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１．基本資料
◆2013_静岡大学サッカー部の足跡（1976 年 11 月 13 日～2012 年 12 月 16 日 1328 試合の記録）
https://drive.google.com/file/d/1Ll1FP6zjYpgTijw_AzM3agLPcKbwgTxR/view?usp=sharing

◆2013_Soccer に魅せられた男の歴史（2013 年 3 月難波先生退職記念）.
https://drive.google.com/file/d/1sY_F-YeTVIYNavzakdAM0Xe9sskT8Imh/view?usp=sharing

◆1990_0720_静岡サッカー70 年のあゆみ （静岡県サッカー協会発行）.
https://drive.google.com/file/d/1cGlqy1nU_snvQpXRCiAeeCJPZe9ABfla/view?usp=sharing

◆1996 年～2016 年_東海リーグ星取表＿1 部 2 部.
https://drive.google.com/file/d/1rt8Bf0r9BYodxvDYGB4lZPVVqSntYNKC/view?usp=sharing

２．1986 年度総理大臣杯出場関連
◆1986_08_公式ガイドブック_1986 年度第 10 回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント New !
https://drive.google.com/file/d/1eeFQuqdtG3p46Y2HAkXXcCTkCyDiTpH-/view?usp=sharing

３．1988 年度インカレ出場関連
◆1988_昭和 62 年度インカレ出場記念文集.
https://drive.google.com/file/d/1jz-TP6R1ZoeOz0rCtkdDOiyLU1vZR74E/view?usp=sharing

４．1995 年度総理大臣杯出場関連
◆1995_全国大会補助金（援助金）カンパのお願い＿第 19 回総理大臣杯出場.
https://drive.google.com/file/d/1nhbrBN5IKdfoaWfLLONjdDkluvXkp8rC/view?usp=sharing

◆1995_0606_新聞記事_東海大学サッカー選手権初優勝＿静岡大学のみなさんおめでとう！
https://drive.google.com/file/d/1TSqCuwTAHNpmedsS1mtHlRHmBIKR0Wd3/view?usp=sharing

◆1995_7_静大だより（第 121 号）東海大会を制し、全国へ オーレ“サッカー部”
https://drive.google.com/file/d/1r5rVvV7ygF7D-aGzI0smqYY9zb3Kyeuo/view?usp=sharing

◆1995_第 19 回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント＿開催要項
https://drive.google.com/file/d/1WvNvfoW1qmaD3l6jkdcSBwmRSVdH1US_/view?usp=sharing

◆1995_第 19 回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント＿遠征ガイド（部作成）
https://drive.google.com/file/d/1g0hYD75so6RPSPTZuRBIURBQaUNpxx9Y/view?usp=sharing

◆1995_第 19 回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント＿プログラム原稿（部作成）
https://drive.google.com/file/d/1Sz6EQRp1FnbmGfntdglf925Uk269wHeS/view?usp=sharing

◆1995_第 19 回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント＿1 回戦（中央大学戦）公式記録
https://drive.google.com/file/d/11YapXjn7R8XCTtwLFaor3YHR0rRX25rg/view?usp=sharing

◆1995_0615_新聞記事_第 19 回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント.
https://drive.google.com/file/d/18C5I8F8qbSFCK4VoypmGzff3ZRvvgez6/view?usp=sharing

◆1995_0711_新聞記事_総理大臣杯 1 回戦、東海選手権を制した静岡大が中央大と対決＿誰が見ても納得のいかない PK 判定
https://drive.google.com/file/d/1cKr56eKTaBH3JOZFTx_8uoYBsV0BxqUJ/view?usp=sharing

５．1996 年度インカレ出場関連
◆1996_1130_新聞記事_第 45 回全日本大学サッカー選手権大会(インカレ)
https://drive.google.com/file/d/1U8R4YpB-2zAox_5RHvG5NtY3h-ZOUtKG/view?usp=sharing

６．2012 年度総理大臣杯出場関連
◆2012_0521_新聞記事_17 年ぶり総理大臣杯へ_静岡大学サッカー部
https://drive.google.com/file/d/19QdgPFhq_Sr9WxeAbFDHtnt7jmGBUqkx/view?usp=sharing

◆2012_0611_請願書_学長あて_体育会あて
https://drive.google.com/file/d/1Oo1xvqMq4pleUgUjgjv5NitoQSgngjaE/view?usp=sharing

