
【最優秀団体】2団体
パワーリフティング部 第38回全日本（U-23）ジュニアパワーリフティング選手権大会 優勝

第48回全日本男子パワーリフティング選手権大会 3位
第107回関東学生パワーリフティング選手権大会 優勝
第46回全日本学生パワーリフティング選手権大会 3位
第108回関東学生パワーリフティング選手権大会 優勝

陸上競技部（長距離ブロック） 第31回出雲全日本大学選抜駅伝競走 5位
第51回秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 2位
第96回東京箱根間往復大学駅伝競走 往路優勝（往路新・青学記録）
第96回東京箱根間往復大学駅伝競走 復路2位
第96回東京箱根間往復大学駅伝競走 総合優勝（大会新・青学記録）

【優秀団体】6団体
空手道部 春季関東学生会定期リーグ戦 男子　 　優勝

内閣総理大臣杯　第62回全国空手道選手権大会 男子　　第3位
秋季関東学生会定期リーグ戦 男子 　準優勝
春季関東学生会定期リーグ戦 女子 　準優勝
秋季関東学生会定期リーグ戦 女子　 準優勝

自動車部 全関東学生自動車運転競技選手権大会 優勝　（12校中）
全関東学生ダートトライアル選手権大会 準優勝　（12校中）
全日本学生ダートトライアル選手権大会 ３位　（19校中）
全日本学生ジムカーナ選手権大会 ９位　（31校中）
全日本学生自動車競技選手権大会 ６位　（19校中）

ソフトテニス部（女子） 第120回東都大学春季リーグ戦 1位
第69回東日本大学対抗ソフトテニス競技大会 ベスト16
第121回東都大学秋季リーグ戦 1位

卓球部（女子） 2019年第89回全日本大学総合選手権大会・団体の部 3位
2019年春季関東学生卓球リーグ戦 3位　（1部8チーム中）
2019年秋季関東学生卓球リーグ戦 優勝　（1部8チーム中）

バレーボール部（女子） 平成31年度第38回東日本バレーボール大学選手権大会 1位　（49チーム中）
平成31年度春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 7位　（12校中）
平成31年度秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 2位　（12校中）
第66回秩父宮妃賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会 ベスト8　（64校中）

陸上競技部（短距離ブロック） 第103回日本陸上競技選手権リレー競技大会
（金井-宮﨑-上村-藤井） 女子4×100mR 第7位
（藤井-奥村-宮﨑-中尾） 女子4×400mR 第8位
桜記念東西対校女子スプリントカップ 女子対校得点 第2位
第98回関東学生陸上競技対校選手権大会
（金井-上村-佐々木梓-伊藤） 女子4×100mR 第2位
第15回トワイライト・ゲームス
（金井-上村-村上-宮﨑） 女子4×100mR 第2位
（若月-奥村-守田-藤井） 女子4×400mR 第3位
天皇賜杯第88回日本学生陸上競技対校選手権大会
（金井-宮﨑-佐々木梓-伊藤） 女子4×100mR 第4位
（守田-中尾-藤井-奥村） 女子4×400mR 第6位
第30回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会
（塩田-宮﨑-佐々木梓-藤井） 女子4×100mR Aチーム 第2位
（村上-金井-松田-中尾） 女子4×100mR Bチーム 第3位
（村上-藤井-宮﨑-中尾） 女子4×400mR Aチーム 第2位

【敢闘団体】9団体
居合道部 第三十四回全日本学生居合道大会 ベスト8　（29校中）
拳法部 日本拳法第5回東日本大学女子リーグ戦 決勝トーナメント3位

日本拳法第15回全国ブロック対抗女子学生団体戦 準優勝
日本拳法第30回東日本大学選手権大会　女子の部 準優勝
第64回全日本学生拳法選手権大会(女子団体) 4位

航空部 第59回全日本学生グライダー競技大会 団体4位
第23回原田覚一郎杯大学対抗グライダー競技大会 団体2位
第22回全日本学生グライダー新人競技大会 団体4位
第35回関東学生グライダー競技会 団体3位

