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学友会所属学生の活躍 本学公式Webサイト（2019 年5月～ 2019年10月中旬）に掲載された
優秀な成績を収めた部会・選手をご紹介いたします。

学生の活躍の詳細はこちら（学友会HP）からご覧いただけます

7月3日～ 7月14日、イタリアの ナポリで開催された第30回ユニバーシアー

ド競技大会に、 本学から多くの在学生 ・ 卒業生が選手 ・ スタッフとして参加しま

した。 同大会での在学生の入賞結果は以下の通りです。

第30回ユニバーシアード競技大会（2019・ナポリ）

入賞内容 種目 選手名 所属部会・学部学年

金メダル 陸上競技 男子 4×100リレー 染谷 佳大 陸上競技部・法３

銀メダル 女子 10000ｍ陸上競技 五島 莉乃 女子陸上競技部・経済４

銀メダル 女子団体卓球 瀬山 咲希 女子卓球部・文４

銅メダル 男子フルーレ個人フェンシング 上野 優斗 フェンシング部・法２

４位 染谷 佳大 陸上競技部・法３男子４×400ｍリレー陸上競技
※予選のみ出場

４位 競泳 男子４×100ｍフリーリレー 川根 正大 水泳部・法２

４位 競泳 男子４×100ｍメドレーリレー 川根 正大 水泳部・法２

５位 バレーボール 男子 梅本 鈴太郎 バレーボール部・法３

上野 優斗 フェンシング部・法２
永野 雄大 フェンシング部・法３

５位 フェンシング 男子フルーレ団体

8位 渡邊 裕斗 フェンシング部・商４フェンシング 男子サーブル団体

金

9月12日～ 9月15日に行われた天皇賜杯

第88回日本学生陸上競技対校選手権大会 ・ 女

子400m において、 岩田優奈さん （法4） が2

年振りの優勝を果たしました。

女子陸上競技部
天皇賜杯第88回日本学生陸上競技
対校選手権大会女子400mで優勝！

9月5日～ 8日に埼玉県 ・ 戸田ボートコースで第46回全日本大学選手権

大会が開催され、 ボート部の悲願であった男子エイトでの優勝を、2005年

以来14年ぶりに達成しまし

た。 また、 女子舵手付きクォ

ドルプルにおいて、 惜しくも

あと１歩及びませんでしたが、

準優勝という素晴らしい結果

を残しました。

ボート部
第46回全日本大学選手権大会 男子エイトで優勝！！

【写真提供：「中大スポーツ」新聞部】

9月10日に開幕した東都大学野球秋季リーグ戦にて、 硬式野球部が優勝

を果たしました。 2004年秋季リーグ以来、15年 （30季） ぶり25回目の

優勝となります。 この結果、11月15日から行われる令和元年度第50回記

念明治神宮野球大会に東都大学野球連盟代表として出場が決まりました。

硬式野球部
令和元年度 東都大学野球秋季リーグ戦（１部）にて優勝！！

8月19日～22日に第 42 回全日本学生軟式野球選手権大会 （奈良県）

が行われ、 軟式野球部が見事優勝しました。 今大会には東都学生軟式野

球連盟第2代表として出場し、 優勝は2016年以来3年ぶり3度目の優勝

となります。

【写真提供：「中大スポーツ」新聞部】

【写真提供：「中大スポーツ」新聞部】

軟式野球部
第42回 全日本学生軟式野球選手権大会優勝！！

8月31日に開幕した令和元年度東都大学準硬式野球秋季リーグ戦に

て、準硬式野球部は63回目（3季ぶり）の優勝を果たしました。  この結果、

11月に行われる関東地区大学 ・ 社会人準硬式野球王座決定戦に進出が決

定いたしました。

【写真提供：軟式野球部】

準硬式野球部
令和元年度 東都大学秋季リーグ戦（1部）にて優勝！！

7月21日～ 28日 に実施された第18回世界水泳選手権大会 （韓国・光州）

に、 水泳部の大本里佳さん （法４） が複数の種目に出場しました。 女子200m

