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学友会所属学生の活躍

水泳部
第96回日本学生選手権水泳競技大会 男子50m 自由形 優勝
2020年10月1日から4日に東京都・東京辰巳国際水泳場で開催された第96
回日本学生選手権水泳競技大会に本学水泳部が出場し、川根正大さん（当時・法３）
が男子50m 自由形で2連覇を達成しました。

ジャパンオープン2021・男子1500m 自由形で優勝
2021年6月3日から6月6日に千葉県国際総合水泳場で行われたジャパンオー
プン2021にて、水泳部の遠藤光さん（法３）が男子1500ｍ自由形で優勝しま
した。

ボート部
第47回全日本大学選手権大会・
男子舵手つきフォアで優勝
2020年10月22日から25日に
埼玉県・戸田ボートコースで第47
回全日本大学選手権大会が開催さ
れ、ボート部が、男子舵手つきフォ
アで優勝しました。

陸上競技部
天皇賜盃第89回日本学生陸上競技対校選手権大会・男子5000m 優勝
9月13日に新潟県・デンカビッグスワンスタジアムで行われた天皇賜盃第89
回日本学生陸上競技対校選手権大会・男子5000m において、吉居大和さん（当
時・法1）が優勝しました。（記録 :13分40秒４）

第99回関東学生陸上競技対校選手権大会・男子1500m 優勝
2020年10月10日に神奈川県・相模原キオンスタジアムで行われた第99回
関東学生陸上競技対校選手権大会・男子1部1500m において、金子魅玖人さ
ん（当時・商1）が優勝しました。（記録 : 3分51秒67）

第104回日本陸上競技選手権大会・男子5000mで第3位、自身の持つ
U20日本記録も更新
2020年12月4日に大阪府・ヤンマースタジアム長居で行われた第104回日
本陸上競技選手権大会・男子5000m において、吉居大和さん（当時・法1）が
第3位に入賞いたしました。優勝を狙える位置でレースを展開し、自身の持つ
U20日本記録を更新する13分25秒87のタイムでゴールしました。

第100回関東学生陸上競技対校選手権大会・男子800m 優勝
2021年5月23日に神奈川県・相模原ギオンスタジアムをメイン会場として行
われた第100回関東学生陸上競技対校選手権大会・男子1部800m において、
金子魅玖人さん（商２）が優勝（記録：1分49秒03）しました。金子選手は、昨
年行われた第99回大会では、男子1部1500m で優勝しています。

準硬式野球部

令和３年度東都大学春季リーグ戦（１部）優勝
令和３年度東都大学準硬式野球春季リーグ戦にて、本学準硬式野球部は65度目
となるリーグ戦優勝を果たしました。今後は、既に出場権を獲得している全日本
大学準硬式野球選手権大会の優勝を目指して鋭意努力してまいります。

第63回関東地区大学準硬式野球選手権大会で優勝
「第63回関東地区大学準硬式野球選手権大会」において優勝しました。今回の
優勝により、全日本大学準硬式野球選手権大会への出場が決定いたしました。

ハンドボール部
関東学生ハンドボール連盟2020
秋季リーグ戦（男子１部）優勝
関東学生ハンドボール連盟2020秋季
リーグ戦にて、ハンドボール部は39
季ぶり15回目の優勝を果たしました。

ソングリーディング部
ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2020
POM 部門大学生 Large 編成で優勝
2020年12月27日東京・武蔵野の森総合スポーツプラザで開催された ALL 
JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2020／第20回全日本チアダン
ス選手権大会・第18回全日本学生チアダンス選手権大会にて、ソングリーディ
ング部 Garnet Girls が、Pom 部門大学生 Large 編成部門において、優勝しま
した。

USA Regionals 2021東京大会 大学編成 Pom 部門 Large で優勝
ソングリーディング部 Garnet Girls が、ビデオ審査で行われた
USA Regionals 2021東京大会の大学編成 Pom 部門 Large において優勝し
ました。

女子陸上競技部
天皇賜盃第89回日本学生陸上競技対校選手権大会・女子棒高跳 優勝
2020年9月11日に新潟県・デンカビッグスワンスタジアムで行われた天皇賜
盃第89回日本学生陸上競技対校選手権大会・女子棒高跳において、諸田実咲さ
ん（当時・法4）が3m90の記録を出し、優勝しました。