水泳部 関東学生選手権水泳競技大会(男子2部/女子2部) 男子2部400mフリーリレー3位
関東学生選手権水泳競技大会(男子2部/女子2部) 女子2部総合優勝　一部昇格
関東学生選手権水泳競技大会(男子2部/女子2部) 女子2部200mフリーリレー優勝
関東学生選手権水泳競技大会(男子2部/女子2部) 女子2部400mメドレーリレー2位
関東学生選手権水泳競技大会(男子2部/女子2部) 女子2部400mフリーリレー優勝

バスケットボール部（男子） 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 準優勝
第71回全日本大学バスケットボール選手権大会 ベスト8

バスケットボール部（女子） 第69回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 2部Bブロック優勝/Aブロック昇格
バドミントン部（女子） 関東大学バドミントン秋季入れ替え戦 一部昇格

2019年度関東大学春季リーグ戦 2部2位（6部中）
第62回東日本学生バドミントン選手権大会 ベスト8
2019年度関東大学秋季リーグ戦 2部1位（6部中）

バレーボール部（男子） 2019年度春季関東大学男子バレーボール入替戦 1部昇格
2019年度春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 2部優勝（11勝0敗）
2019年度第38回東日本バレーボール大学選手権大会 準優勝
2019年度秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 第9位（5勝6敗）
第72回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会 ベスト16

洋弓部 2019年度関東学生アーチェリー連盟リーグ戦女子2部3部入替戦 2部昇格

【最優秀賞　10名】
高津　奈々 教2 水泳部 第31回フィンスイミング日本選手権 200mサーフィス 1位

50mサーフィス 2位
50mアプニア第3位
100mサーフィス2位

第15回フィンスイミング学生選手権大会 女子400m サーフィス 1位 日本新
女子50m CMASビーフィン 2位
女子200mサーフィス1位
女子2部50m自由形　4位
女子2部100mバタフライ　2位

熊中　理子 総3 卓球部（女子） 2019年第86回全日本大学総合卓球選手権大会　個人の部 女子ダブルス　優勝
天皇杯・皇后杯　平成30年度全日本卓球選手権大会
（一般・ジュニアの部） 混合ダブルス　ベスト16

TOKYO OPEN 2019 第71回東京卓球選手権大会
(一般シングルス・ダブルス・年代別の部) 女子ダブルス　ベスト8

三條　裕紀 総3 卓球部（女子） 2019年第86回全日本大学総合卓球選手権大会　個人の部 女子ダブルス　優勝
天皇杯・皇后杯　平成30年度全日本卓球選手権大会
（一般・ジュニアの部） 女子シングルス　ベスト64

天皇杯・皇后杯　平成30年度全日本卓球選手権大会
（一般・ジュニアの部） 混合ダブルス　ベスト32

TOKYO OPEN 2019 第71回東京卓球選手権大会
(一般シングルス・ダブルス・年代別の部) 女子ダブルス　ベスト8

2019年第86回全日本大学総合卓球選手権大会　個人の部 女子シングルス　5位
2019年第16回全日本学生選抜卓球選手権大会 女子シングルス　3位

石川　裕士 総4 パワーリフティング部 第48回全日本男子パワーリフティング選手権大会 74㎏級　4位
第38回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会 74㎏級　1位
第107回関東学生パワーリフティング選手権大会 74㎏級　1位
世界ベンチプレス選手権大会 74㎏級　5位
第46回全日本学生パワーリフティング選手権大会 74㎏級　1位
世界ジュニア・サブジュニアパワーリフティング選手権大会 74㎏級　2位

2019年度　体育会表彰団体・選手
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第31回全日本ベンチプレス選手権大会 74㎏級　一般3位/ジュニア2位
来栖　彩 総3 パワーリフティング部 第38回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会 63㎏級　1位

第107回関東学生パワーリフティング選手権大会 63㎏級　1位
第46回全日本学生パワーリフティング選手権大会 63㎏級　3位
第108回関東学生パワーリフティング選手権大会 57kg級　1位

