ラクロス部

Sports

安江 将史 さん（法４）

学友会所属学生の活躍

6 月、韓国にて開催された第 8 回 APLU アジアパシフィッ
ク選手権大会において、男子 U22 日本代表のゴーリー
（ゴールキーパー）として全試合に出場し、全勝での優勝

2017 年 1 ～ 6 月の間で、特に優秀な成績を収めた部会・

に貢献。

大会情報等を記しています。皆さまからの温かいご声援、

スケート部

誠にありがとうございます。

陸上競技部

平昌五輪最終予選で日本代表として学生で唯一選出され、

第 96 回 関東学生陸上競技対校選手権大会
男子 4 × 100 ｍリレー

また 2 月に韓国で開催された「ユーロアイスホッケーチャ

優勝

レンジ」札幌にて開催された「第 8 回アジア冬季競技大会」

川上 拓也さん（法 4）竹田 一平さん（経済 3）

にて日本代表に続けて選出されました。

日吉 克実さん（文 4）染谷 佳大さん（法 1）

ハンドボール部

女子陸上競技部
第101回 日本陸上競技選手権大会 混成競技
七種競技

優勝

※３連覇

寺島 健太 さん（総合政策 1）

ヘンプヒル 恵さん（文３）

2017 日本学生陸上競技個人選手権
女子 400 ｍ

優勝

岩田 優奈さん（法２）

第 96 回関東学生陸上競技対校選手権大会

7 月にドイツ・リューベックで開催されるハンドボールの
国際大会に「日本代表男子 U-19 チーム」メンバーとして

重量挙部

女子七種競技

優勝

ヘンプヒル 恵さん（文３）

第 37 回 全日本ジュニア選手権大会

女子 400m

優勝

岩田 優奈さん（法２）

男子 94kg 級

女子棒高跳

優勝

諸田 実咲さん（法 1）

射撃部
平成 29 年度 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会
10 ｍライフル（エアライフル）S40W

優勝

清水 春香さん（文 3）

優勝

松尾 侑宇大さん（商４）

男子 94kg 級

優勝

望月 大輝さん（法４）

拳法部
※ 9 年ぶり

東日本学生女子チーム

３位

優勝

糸井 月さん（経済４） 後藤 穂奈美さん（文４）

江村 美咲さん（法１）
第 70 回 関東学生フェンシングリーグ戦大会
優勝

※ 5 年ぶり

第 67 回全日本学生フェンシング王座決定戦
男子サーブル

男子 85kg 級

第 13 回 全国ブロック対抗女子学生団体戦

アジアフェンシング選手権 2017

男子サーブル一部

ジェンディ 今夢さん（経済２）

第 63 回 全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会

優勝

個人戦女子サーブル

優勝

優勝

女子卓球部
平成 29 年度 春季関東学生卓球リーグ戦
女子 1 部

優勝

※全勝で 6 年ぶり

2017 サフィール国際オープン
女子シングルスエリート

自転車競技部

平成 29 年度 関東学生卓球新人選手権大会

チーム・ロード・タイムトライアル大会

優勝

優勝

平成 29 年度 関東学生卓球選手権大会

※ 5 年ぶり

原井 博斗さん（法４）

高橋 優斗さん（法３）

直井 駿太さん（経済３）今村 駿介さん（法２）
第 86 回 全日本自転車競技選手権大会

山本 笙子さん（法１）

女子シングルス
女子ダブルス

優勝

伊藤 佑里子さん（法３）

優勝

伊藤 佑里子さん（法３）瀬山 咲希さん（文２）

トラック・レース
男子エリートポイントレース 優勝

今村 駿介さん（法２）

男子エリートスクラッチ

高橋 優斗さん（法３）

優勝

男子エリートチームパーシュート 優勝
原井 博斗さん（法４） 高橋 優斗さん（法３）
今村 駿介さん（法２） 橋本 陸さん（商２）

軟式野球部

準硬式野球部
第 59 回 関東地区大学準硬式野球選手権大会
優勝

※ 2 連覇

※春季リーグ戦連覇

大和田 秀俊さん（法 4） 望月 勇希さん（法 2）

photo by Yoshiharu Yokoyama

美容商品を製造販売するファイテン株式会社 ( 本
社所在地：京都府京都市 ) と産学連携の一環とし
てボディケアサポートを締結。

バレーボール部
ル連盟（FIVB）ワールドリーグ 2017 に全日本メンバー

優勝

7 月にブルガリア・プロブティフで開催される国際大会に出場する
「U23 ボート日本代表チーム」のメンバーに選出されました。

2017 年、中央大学硬式庭球部は健康・スポーツ・

ん（商 4・写真左）が酒井学長を訪問し、
国際バレーボー

硬式庭球部
男子ダブルス

硬式庭球部

6 月 29 日、石川祐希さん（法 4・写真右）
、大竹壱青さ

平成 29 年度 関東学生テニストーナメント大会

平成 29 年度 東都学生軟式野球春季リーグ戦

望月 勇希 さん（法 2）
５月に行われた関東学生テニス選手権大会のダブルス

として出場したことを報告。また、第 19 回世界ジュニ

優勝に続き、６月に香港で行われた世界ツアーのひと

ア男子選手権大会 ( U-21) 全日本メンバーに牧山祐介さ

つであるフューチャーズ大会に出場し、シングルス・

ん（商 2）と都築仁さん（法 1）が選ばれました。

ダブルスで準優勝（ダブルスは正林知大さん（商 2）
がペア）
。

ソングリーディング部

バレーボール部
第 36 回 東日本バレーボール大学選手権大会
※ 5 年ぶり

2017 WUCC
（ World University Cheerleading Championships ）
Pom 部門 優勝 ※２度目

岳飛登高会

水泳部
水泳ジャパンオープン 2017
男子 200 ｍ背泳ぎ

ボート部 宮浦 真之 さん（文 3）

優勝

吉良 あすかさん（文 3）

第 56 回 全日本学生選手権

優勝

選出されました。

第 30 回 全国大学選抜選手権大会

フェンシング部

優勝

!

蓑島 圭悟 さん（法 3）

優勝

砂間 敬太さん（法４）

2017 日本学生スポーツクライミング個人選手権大会
ボルダリング種目

優勝

白石 裕次郎さん（文１）

居合道部
写真提供：
「中大スポーツ」新聞部
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第 49 回 東日本学生居合道新人戦
優勝

岩瀬 彩郁さん（法２）
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