◆2012_06_サッカー部（静岡）遠征メンバー一覧（45 名）
https://drive.google.com/file/d/1eZc0LmmaZenaaKEznsmoS1mWA_rnJShj/view?usp=sharing

◆2012_07_公式ガイドブック_2012 年度第 36 回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
https://drive.google.com/file/d/1x8DJnMR8KxTO-fR8v4wHObi7e-phcGoQ/view?usp=sharing

◆2012_0708_開催要項（抜粋）_2012 年度第 36 回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
https://drive.google.com/file/d/1mZS4EVj0YIzMugxlmnzzdZQSy4v7vjpL/view?usp=sharing

◆2012_0708_トーナメント表_第 36 回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
https://drive.google.com/file/d/1HO_9tAF9FDfTZArzsH7IlmBDjtnHkHTU/view?usp=sharing

◆2012_0708_Official Match Day Program_第 36 回総理大臣杯_2012 年 7 月 8 日(日)1 回戦
https://drive.google.com/file/d/1dNSObRNcNwXqqwaJCAg9cLJuZ8K4px-O/view?usp=sharing

◆2012_0708_公式記録_第 36 回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント＿1 回戦（対仙台大学戦）
https://drive.google.com/file/d/1ulYhjKl976lMOqQchWk-zKYFJFCjPeYi/view?usp=sharing

◆2012_0710_公式記録_第 36 回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント＿2 回戦（対早稲田大学戦）
https://drive.google.com/file/d/13lZD9c-WTCJdl7avNzIGURM97hKyk0lz/view?usp=sharing

７．OB 会関係資料
◆1993_OB 会報_平成 5 年度第 1 報.
https://drive.google.com/file/d/11jv31A0jMKV5SBpqR0uAaROlDr0Vge6W/view?usp=sharing

◆1995_0701_静岡大学サッカー部 OB 会会則（案）.
https://drive.google.com/file/d/1pQFEDGq5NufpS5_salDPvcK-oZxI_UlW/view?usp=sharing

◆1995_OB 会報_平成 7 年度第 3 報.
https://drive.google.com/file/d/15BgDw1AxsyYejN9jmdSIJSwAfr8zGxxh/view?usp=sharing

◆1996_OB 会報_平成 8 年度第 1 報.
https://drive.google.com/file/d/1XeNBLxVt_AvFII5NOCfLcJdlY6Fbfjti/view?usp=sharing

８．東海学生サッカーリーグ戦パンフレット
◆2000＿第 39 回東海大学サッカーリーグ戦.
https://drive.google.com/file/d/1TIFSfVc5OqGUrLJOxjBHK4oT8gPvyyRc/view?usp=sharing

◆2003＿第 45 回東海大学サッカー対抗戦.
https://drive.google.com/file/d/1_BiHVOnC7LT53xa6wE-hB4NR1yi19c6_/view?usp=sharing

◆2007＿第 46 回東海大学サッカーリーグ戦（後期）.
https://drive.google.com/file/d/18T-_qMCpCAczKex99oMjEXggh072WPgZ/view?usp=sharing

◆2008_第 47 回東海大学サッカーリーグ戦（前期）.
https://drive.google.com/file/d/1WdYV_z3dZI03EZp1eerJf1OoCfPm-Ou8/view?usp=sharing

◆2009_第 48 回東海大学サッカーリーグ戦（後期）.
https://drive.google.com/file/d/18tYkxroyAMpVcGfIfHrPcWMLQbtlXCdt/view?usp=sharing

◆2009_第 48 回東海大学サッカーリーグ戦（前期）.
https://drive.google.com/file/d/1ljGSGr2HxW258Y7HE6fKJXb-79zFTd24/view?usp=sharing

◆2009_第 56 回東海大学サッカー選手権大会.
https://drive.google.com/file/d/15wju_McKGRMjx7kdoct2slQ14NmdTcvG/view?usp=sharing

◆2010_第 49 回東海大学サッカーリーグ戦（前期）.
https://drive.google.com/file/d/17WMx7BVyZzZi7yPEnBQMKjZSxHxI11SJ/view?usp=sharing

◆2010_第 49 回東海大学サッカーリーグ戦（後期）.
https://drive.google.com/file/d/1N8W7A237xsgpN5RgcPy2QE52t-Se4mB0/view?usp=sharing