田村　陽 総2 パワーリフティング部 世界ベンチプレス選手権大会 59㎏級　2位
第31回全日本ベンチプレス選手権大会 59㎏級　一般2位/ジュニア1位
第108回関東学生パワーリフティング選手権大会 59㎏級　1位

望月　星那 済1 パワーリフティング部 第24回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会 ジュニア66㎏級　1位
第46回全日本学生パワーリフティング選手権大会 66㎏級　5位
第108回関東学生パワーリフティング選手権大会 66㎏級　1位

藤井　達哉 済4 レスリング部 文部科学大臣杯全日本学生選手権 82kg級　1位/最優秀選手
明治杯　全日本選抜選手権大会 82kg級　5位

成國　大志 営4 レスリング部 文部科学大臣杯全日本学生選手権 74kg級　1位/敢闘賞
加賀田　葵夏 営4 レスリング部 2019年U23世界選手権 50kg級　1位

明治杯　全日本選抜選手権大会 50kg級　2位
文部科学大臣杯全日本学生選手権 50kg級　3位

【優秀賞　33名】
岩附　拓哉 済3 居合道部 第三十四回全日本学生居合道大会 3位

第五十二回東日本学生居合道大会 準優勝
伊藤　菜月 営4 空手道部 春季関東学生会定期リーグ戦 女子個人組手　優勝

第30回関東学生空手道体重別選手権大会 女子-50kg 第3位
秋季関東学生会定期リーグ戦 女子個人組手　優勝

朝岡　奈々 営1 空手道部 内閣総理大臣杯第62回全国空手道選手権大会　 女子個人形　第4位
第2回アジア・オセアニア空手道選手権大会 女子個人形アンダー19-21の部　優勝

中田　葵 済4 競技ダンス部 第104回東部日本学生競技ダンス選手権大会 チャチャチャの部　第1位
第104回東部日本学生競技ダンス選手権大会 サンバの部　第1位
第118回東都大学学生競技ダンス選手権大会 チャチャチャの部　第4位
第118回東都大学学生競技ダンス選手権大会 サンバの部　第2位
第105回東部日本学生競技ダンス選手権大会Ⅰ部戦 チャチャチャの部　第2位
第105回東部日本学生競技ダンス選手権大会Ⅰ部戦 サンバの部　第4位

大熊　彩香 営4 拳法部 令和元年度  日本拳法東日本女子選手権 優勝
矢野杯争奪第32回東日本学生個人選手権大会　女子の部 3位
2019日本拳法総合選手権大会 ベスト8
日本拳法第30回東日本大学選手権大会　女子の部 技能賞
第36回全日本学生拳法個人選手権大会　女子の部 2回戦敗退
第18回神奈川県大会　女子個人 準優勝

山元　萌子 済2 拳法部 日本拳法第30回東日本大学選手権大会　形の部(一人形) 優勝
矢野杯争奪第32回東日本学生個人選手権大会　女子の部 ベスト8
令和元年度  日本拳法東日本女子選手権 1回戦敗退
第36回全日本学生拳法個人選手権大会　女子の部 1回戦敗退

中村　真緒 総2 山岳部 ボルダリングユース日本選手権鳥取大会2019 1位
第2回コンバインド・ジャパンカップ 西条 10位
IFSCクライミング・ワールドカップ（B,S）重慶（中国） 16位
IFSCクライミング・ワールドカップ (B,S) 呉江2019（中国） 12位
IFSCクライミング・ワールドカップ（B）ベイル2019（米国） 6位入賞
IFSC世界ユース選手権アルコ2019（イタリア） 3種複合　8位
クライミング　アジアユース選手権 ボルダリング2位