第104回日本陸上競技選手権大会 ･ 室内競技　女子棒高跳 優勝
2021年3月17日に大阪・大阪城ホールで行われた第104回日本陸上競技
選手権大会 ･ 室内競技　女子棒高跳において、諸田実咲さん（当時・法4）が
4m20の大会記録を出し、優勝いたしました。

第100回関東学生陸上競技対校選手権大会・女子 4×400ｍリレーで
8年ぶりの優勝
2021年5月23日に神奈川県・相模原ギオンスタジアムをメイン会場として行
われた第100回関東学生陸上競技対校選手権大会・女子 4×400ｍリレー決勝
において、高島菜都美さん（文３）【第一走者】、松岡萌絵さん（経済１）【第二走
者】、飯田景子さん（法1）【第三走者】及び大島愛梨さん（文３）【第四走者】の
４名が出場し、同大会８年ぶりとなる優勝を成し遂げました。

剣道部
第59回全日本女子剣道選手権大会 優勝
2021年3月14日に長野県・ホワイトリングで行
われた第59回全日本女子剣道選手権大会に諸岡温
子さん（当時・経済２）が初出場し、初優勝を果た
しました。本学剣道部現役部員としては、史上初と
なる快挙です。また、学生による全日本女子優勝は
18年振りとなります。

スケート部
2020関東大学アイスホッケーリーグ戦（特別大会）にて全勝優勝
2020年12月6日に西東京市のダイドードリンコアイスアリーナにおいて、
2020関東大学アイスホッケーリーグ戦（特別大会）の最終戦が開催され、スケー
ト部は明治大学と対戦し勝利。同リーグ戦を全勝で優勝しました。

本学公式 Web サイトに掲載された記事を中心にご紹介します。＜ 2020年 6月 ～  2021年 6月＞
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自転車競技部

2020全日本学生トラック自転車競技大会で２種目優勝
2020年9月12日から9月13日に福島県・泉崎国際サイクルスタジアムで行わ
れた2020全日本学生トラック自転車競技大会に、自転車競技部が出場。東矢圭
吾さん（当時・法４）がケイリン部門で、東矢さん・保田浩輔さん（当時・商３）ペ
アがタンデムスプリント１km タイムトライアル部門で、それぞれ優勝しました。

2020全日本大学自転車競技大会［トラック］で２種目優勝
2020年10月10日から10月11日に長野県・美鈴湖自転車競技場で行われ
た2020全日本大学自転車競技大会［トラック］に、自転車競技部が出場。東矢
圭吾さん（当時・法４）が男子ケイリン部門で、山本哲央さん（当時・経３）中村
龍吉さん（当時・経２）ペアが男子マディソン20km 部門で、それぞれ優勝しま
した。

2020全日本大学自転車競技大会　男子個人ロードレース・学連の部 優勝
2020年10月17日に群馬県・群馬 CSC で行われた2020全日本大学自転車
競技大会ロードレースに、自転車競技部が出場。尾形尚彦さん（当時・文４）が
男子個人ロードレース・学連の部で優勝しました。

第59回全日本学生選手権 チームロードタイムトライアル大会で優勝
2021年6月5日に、埼玉県・加須市 / 羽生市 利根川河川敷南側にて行われた
第59回全日本学生選手権 チームロードタイムトライアル大会に自転車競技部
の山本哲央さん（経済４）、中村龍吉さん（経済３）、五十嵐洸太さん（経済２）及
び留目夕陽さん（法１）のチームが出場し、２大会ぶりの優勝を果しました。

第6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で優勝
2021年6月6日に埼玉県加須市・羽生市利根川上流河川敷南側で行われた第
6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・男子の部で、自転
車競技部の留目夕陽さん（法１）がこの日唯一の38分台の好タイムを記録し、優
勝しました。