◆2010_第 57 回東海大学サッカー選手権大会.
https://drive.google.com/file/d/18HBfYR1FuaV-eF2xrnPeHkHL5SukLSYv/view?usp=sharing

◆2011_第 50 回東海学生サッカーリーグ戦（前期）_第 58 回東海学生サッカー選手権.
https://drive.google.com/file/d/1MDXT9SgrYLk0bLmDtwzmGJEwFb0BZr2N/view?usp=sharing

◆2011_第 50 回東海学生サッカーリーグ戦（後期）.
https://drive.google.com/file/d/151ej5K28nvRlvULfwTgh1MNy8wdV1K5e/view?usp=sharing

◆2012_第 51 回東海学生サッカーリーグ戦（前期）_第 59 回東海学生サッカー選手権.
https://drive.google.com/file/d/1oK-f1gBMv1MUtfDxJAfw_GcH8BRaB-VK/view?usp=sharing

◆2012_第 51 回東海学生サッカーリーグ戦（後期）.
https://drive.google.com/file/d/1S8Xl0B6VyD3KTuQsVkgvudbsTntjtPf0/view?usp=sharing

◆2013_第 52 回東海学生サッカーリーグ戦（前期）_第 60 回東海学生サッカー選手権.
https://drive.google.com/file/d/1APVtPfaE1vLtosTfp6ypCT7U0-Sc8CPX/view?usp=sharing

◆2013_第 52 回東海学生サッカーリーグ戦（後期）.
https://drive.google.com/file/d/1YnF0cKyj9g71u4tRW07E43mXP_oZsZdo/view?usp=sharing

◆2014_第 53 回東海学生サッカーリーグ戦（前期）_第 61 回東海学生サッカー選手権.
https://drive.google.com/file/d/1CAafIvm4xFcByfAAO6mYJCexdAKss28B/view?usp=sharing

◆2014_第 53 回東海学生サッカーリーグ戦（後期）.
https://drive.google.com/file/d/1sdyZAPcnTdMmdv1aF3s3Bjyxy1znM1Yr/view?usp=sharing

◆2015_第 54 回東海学生サッカーリーグ戦（春期）_第 62 回東海学生サッカー選手権.
https://drive.google.com/file/d/1gtWHhphBDl4BGWlsivkseLJcPpnXjTwL/view?usp=sharing

◆2015_第 54 回東海学生サッカーリーグ戦（後期）.
https://drive.google.com/file/d/1wr9YzGgUJ0MZ9m02KRdL4OQFpaOQ_lnI/view?usp=sharing

◆2016_第 55 回東海学生サッカーリーグ戦（前期）_第 63 回東海学生サッカー選手権.
https://drive.google.com/file/d/1eNQlLpFcz-txRtM4tGg8NVReyB2tbTpf/view?usp=sharing

◆2016_第 55 回東海学生サッカーリーグ戦（後期）.
https://drive.google.com/file/d/18lkKz-wXEm5hz9_UQt_KsUJzkK-jnxBk/view?usp=sharing

◆2017_第 56 回東海学生サッカーリーグ戦（春期）_第 64 回東海学生サッカー選手権.
https://drive.google.com/file/d/1YHRwGOyNMYBceTfCwYIfGSOvcEDEAkjz/view?usp=sharing

◆2017_第 56 回東海学生サッカーリーグ戦（後期）.
https://drive.google.com/file/d/1WtnHwe90ORvkS7Vnh_8D2UVXOs9Vr5YP/view?usp=sharing

◆2018_第 57 回東海学生サッカーリーグ戦（春期）_第 65 回東海学生サッカー選手権.
https://drive.google.com/file/d/1dzcApg90-wqjjzoixW2VonMdsFG5-Xa8/view?usp=sharing

◆2018_第 57 回東海学生サッカーリーグ戦（後期）.
https://drive.google.com/file/d/1gJySMr99Lkxe2kAW-nWGqu44iEbLqnCB/view?usp=sharing

９．その他
◆1994_0828_新聞記事_静大代表へあと「1」 天皇杯県予選.
https://drive.google.com/file/d/1wP0rd_duKZeLdAlNXhoBsxuoDtkvymET/view?usp=sharing

◆2010_第 32 回 FUJI サッカーフェスティバル.
https://drive.google.com/file/d/17WMx7BVyZzZi7yPEnBQMKjZSxHxI11SJ/view?usp=sharing