個人メドレーでは決勝に進出、2:09.32のタイムで見事5位に入賞。 その他に

出場したリレーの種目でも好成績を残し、 各種目の東京オリンピック出場枠を

獲得しました。

水泳部
水泳・世界選手権  女子200m個人メドレー 5位入賞！！

ソフトボール部 ・ 歳川幹大さん （経済3） 【ポジション ： 投手】 が、 U-23

（アンダー 23） アジアカップおよびワールドカップに向けた大学男子選手の

強化の一環として、2019年度全日本大学男子選抜チーム選手として選出

され、9月15日～ 22日インドネシア ・ マカッサルで開催されたマカッサル

オープン大会に出場しました。

ソフトボール部
全日本大学男子選抜チームに歳川幹大さん（経済３）が選出！！

チンボラッソ山頂での集合写真 【写真提供：山岳部】

日本とエクアドルの外交関係樹立100周年を記念した「日本 ・ エクア

ドル外交関係樹立100周年記念友好合同登山隊」 に、 山岳部より、 田

島圭吾さん （文２） と瀧澤岳さん （文２）、 猪熊監督、 OB の渡邉さん （登

山隊隊長） が参加いたしました。 9月1日から9月14日に行われた本

事業では、 世界でもっとも高い活火山であるコトパクシ （5,897m） に

４名全員が登頂、 地球の中心からもっとも離れた山で、 エクアドル最高

峰のチンボラッソ （6,310m） には瀧澤さんと猪熊監督が登頂しました。

学生による6,000m 以上の高峰の登頂は、2015年の同部の丹澤さん

以来4年ぶり、2年生による登頂は、1997年の松本さん以来22年ぶ

りの快挙となります。

山岳部
エクアドルとの友好合同登山隊に参加
チンボラッソ、コトパクシに登頂！！

第75回全日本大学対抗選手権自転車競技大会にて、 自転車競技部は総合優

勝を果たしました。 本大会は8月24日～ 26日に男子トラック部門、9月1日に

男子ロード部門が行われ、 前者では総合優勝、 後者では総合成績2位を収め、

両者のポイント合計で見事総合優勝となりました。 1936年に大会が開始以降、

総合優勝は初めてとなります。
中村龍吉さん （経済１）

今村駿介さん （法４）

・ 男子チームスプリント 【優勝】

  梶原大地 （商４）、 山根将太 （商４）、 東矢圭吾 （法３）

  ※ 59 秒 411　18 年ぶりに日本新記録樹立！

・ 男子４kmインディヴィデュアルパーシュート 【優勝】

  山本哲央 （経済２）

・ 男子チームパーシュート 【優勝】

  橋本陸（商４)、 山本哲央 (経済２)、

  青木瑞樹 (商２)、 今村駿介 (法４)

・ 男子スプリント 【優勝】

  山根将太 （商４）

  ※予選において 9 秒 892 の学連新記録樹立！

・ 男子１kmタイムトライアル 【優勝】

  山根将太 （商４）

  ※ 1 分 01 秒 390　学連新記録樹立！

第21回全日本学生選手権
クリテリウム大会・男子部門 優勝！

第5回全日本学生選手権
個人タイムトライアル⾃転⾞競技大会優勝！

自転車競技部
第 75 回全日本大学対抗選手権⾃転⾞競技大会で総合優勝！！

【写真提供：「中大スポーツ」新聞部】

男子トラック部門での活躍

女子の部 優勝　男子の部 準優勝

女子の部優勝　山口華那江さん (法4)

男子 ・ 級の部優勝 小泉救さん （法２）

矢野杯争奪
日本拳法第32回東日本学生個人選手権大会

日本拳法第32回全国大学選抜選手権大会にお

いて、 拳法部が２年振りに優勝しました。 最優秀

選手賞を岩津風太さん （法３） が受賞しました。

第32回全国大学選抜選手権大会 優勝
拳法部

日本拳法 第30回 東日本大学選手権大会

女子卓球部
2019年関東学生卓球選手権大会
女子シングルス優勝

2019 ITTFチャレンジ・タイオープン
U-21女子シングルス優勝

瀬山咲希さん (文４)

