
【最優秀団体】1団体
陸上競技部（短距離ブロック） 天皇賜杯第89回日本学生陸上競技対校選手権大会 女子4×400mR 決勝 第１位

女子4×100mR 決勝 第７位
第99回関東学生陸上競技対校選手権大会 女子4×100m TR決勝 第５位

女子4×400mR 決勝 第２位
第104回日本陸上競技選手権リレー競技大会 女子4×400mR 決勝 第３位

【優秀団体】2団体
競技ダンス部 第107回東部日本学生競技ダンス選手権大会I部戦 第１位　（/31校）

第16回東部日本学生競技ダンス選手権大会後期新人戦 第１位　（/31校）
第65回全日本学生競技ダンス選手権大会 第6位　（/55校）

パワーリフティング部 第109回関東学生パワーリフティング選手権大会 優勝
【敢闘団体】6団体
拳法部 第64回全日本学生拳法選手権大会(女子団体) 4位
硬式野球部 令和2年度　東都大学野球　秋季Ⅱ部リーグ戦 2部優勝　（/4部）
自動車部 全日本学生自動車運転競技選手権大会 男子団体4位　(/11校)
バスケットボール部（男子） オータムカップ2020 第7位

第72回全日本大学バスケットボール選手権大会 第7位

陸上競技部（長距離ブロック） 第52回秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 4位
第97回東京箱根間往復大学駅伝競走 総合4位（往路12位/復路1位）

レスリング部 文部科学大臣杯　全日本大学グレコローマン選手権 7位
内閣総理大臣杯　全日本大学選手権 10位

【最優秀賞　8名】
　　片川　開斗 理2 競技ダンス部 第65回全日本学生競技ダンス選手権大会 ワルツの部　第１位

第107回東部日本学生競技ダンス選手権大会I部戦 ワルツの部　第3位

第107回東部日本学生競技ダンス選手権大会I部戦 スローフォックストロットの部　第3位
　　岩本　怜乃 法4 競技ダンス部 第65回全日本学生競技ダンス選手権大会 ワルツの部　第１位

第107回東部日本学生競技ダンス選手権大会I部戦 ワルツの部　第3位

第107回東部日本学生競技ダンス選手権大会I部戦 スローフォックストロットの部　第3位
中村　真緒 総3 山岳部 Top of the Top2020（2020年スポーツクライミング日本代表頂上決戦） ボルダリング競技　優勝

スポーツクライミング　第15回ボルダリングジャパンカップ 10位（ボルダリング日本代表選出）
スポーツクライミング　第2回スピードジャパンカップ 5位
スポーツクライミング　第3回コンバインドジャパンカップ 7位（パリ　オリンピック強化選手内定）

　　土田　龍 営2 第54回少林寺拳法全日本学生大会 1位
　　小川　璃子 営1 第54回少林寺拳法全日本学生大会 1位
田村　陽 総3 パワーリフティング部 第49回全日本パワーリフティング選手権大会 59kg級　優勝

第32回全日本ベンチプレス選手権大会 一般　59kg級　優勝
第109回関東学生パワーリフティング選手権大会 59kg級　優勝

髙島　咲季 コ1 陸上競技部（短距離ブロック） 天皇賜杯第89回日本学生陸上競技対校選手権大会 女子400m　優勝
第104回日本陸上競技選手権大会 女子200m　8位
第104回日本陸上競技選手権大会 女子400m　3位

佐藤　一世 総1 陸上競技部（長距離ブロック） 第52回秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 5区　1位（区間新）
第97回東京箱根間往復大学駅伝競走 4区　4位

【優秀賞　19名】
栁田　瞳 文4 競技ダンス部 第65回全日本学生競技ダンス選手権大会 スローフォックストロットの部　第2位

第107回東部日本学生競技ダンス選手権大会I部戦 タンゴの部　第5位
第107回東部日本学生競技ダンス選手権大会I部戦 スローフォックストロットの部　第4位

　　白鳥　信志 営3 競技ダンス部 第65回全日本学生競技ダンス選手権大会 サンバの部　第3位
第107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9位
第107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14位
第16回東部日本学生競技ダンス選手権大会後期新人戦 チャチャチャの部　第1位

　　髙間　陽菜 営3 競技ダンス部 第65回全日本学生競技ダンス選手権大会 サンバの部　第3位
第107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9位
第107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14位
第16回東部日本学生競技ダンス選手権大会後期新人戦 チャチャチャの部　第1位