スピード2位
リード2位

山口　宗造 営3 自動車部 全関東学生自動車運転競技選手権大会 優勝　（12人中）
全日本学生自動車運転競技選手権大会 準優勝　（19人中）

大原　郁弥 営2 少林寺拳法部 第53回少林寺拳法全日本学生大会 男子三段以上の部　3位
第17回少林寺拳法関東学生新人大会 男子有段の部　2位

土田　龍 営1 少林寺拳法部 第53回少林寺拳法全日本学生大会 男子三段以上の部　3位
第17回少林寺拳法関東学生新人大会 男子有段の部　2位

片桐　麻海 社2 スキー部 第34回全日本学生チャンピオン大会 女子大回転　2位
秩父宮・秩父宮妃杯　第92回全日本学生スキー選手権 女子回転　5位
秩父宮・秩父宮妃杯　第92回全日本学生スキー選手権 女子大回転　10位
秩父宮・秩父宮妃杯　第92回全日本学生スキー選手権 女子スーパー大回転　33位
第98回全日本スキー選手権大会 女子大回転　8位
第98回全日本スキー選手権大会 女子回転　4位

森　啓喜 済3 漕艇部 第4回東日本夏季競漕大会 M2X優勝
第68回お花見レガッタ M2X16位
第46回全日本大学選手権競漕大会 M2X予選敗退

桜田　悠希友 営3 漕艇部 第4回東日本夏季競漕大会 M2X優勝
第68回お花見レガッタ M2X16位
第46回全日本大学選手権競漕大会 M2X予選敗退
第4回東日本夏季競漕大会 M2X優勝

宮本　宝 理3 馬術部 第56回東都馬術大会《第6競技 オープン馬場馬術競技》 第1位
SHONAN HORSE SHOW《第9競技 80cm L級C》 第2位
アバロン校内大会　馬場馬術競技A3課目 第4位

米山　隆人 済3 パワーリフティング部 第38回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会 93㎏級　2位
第107回関東学生パワーリフティング選手権大会 93㎏級　2位
第46回全日本学生パワーリフティング選手権大会 93㎏級　4位
世界ジュニア・サブジュニアパワーリフティング選手権大会 93㎏級　9位
第31回全日本ベンチプレス選手権大会 93㎏級　2位
第108回関東学生パワーリフティング選手権大会 93㎏級　2位

田中　啓左 法3 パワーリフティング部 第38回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会 74kg級　2位
107回関東学生パワーリフティング選手権大会 74kg級　3位
第46回全日本学生パワーリフティング選手権大会 74kg級　3位
世界ジュニア・サブジュニアパワーリフティング選手権大会 74kg級　4位

ﾌｧﾙｷ･
ｱﾌﾞﾄﾞｩﾙｱｽﾞｨｰｽﾞ

総3 パワーリフティング部 第38回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会 66㎏級　3位

第107回関東学生パワーリフティング選手権大会 59㎏級　1位
第46回全日本学生パワーリフティング選手権大会 59㎏級　2位
世界ジュニア・サブジュニアパワーリフティング選手権大会 59㎏級　2位

富田　慎之介 総1 パワーリフティング部 第48回全日本男子パワーリフティング選手権大会 83㎏級　5位
第18回全日本サブジュニアパワーリフティング選手権大会 83㎏級　1位
第107回関東学生パワーリフティング選手権大会 83㎏級　2位
世界クラシックベンチプレス選手権大会 サブジュニア83㎏級　4位
第46回全日本学生パワーリフティング選手権大会 83㎏級　3位
第7回世界クラシックパワーリフティング選手権大会 サブジュニア83㎏級　7位
世界ジュニア・サブジュニアパワーリフティング選手権大会 サブジュニア83㎏級　1位
第31回全日本ベンチプレス選手権大会 サブジュニア83㎏級　1位
第24回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会 サブジュニア83㎏級　2位
第108回関東学生パワーリフティング選手権大会 83㎏級　1位

江渕　まこと 地4 ラグビー部 女子15人制　日本代表
5-34負け、3-46負け（対オーストラリア代表）
17-17引分け（イタリア代表）、24-20勝ち（スコットランド
代表）

津久井　萌 文2 ラグビー部 女子15人制　日本代表
5-34負け、3-46負け（対オーストラリア代表）
17-17引分け（イタリア代表）、24-20勝ち（スコットランド
代表）