梅村優香さん(文２)

男子団体部門 優勝

自動車部
2019年度
全日本学生ジムカーナ選手権大会で優勝

スケート部
第20回大学アイスホッケー
交流戦苫小牧大会で優勝

菅原康平さん （ 商３）、 永野雄大さん （法３）、

石井魁さん（総２）、 上野優斗さん （法２）

渡邊裕斗さん （商 4）、 平田佳史樹さん（文 2）、

野村涼さん(総2)、 尾矢陽太さん （法1）、

小久保遥斗さん （商 1）

フェンシング部
第69回全日本学生フェンシング王座決定戦
男子フルーレ及び男子サーブルで優勝
男子フルーレ

男子サーブル

第23回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会におい

て、 射撃部の三品美月さん （法2） が、10m エアライ

フル女子立射60発競技で見事優勝しました。

射撃部
第 23回日本学生選抜
スポーツ射撃競技大会優勝

望月勇希さん (法４)

硬式庭球部
「ポルシェ 軽井沢オープン」優勝

宮城辰郎さん(理４)、染谷佳大さん (法３)、

高木悠圭さん(法１)、大久保公彦さん(文４)

陸上競技部
第98回関東学生陸上競技対校選手権大会
男子 ４×100ｍリレーで優勝

岩永百絵さん(法４)、 黄木瑞歩さん(文４)、

羽田まいのさん(商４)、守矢清楓さん(法２)、

半田まゆかさん(文 1)

⼸道部
第49回全関東学生⼸道選手権大会
女子団体戦　優勝

第29回全国選抜大学 ・ 社会人対抗相撲九州大会に

おいて、 相撲部が団体戦 ・ 個人戦の双方で優勝しまし

た。 団体戦は17年ぶり5度目の優勝となり、 個人戦

では西川登輝さん（法３）が同大会初優勝となりました。

第29回全国選抜大学・社会人対抗相撲九州大会
個人戦・団体戦ともに優勝

相撲部

無差別級優勝　　菅野陽太さん (法３)

個人戦優勝　　田中大介さん （文４）

第98回東日本学生相撲選手権大会
個人戦・団体戦ともに優勝

第46回東日本学生相撲個人体重別選手権大会

第74回国民体育大会
ウエイトリフティング成年男子81kg級で優勝

第65回全日本学生ウエイトリフティング
個人選手権大会２種⽬優勝
男子61kg級優勝　時任飛鳥さん （経済 4）

男子81kg級優勝　原 勇輝さん (法4)

成年男子81kg級優勝　原 勇輝さん (法4/ 徳島県代表 )

重量挙部

大本里佳さん(法４)

水泳部
ジャパンオープン2019
女子50m⾃由形と女子100m⾃由形で優勝

フリースタイル97kg級優勝  山中 彬さん(経済３)

レスリング部
2019年東日本
学生レスリング選手権大会（春季大会）優勝

5月23日に開催された第98回関東

学生陸上競技対校選手権大会 ・ 女子１部

棒高跳で水上真理さん （法２） が自己ベス

ト記録の3m90で初優勝しました。

第98回関東学生陸上競技対校選手権
大会女子１部棒⾼跳で初優勝！

ラクロス部
日本代表として出場した
アジアパシフィック選手権大会で優勝！！

6月21日～ 29日にかけて開催された第9回 APLU アジアパシフィッ

ク選手権大会 （2019ASPAC 大会 ・ 韓国 ・ 慶州市） に、 ラクロス部より

佐々木淳主将 （経済４） と小松勇斗さん （商３） が日本代表として出場し、

同大会6連覇となる優勝を

飾りました。

佐々木選手は大会期間中

の全7試合中４試合でスター

ティングメンバーとして出場、

小松選手は大会を通して10

得点を挙げ、 日本チームの

優勝に大きく貢献しました。
小松選手（左）と佐々木選手（右）【写真提供：ラクロス部】


