佐藤 − 加藤 清水  八丈島 大島 小笠原 

2002 佐藤 − 加藤 清水  大島 八丈島 西表島 

2003 佐藤 − 加藤 石井 創立 35 周年式典開催(日比谷・東京會舘） 

OB 会 HP を siburasdcob.com に変更し、

本格運用 

八丈島 大島 宮古島 

2004 佐藤 − 加藤 石井  八丈島 大島 小笠原 

2005 足立 神名 北川 石井 7 月佐藤先生退職記念式典開催 

(日比谷・松本楼) 

監督交代(加藤氏より神名氏) 

八丈島 大島 宮古島 

2006 足立 神名 北川 石井  八丈島 大島 石垣島 

2007 足立 神名 北川 石井  八丈島 大島 小笠原 

2008 足立 神名 北川 石井 創立 40 周年式典開催 

(日比谷・東商スカイルーム) 

初の海外合宿 

八丈島 大島 グアム 

2009 足立 神名 北川 石井  八丈島 大島 沖縄 

2010 足立 北川 渡辺 石井 監督交代（神名氏より北川氏） 八丈島 大島 パラオ 

2011 足立 北川 渡辺 石井  八丈島 大島 グアム 

2012 足立 北川 渡辺 石井  八丈島 大島 ｻｲﾊﾟﾝ 

2013 足立 北川 渡辺 石井 創立 45 周年式典開催 

(日比谷・東商スカイルーム) 

八丈島 菖蒲沢 グアム 

2014 足立 北川 渡辺 石井  中止 大島 ｻｲﾊﾟﾝ 

2015 足立 田玉 市地 石井 監督交代(北川氏より田玉氏) 八丈島 大島 宮古島 

2016 小池 田玉 市地 石井 顧問交代(足立顧問から小池顧問) 大島 八丈島 小笠原 

2017 小池 古山 小川 石井 監督交代(田玉氏より古山氏) 大島 八丈島 小笠原 

2018 小池 古山 小川 石井 創立 50 周年式典開催 

(浜松町・東京會舘) 

大島   

 