第61回全日本学生選手権トラック自転車競技大会で２種目優勝
2021年6月26日から6月27日に鳥取県・倉吉自転車競技場で行われた第61
回全日本学生選手権トラック自転車競技大会に、本学自転車競技部が出場。市田
龍生都さん（法２）がケイリン部門で、福田健太さん（商３）が男子１km タイム
トライアル部門で、それぞれ優勝いたしました。

【写真提供：「中大スポーツ」新聞部】【写真提供：自転車競技部】

▲１km タイムトライアル優勝・福田選手
（写真左）※写真右は、同種目３位入賞の本
学商学部４年・青木瑞樹選手【写真提供：
自転車競技部】

◀ケイリン部門優勝・市田選手
【写真提供：自転車競技部】
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東京オリンピック代表内定者

2021年度入団 本学出身のプロ野球選手／プロサッカー選手

パンアメリカンスポーツ機構への協力

　プロ野球ドラフト会議が2020年10月26日に行われ、硬式野

球部の五十幡亮汰選手（当時・法4）が北海道日本ハムファイター

ズから、牧秀悟選手（当時・商4）が横浜 DeNA ベイスターズから、

ともに２位指名を受けました。多摩キャンパスでは、多くの報道関

係者が詰めかける中、福原紀彦部会長（当時）、清水達也監督とと

もに記者会見に臨みました。また、硬式野球部 OB からは、伊藤

優輔選手（三菱パワー株式会社ー・2018年度卒業）が読売巨人軍

から４位指名を受けました。

　2021年6月11日（金）、パンナムスポーツ交流プロジェクト実行

委員会の委員長を務める、村山正道氏（株式会社立飛ホールディングス

代表取締役社長）が来校し、本学体育施設の視察を行いました。

　本学は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と

協定を締結し、相互に連携・協力体制を構築しています。同協定に基

づく活動として、パンアメリカンスポーツ機構（パンナム）が立川市に

て実施する、東京オリンピックの事前トレーニングキャンプに当たり、

体育施設の貸し出しという面で協力する予定です。

　体育施設視察後は、河合久学長、加納樹里教授（パンナムスポーツ交

流プロジェクト実行委員）と懇談を行いました。村山委員長からは、「風

が心地良く大会前に練習するには、とても良い環境。安全第一で実施

したい」とお言葉をいただきました。

　2021年1月14日（木）本学Ｃスクエア２階中ホールにおいて、

2020年度サッカー部進路決定報告記者会見を実施しました。現時

点でＪリーグや地域クラブの各チームに入団内定を得た選手が出席

し、今後の進路に向けた決意表明や写真撮影を行いました。

【 J リーグ及び地域リーグ進路決定者（2021年1月14日時点）】
 大久保 智明（当時・経4）≪浦和レッドダイヤモンズ≫
 松本 大輔（当時・経4）≪サガン鳥栖≫
 深澤 大輝（当時・経4）≪東京ヴェルディ≫※チーム練習のため会見は欠席

 今掛 航貴（当時・経4）≪サガン鳥栖≫
 高窪 健人（当時・文4）≪AC 長野パルセイロ≫
 飯吉 将通（当時・商4）≪南葛 SC ≫

本学公式 Web サイトに掲載された記事を中心にご紹介します。
＜ 2020年 6月 ～  2021年 6月＞

「中大スポーツ」新聞部
大学スポーツ新聞コンテストで最優秀賞を獲得
本学「中大スポーツ」新聞部が、報知新聞社主催「第14回大
学スポーツ新聞コンテスト」において最優秀賞及び原稿賞を
獲得いたしました。「大学スポーツを応援する」という趣旨で
2007年に始まったこのコンテストは、今回は全国11大学（関
大、関学大、京産大、近大、同大、立命大、駒大、大東大、中大、
東海大、明大）が参加していました。

自動車部
e スポーツ「GT Young Challenge」にて初優勝

「GT Young Challenge 2020」は朝日新聞社主催のゲーム「グランツー
リスモ」を用いた e スポーツの大会で、全日本学生自動車連盟加盟校

（2020年度は関東地区大学のみ）を対象に今回が初めての開催でした。
大会は団体戦で行われ、自動車部からは尾形莉欧さん（当時・国際経営1）、
水口来夢さん（当時・商1）、渡辺知成さん（当時・商1）の3名が出場し
ました。予選、準決勝ともにトップタイムで勝ち進み、決勝では2位に
11秒の差をつけ優勝しました。