小覀　想羅 済2 ラグビー部 女子15人制　日本代表
5-34負け、3-46負け（対オーストラリア代表）
17-17引分け（イタリア代表）、24-20勝ち（スコットランド
代表）

伊藤　有那 営3 陸上競技部（短距離） Night of Athletics2019(ﾍﾞﾙｷﾞｰ) 女子100m　3位
Meeting International de la 
Province de Liège (ﾍﾞﾙｷﾞｰ) Pre女子100m　3組3着

Meeting International de la 
Province de Liège (ﾍﾞﾙｷﾞｰ) Pre女子200m　3組3着

中村　友哉 国4 陸上競技部（長距離） 2019日本学生陸上競技個人選手権大会 5000m　2位
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第31回出雲全日本大学選抜駅伝競走 6区　区間5位
第51回秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 6区　区間2位（青学記録タイ）
第96回東京箱根間往復大学駅伝競走 7区　区間4位

吉田　祐也 教4 陸上競技部（長距離） 第51回秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 5区　区間3位
第96回東京箱根間往復大学駅伝競走 4区　区間賞（区間新・青学記録）

神林　勇太 地3 陸上競技部（長距離） 第31回出雲全日本大学選抜駅伝競走 4区　区間賞（青学記録）
第51回秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 3区　区間9位（青学記録）
第96回東京箱根間往復大学駅伝競走 9区　区間賞

𠮷田　圭太 地3 陸上競技部（長距離） 天皇賜杯第88回日本学生陸上競技対校選手権大会 5000m　3位
第31回出雲全日本大学選抜駅伝競走 3区　区間4位（青学記録）
第51回秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 7区　区間2位
第96回東京箱根間往復大学駅伝競走 1区　区間7位

岸本　大紀 社1 陸上競技部（長距離） 2019日本学生陸上競技個人選手権大会 5000m　5位
第31回出雲全日本大学選抜駅伝競走 2区　区間賞
第51回秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 2区　区間5位（区間新・青学記録）

第96回東京箱根間往復大学駅伝競走 2区　区間5位（青学記録）
木村　夕貴 済4 レスリング部 文部科学大臣杯全日本学生選手権 65kg級　3位
澤田　千優 総4 レスリング部 全日本社会人選手権 50kg級　2位

文部科学大臣杯全日本学生選手権 50kg級　2位
オリンピックテスト大会 50kg級　5位

三木　雄平 済3 レスリング部 東日本学生春季選手権 74kg級　1位
文部科学大臣杯全日本学生選手権 74kg級　3位

土屋　佑斗 総3 レスリング部 内閣総理大臣杯全日本大学選手権 65kg級　3位
東日本学生春季選手権 61kg級　3位

山本　真聖 済2 レスリング部 東日本学生春季新人戦 63kg級　1位
天皇杯全日本選手権 63kg級　5位

谷口　空良 営2 レスリング部 JOCジュニアオリンピックカップ 72kg級　3位
東日本学生春季新人戦 77kg級　1位
文部科学大臣杯全日本学生選手権 77kg級　3位
文部科学大臣杯全日本大学グレコローマン選手権 82kg級　3位

【敢闘賞63名】
小野　泰雅 国4 アイススケート部（ホッケー部門） 2019年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 DivisionⅠ部Bグループ ベストDF
石川　優介 総4 アイススケート部（ホッケー部門） 2019年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 DivisionⅠ部Bグループ最優秀選手

佐藤　慈生 文1 アイススケート部（ホッケー部門） 2019年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 DivisionⅠ部Bグループ ベストFW
高林　留尉 国3 居合道部 第五十二回東日本学生居合道大会 3位
長尾　浩平 文4 空手道部 秋季関東学生会定期リーグ戦 男子個人組手　第3位
橋本　萌 法3 空手道部 第2回アジア・オセアニア空手道選手権大会 女子個人組手アンダー19-21の部　優勝