山口　宗造 営4 自動車部 全日本学生自動車運転競技選手権大会 男子小型乗用の部B　2位
長谷川　将吾 地3 自動車部 全日本学生自動車運転競技選手権大会 男子小型乗用の部A　2位
五味　桂士 総2 水泳部 第62回日本選手権水泳競技大会 100M個人メドレー　8位

第62回日本選手権水泳競技大会 200M個人メドレー　9位
日本学生選手権水泳競技大会 200M個人メドレー　14位

三條　裕紀 総4 卓球部（女子） 全日学・令和2年度　全日本学生選抜強化大会 シングルス　3位
天皇杯・皇后杯　2020年全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部） シングルス　ベスト32
天皇杯・皇后杯　2020年全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部） ダブルス　ベスト16
2020年（令和2年）関東学生選手権 シングルス　ベスト16

富田　慎之介 総2 パワーリフティング部 第109回関東学生パワーリフティング選手権大会 83kg級　優勝
第25回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会 83kg級　2位

堀越　百恵 総1 パワーリフティング部 第109回関東学生パワーリフティング選手権大会 63kg級　優勝
渡邉　将慶 社1 パワーリフティング部 第109回関東学生パワーリフティング選手権大会 66kg級　優勝
津久井　萌 文3 ラグビー部 リポビタンD presents JAPAN RUGBY CHALLENGE2020　（日本代表） 出場

第6回全国女子ラグビーフットボール選手権大会 同率優勝

第6回全国女子ラグビーフットボール選手権大会 大会最優秀賞BK選手

OTOWAカップ第30回関東女子ラグビーフットボール大会 準優勝

小覀　想羅 済3 ラグビー部 リポビタンD presents JAPAN RUGBY CHALLENGE2020　（日本代表） 出場

第6回全国女子ラグビーフットボール選手権大会 同率優勝

OTOWAカップ第30回関東女子ラグビーフットボール大会 準優勝

高木　萌結 文2 ラグビー部 リポビタンD presents JAPAN RUGBY CHALLENGE2020　（日本代表） 出場
第6回全国女子ラグビーフットボール選手権大会 同率優勝
OTOWAカップ第30回関東女子ラグビーフットボール大会 準優勝

ヒリアー　紗璃苗 国1 陸上競技部（短距離ブロック） セイコーゴールデングランプリ2020陸上東京 女子800m　8位
第99回関東学生陸上競技対校選手権大会 女子800m　5位
全国高等学校陸上競技大会2020兼 U20全国陸上競技大会 女子800m　6位

神林　勇太 地4 陸上競技部（長距離） 第52回秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 7区　1位
神澤　翔 済3 レスリング部 文部科学大臣杯　全日本大学グレコローマン選手権 グレコローマンスタイル87ｋｇ級　2位
山本　真聖 総4 レスリング部 天皇杯　全日本選手権 グレコローマンスタイル63ｋｇ級　8位

文部科学大臣杯　全日本大学グレコローマン選手権 グレコローマンスタイル67ｋｇ級　5位
稲葉　洋人 済2 レスリング部 文部科学大臣杯　全日本大学グレコローマン選手権 グレコローマンスタイル72ｋｇ級　3位
菅沼　碧久 営1 レスリング部 内閣総理大臣杯　全日本大学選手権 フリースタイル57kg級　3位

【敢闘賞25名】
　　宇野　眞 国3 競技ダンス部 第65回全日本学生競技ダンス選手権大会 タンゴの部　第5位

第107回東部日本学生競技ダンス選手権大会I部戦 タンゴの部　第2位

第107回東部日本学生競技ダンス選手権大会I部戦 クイックステップの部　第3位
第16回東部日本学生競技ダンス選手権大会後期新人戦 ワルツの部　第2位

　　衛藤　真子 済3 競技ダンス部 第65回全日本学生競技ダンス選手権大会 タンゴの部　第5位
第107回東部日本学生競技ダンス選手権大会I部戦 タンゴの部　第2位
第107回東部日本学生競技ダンス選手権大会I部戦 クイックステップの部　第3位
第16回東部日本学生競技ダンス選手権大会後期新人戦 ワルツの部　第2位