全関東学生自動車運転競技選手権大会　女子小型貨物の部 優勝
2021年3月14日に警視庁交通安全教育センターにて行われた全関東学生自
動車運転競技選手権大会（全関東フィギュア）に、自動車部が出場し、上村静
香さん（当時・文３）が女子個人の部・小型貨物の部で優勝しました。

学友会所属学生の活躍

ヨット部
第4回江の島スナイプ選手権 優勝
2020年9月13日に神奈川県・葉山沖で第
4回江の島スナイプ選手権が開催され、ヨッ
ト部の高山颯太さん（当時・商４）・佐々木 
謙さん（当時・法３）のペアが優勝しました。

スキー部
第99回全日本スキー選手権大会
アルペン競技男子大回転で初優勝
2021年3月4日に第99回全日本
スキー選手権大会 アルペン競技が
釧路市・国設阿寒湖畔スキー場で行
われ、スキー部の富井大賀さん（当
時・法２）が男子大回転の部で初優
勝しました。

卓球部
2020年関東学生卓球選手権大会
男子シングルス 優勝
2020年12月12日、13日、18日に
東京都・駒沢屋内球技場及び埼玉県・所
沢市民体育館で行われた2020年関東
学生卓球選手権大会・男子シングルスに
おいて、卓球部の淺津碧利さん（当時・
文２）が初優勝しました。

左から 福原紀彦硬式野球部部会長（当時）、五十幡選手、牧選手、
清水達也硬式野球部監督

左から 大久保選手、松本選手、今掛選手、高窪選手、飯吉選手

【写真提供：「中大スポーツ」新聞部】 【写真提供：スキー部】

【写真提供：自動車部】

重量挙部
令和2年度第66回全日本学生ウエイトリフ
ティング個人選手権大会89kg 級 優勝
2020年11月7日に大阪府羽曳野市・はびきのコ
ロセウムで行われた令和2年度第66回全日本学生
ウエイトリフティング個人選手権大会89kg 級に西
村晋悟さん（当時・商4）が出場し、優勝しました。

【写真提供：「中大スポーツ」新聞部】

フェンシング 女子 サーブル 江村 美咲さん （2021年卒業）

フェンシング 女子 フルーレ 上野 優佳さん （法２）

フェンシング 男子 フルーレ 永野 雄大さん （2021年卒業）

水泳 大本 里佳さん （2020年卒業）

水泳 砂間 敬太さん （2018年卒業）

水泳 池本 凪沙さん （法１）

水泳 塩浦 慎理さん （2014年卒業）

ハンドボール男子      部井久 アダム 勇樹さん （法4）

ハンドボール男子 杉岡 尚樹さん （2017年卒業）

陸上競技男子 200m 飯塚 翔太さん （2014年卒業）

バレーボール男子 石川 祐希さん （2018年卒業）

バレーボール男子     関田 誠大さん （2016年卒業）

７人制ラグビー 男子 羽野 一志さん （2014年卒業）

ボクシング 男子 ウェルター級 岡澤セオンさん （2018年卒業）

レスリング部
2021年度東日本学生レスリング選手権大会（春季大会） 選手権の部 フリースタイル
２階級優勝
2021年6月25日に、東京都・駒沢体育館にて行われた2021年度東日本学生
レスリング選手権大会（春季大会）選手権の部にレスリング部が出場。フリース
タイルの97kg 級に出場した安齊勇馬さん（文４）と125kg 級に出場した武藤
翔吾さん（法４）が、優勝しました。

軟式野球部

令和3年度東都学生軟式野球連盟春季リーグ戦で優勝
軟式野球部が、令和３年度東都学生軟式野球春季リー
グ戦において優勝しました。この結果、夏に行われる
予定の全日本選手権大会への出場権を獲得しました。

【写真提供：「中大スポーツ」新聞部】

令和2年度東都学生軟式野球連盟秋季リーグ戦で優勝
軟式野球部が、令和２年度東都学生軟式野球秋季
リーグ戦において優勝しました。

【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】

【写真提供：自動車部】