第30回関東学生空手道体重別選手権大会 女子-67kg 第3位
秋季関東学生会定期リーグ戦 女子個人組手　準優勝

渋谷　優太 法1 空手道部 春季関東学生会定期リーグ戦 男子個人組手　準優勝
吉田　萌笑 国1 空手道部 第2回アジア・オセアニア空手道選手権大会 女子個人形アンダー19-21の部　優勝

第30回関東学生空手道体重別選手権大会 女子-55kg 第3位
秋季関東学生会定期リーグ戦 女子個人組手　第3位

平岡　美里 総4 競技ダンス部 第64回全日本学生競技ダンス選手権大会 ルンバの部　第6位
第105回東部日本学生競技ダンス選手権大会Ⅰ部戦 ルンバの部　第12位

山田　達司 理OB1年航空部 第59回　全日本学生グライダー競技大会 個人4位
永井　雅也 地4 航空部 第35回　関東学生グライダー競技会　 個人2位
森　圭名 総2 硬式野球部 令和元年度東都大学野球　秋季Ⅱ部リーグ戦 最優秀防御率
古川　巧 営3 ゴルフ部 関東大学対抗男子春季Cブロック 最優秀選手賞

関東学生ゴルフ連盟男子7月月例会 優勝
佐藤　優伽 営2 ゴルフ部 関東大学対抗女子春季Cブロック 最優秀選手賞
大竹　将吾 済2 サッカー部 JR東日本カップ2019第93回関東大学サッカーリーグ戦2部 得点王

2019国際サッカートーナメント大会
（U-20全日本大学選抜チーム選出）

優勝/大会得点王

U-21国際サッカートーナメント2019
（U-20全日本大学選抜チーム選出）

準優勝/大会得点王

平山　瑞樹 法4 自動車部 全関東学生ダートトライアル選手権大会 2位　（36人中）
高尾　直 理3 自動車部 全関東学生自動車運転競技選手権大会 3位　（12人中）

全日本学生自動車運転競技選手権大会 4位　（19人中）
小林　雄香 国4 少林寺拳法部 第56回少林寺拳法関東学生大会 女子単独有段の部　2位
新井　啓太 営1 水泳部 関東学生選手権水泳競技大会(男子2部/女子2部) 男子2部200m自由形　優勝
長尾　有紗 営1 水泳部 関東学生選手権水泳競技大会(男子2部/女子2部) 女子2部400m自由形優勝

女子2部800m自由形　1位
五十畑　彩花 総1 水泳部 関東学生選手権水泳競技大会(男子2部/女子2部) 女子2部50m自由形　1位

女子2部200m背泳ぎ　2位
女子2部100m背泳ぎ　2位

丹羽　海斗 理2 卓球部（男子） 2019年　春季・関東学生卓球リーグ戦 殊勲賞
石川　梨良 総4 卓球部（女子） 2019年秋季関東学生卓球リーグ戦1部 殊勲賞・特別賞

2019年関東学生卓球選手権大会 女子シングルス　ベスト16
宮﨑　翔 総1 卓球部（女子） 2019年秋季関東学生卓球リーグ戦1部 優秀選手賞

2019年関東学生卓球新人選手権大会 女子シングルス　ベスト32
平岡　茉莉 営2 馬術部 第56回東都馬術大会《第6競技 オープン馬場馬術競技》 第2位

学習院大学定期戦《第2競技 馬場馬術競技L1課目競技》 第2位
SHONAN HORSE SHOW《 第24競技 日馬連 L1課目 》 第3位
アバロン校内大会　クロスバー障害飛越競技 第2位

ナナーダニエル弾 国4 バスケットボール部（男子） 第42回李相佰盃日韓学生バスケットボール競技大会 日本代表
第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 優秀選手賞

納見　悠仁 総4 バスケットボール部（男子） 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 敢闘賞
赤穂　雷太 総3 バスケットボール部（男子） 第42回李相佰盃日韓学生バスケットボール競技大会 日本代表
山本　加奈子 国4 バスケットボール部（女子） 第69回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 最優秀選手賞
石橋　舞 営4 バドミントン部（女子） 第62回東日本学生バドミントン選手権大会 シングルスベスト16