泉口　友汰 済3 硬式野球部 令和2年度　東都大学野球秋季Ⅱ部リーグ戦 最高殊勲選手
山田　拓也 済2 硬式野球部 令和2年度　東都大学野球秋季Ⅱ部リーグ戦 首位打者
松井　大輔 コ1 硬式野球部 令和2年度　東都大学野球秋季Ⅱ部リーグ戦 最優秀投手
小林　慎也 理3 自動車部 全日本学生自動車運転競技選手権大会 男子小型貨物の部A　6位
岡　美里 総3 水泳部 第62回日本選手権水泳競技大会 200Mバタフライ　11位
高橋　莉沙 社4 スキー部 第35回全日本学生アルペンチャンピオン大会 女子GS5位
片桐　麻海 社3 スキー部 秩父宮杯・秩父宮妃杯　第93回全日本学生スキー選手権 女子SL4位

秩父宮杯・秩父宮妃杯　第93回全日本学生スキー選手権 女子GS8位
齋藤　将紀 コ2 スキー部 秩父宮杯・秩父宮妃杯　第93回全日本学生スキー選手権 男子SG7位

秩父宮杯・秩父宮妃杯　第93回全日本学生スキー選手権 男子GS9位
第35回全日本学生アルペンチャンピオン大会 男子GS75位

第35回全日本学生アルペンチャンピオン大会 男子SL65位

熊中　理子 総4 卓球部（女子） 天皇杯・皇后杯　2020年全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部） ダブルス　ベスト16

金子　将也 文2 パワーリフティング部 第109回関東学生パワーリフティング選手権大会 93kg級　2位

2020年度　体育会表彰団体・選手
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望月　星那 済2 パワーリフティング部 第109回関東学生パワーリフティング選手権大会 74kg級　3位
與儀　竜徳 済2 パワーリフティング部 第109回関東学生パワーリフティング選手権大会 66kg級　3位
中尾　あゆみ コ2 陸上競技部（短距離ブロック） 天皇賜杯第89回日本学生陸上競技対校選手権大会 女子100mH　6位

第99回関東学生陸上競技対校選手権大会 女子100mH　8位
青木　穂花 教1 陸上競技部（短距離ブロック） 天皇賜杯第89回日本学生陸上競技対校選手権大会 女子400mH　7位

第99回関東学生陸上競技対校選手権大会 女子400mH　2位
全国高等学校陸上競技大会2020兼 U20全国陸上競技大会 女子400mH　2位

吉中　日向子 コ1 陸上競技部（短距離ブロック） 第99回関東学生陸上競技対校選手権大会 女子400m　3位
全国高等学校陸上競技大会2020兼 U20全国陸上競技大会 女子400m　2位

𠮷田　圭太 地4 陸上競技部（長距離ブロック） 天皇賜杯第89回日本学生陸上競技対校選手権大会 5000m　8位
第52回秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 8区　11位
第97回東京箱根間往復大学駅伝競走 1区　6位

飯田　貴之 総3 陸上競技部（長距離ブロック） 第97回東京箱根間往復大学駅伝競走 9区　2位
小原　　響 国1 陸上競技部（長距離ブロック） 第99回関東学生陸上競技対校選手権大会 2部3000mSC　優勝
三木　雄平 済4 レスリング部 東日本学生選手権 フリースタイル74ｋｇ級　3位
吉川　貴紘 済4 レスリング部 内閣総理大臣杯　全日本大学選手権 フリースタイル61ｋｇ級　7位
土屋　佑斗 総4 レスリング部 東日本学生選手権 フリースタイル65ｋｇ級　3位
下出　倭士 総3 レスリング部 東日本学生選手権 グレコローマンスタイル67ｋｇ級　2位
堤　孔一 営2 レスリング部 文部科学大臣杯　全日本大学グレコローマン選手権 グレコローマンスタイル63ｋｇ級　8位

東日本学生秋季新人戦 グレコローマンスタイル63級　優勝

【奨励賞　5名】
三輪　和志 営1 準硬式野球部 第3回東都大学準硬式野球部ＴＨＥ　ＲＯＯＫＩＥ　ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ 最優秀選手賞
長﨑　さゆり 社1 陸上競技部（短距離ブロック） 全国高等学校陸上競技大会2020兼 U20全国陸上競技大会 女子100mH　3位

第99回関東学生陸上競技対校選手権大会 女子100mH　6位
金子　ひとみ コ1 陸上競技部（短距離ブロック） 全国高等学校陸上競技大会2020兼 U20全国陸上競技大会 女子400m　3位
安田　隼人 コ1 陸上競技部（短距離ブロック） 第99回関東学生陸上競技対校選手権大会 男子2部100m　3位
奥村　翔一 文2 レスリング部 東日本学生秋季新人戦 フリースタイル70ｋｇ級　優勝
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