2019年度関東学生バドミントン選手権大会 3位
岩谷　果歩 社4 バドミントン部（女子） 2019年度関東学生バドミントン選手権大会 3位
渡辺　周馬 済4 バレーボール部（男子） 2019年度春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 最優秀選手賞

2019年度第38回東日本バレーボール大学選手権大会 敢闘選手賞
望月　祐 済3 バレーボール部（男子） 2019年度第38回東日本バレーボール大学選手権大会 セッター賞
中西　規介 国3 バレーボール部（男子） 2019年度春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 スパイク賞
長田　康矢 済2 バレーボール部（男子） 2019年度第38回東日本バレーボール大学選手権大会 リベロ賞
野嶋　華澄 文4 バレーボール部（女子） 2019年度秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 敢闘選手賞
立石　優華 済4 バレーボール部（女子） 2019年度第38回東日本バレーボール大学選手権大会 リベロ賞
宮下　聖果 総4 バレーボール部（女子） 2019年度第38回東日本バレーボール大学選手権大会 最優秀選手賞

2019年度第38回東日本バレーボール大学選手権大会 レシーブ賞
目黒　安希 総3 バレーボール部（女子） 2019年度秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 レシーブ賞
花澤　佳奈 済2 バレーボール部（女子） 2019年度第38回東日本バレーボール大学選手権大会 セッター賞
山中　宏予 法2 バレーボール部（女子） 2019年度第38回東日本バレーボール大学選手権大会 ブロック賞

2019年度秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 ブロック賞
住田　帆志乃 文1 バレーボール部（女子） 2019年度秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 サーブ賞
植村　茉由 法4 パワーリフティング部 第107回関東学生パワーリフティング選手権大会 52㎏級　2位

第46回全日本学生パワーリフティング選手権大会 52㎏級　4位
第108回関東学生パワーリフティング選手権大会 52㎏級　2位

金子　将也 文1 パワーリフティング部 第107回関東学生パワーリフティング選手権大会 83㎏級　6位
第108回関東学生パワーリフティング選手権大会 83㎏級　3位

木元　蒼 営3 ハンドボール部 2019年度関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子2部リーグ　得点ランキング１位
2019年度関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子2部リーグ　得点ランキング8位

松本　友佑 済4 ラクロス部（男子）
第9回ASPACアジアパシフィック選手権
第一試合　対オーストラリア 負け7-8

第9回ASPACアジアパシフィック選手権
第二試合　対韓国 勝ち6-0

第9回ASPACアジアパシフィック選手権
第三試合　対台湾 勝ち14-0
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第9回ASPACアジアパシフィック選手権
第四試合　対中国 勝ち18-1

第9回ASPACアジアパシフィック選手権
第五試合　対香港 勝ち14-0

第32回関東学生ラクロスリーグ戦 関東リーグ戦2部 BEST12
Spring Premiere 第一試合　対US 負け5-8
Spring Premiere 第ニ試合　対US 負け2-13

橋爪　さくら 総4 ラクロス部（女子） 第32回関東学生ラクロスリーグ戦 ベスト12
古室　真歩 教4 ラクロス部（女子）
齋藤　未藍 理M2 陸上競技部（短距離） 第98回関東学生陸上競技対校選手権大会 男子800m  1位

Denka Athletics Challenge Cup 2019 男子800m  6位
佐々木　明日香 営4 陸上競技部（短距離） 2019日本学生陸上競技個人選手権大会 女子走幅跳　4位

第15回トワイライトゲームス 女子走幅跳　8位
第16回田島直人記念陸上競技大会 女子走幅跳　5位

今濵　美咲 営4 陸上競技部（短距離） 2019日本学生陸上競技個人選手権大会 女子走幅跳　8位
金井　まるみ 国4 陸上競技部（短距離） 天皇賜盃第88回日本学生陸上競技対校選手権大会 女子100mH　4位

第98回関東学生陸上競技対校選手権大会 女子100mH　3位
2019日本学生陸上競技個人選手権大会 女子100mH　6位
第15回トワイライトゲームス 女子100mH　5位
第59回実業団学生対抗陸上競技大会 女子100mH　5位
第6回木南道孝記念陸上競技大会 女子100mH　8位

中野　昴 国4 陸上競技部（短距離） 第98回関東学生陸上競技対校選手権大会 男子110mH　1位
第15回トワイライトゲームス 男子110mH　6位
第16回田島直人記念陸上競技大会 男子110mH　7位
第41回北九州陸上カーニバル 男子110mH　7位

宮﨑　亜美香 社3 陸上競技部（短距離） 第98回関東学生陸上競技対校選手権大会 女子200m　3位
第15回トワイライトゲームス 女子100m　6位
2019日本学生陸上競技個人選手権大会 女子200m　4位
Meeting International de la 
Province de Liège (ﾍﾞﾙｷﾞｰ) Pre女子100m　3組2着

Meeting International de la 
Province de Liège (ﾍﾞﾙｷﾞｰ) Pre女子200m　4組7着

Night of Athletics2019(ﾍﾞﾙｷﾞｰ) 女子100m　5位
天皇賜盃第88回日本学生陸上競技対校選手権大会 女子200m　6位
第41回北九州陸上カーニバル 女子100m　5位

金子　史絵奈 済2 陸上競技部（短距離） 天皇賜盃第88回日本学生陸上競技対校選手権大会 女子三段跳　6位
第30回関東学生新人陸上競技選手権大会 女子三段跳　1位
第98回関東学生陸上競技対校選手権大会 女子三段跳　5位
第41回北九州陸上カーニバル 女子三段跳　4位

谷野　航平 法4 陸上競技部（長距離） 第98回関東学生陸上競技対校選手権大会 2部1500m　2位
天皇賜杯第88回日本学生陸上競技対校選手権大会 1500m　4位（青学記録）
第96回東京箱根間往復大学駅伝競走 6区　区間3位

岩見　秀哉 教3 陸上競技部（長距離） 第96回東京箱根間往復大学駅伝競走 8区　区間2位
飯田　貴之 総2 陸上競技部（長距離） 第51回秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 8区　区間7位

第96回東京箱根間往復大学駅伝競走 5区　区間2位（区間新・青学記録）

小西　央記 済4 レスリング部 東日本学生春季選手権 67kg級　3位
後藤　南斗 済3 レスリング部 東日本学生春季選手権 97kg級　3位
掛川　修平 営3 レスリング部 東日本秋季学生選手権 65kg級　3位
堤　孔一 営1 レスリング部 JOCジュニアオリンピックカップ 55kg級　2位

アジアジュニア選手権 55kg級　5位
文部科学大臣杯全日本大学グレコローマン選手権 60kg級　5位

掛川　泰史 総1 レスリング部 内閣総理大臣杯全日本大学選手権 61kg級　5位

【奨励賞　9名】
増田　直途 済2 空手道部 第2回アジア・オセアニア空手道選手権大会 男子個人形アンダー19-21の部　準優勝
畠　涼太朗 理2 航空部 第22回　全日本学生グライダー新人競技大会 個人4位
竹原　璃子 社2 ゴルフ部 関東学生ゴルフ連盟女子新人戦 優勝
水鳥　麻衣 法1 少林寺拳法部 第53回少林寺拳法全日本学生大会 単独白緑帯の部　3位

第17回少林寺拳法関東学生新人大会 単独白緑帯の部　3位
山田　亜藍 済1 バレーボール部（男子） 2019年度春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 新人賞

中村　駿紀 総1 ラクロス部（男子）
2019年度関東学生ラクロス新人戦
ウィンターステージ MVP

奥村　ユリ 教2 陸上競技部（短距離） 第30回関東学生新人陸上競技選手権大会 女子200m　1位
若月　優実 コ1 陸上競技部（短距離） 第30回関東学生新人陸上競技選手権大会 女子800m  2位
神澤　翔 済2 レスリング部 JOCジュニアオリンピックカップ 87kg級　2位
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