
クラブ 開催期間 場所 大会名 結果

種目別

段違い平行棒③佐藤 博美(4)

ゆか③佐藤 博美(4)

11/9～11/11 千葉商科大学 関東学生新人体操競技選手権 団体総合　2位

4/14～5/20 青山学院体育館 春季関東大学リーグ戦 2位

8/7～9 埼玉とどろきアリーナ 全国私立短期大学体育大会 3位

7/7～7/8 鵠沼海岸 関東大学ビーチバレーボール選手権大会兼ぴあカップ ①尾崎 睦(4)、田村 美恵(4)

②尾崎 睦(4)・田村 美恵(4)

③岩永 裕美(2)・徳留 裕依(2)

100m・200m③河野千波（1）

走幅跳③麻生真理（4）

9/8～9 平塚競技場 2007全日本学生チャンピオンシップ 200m③河野 千波(1)

9月16日 代々木公園陸上競技場 トワイライトゲームス 100m①河野 千波(1)

9/13～14 国立競技場 第18回関東学生新人陸上選手権大会 棒高跳②平間 容子(3)

4/21～5/20 関東各地 関東学生春季リーグ戦 2位

6/2～17 本学他 関東学生春季菅記念ミニミニカップ大会 Aチーム 2位

9/9～30 関東各地 関東学生秋季リーグ戦 2位

11/10～11/14 函館市総合体育館他 全日本学生選手権大会 2位

ソフトボール 10/26～29 茨城 水戸市総合運動公園 関東大学選手権大会 1位

ロープ 1位（A） 2位（B）

個人総合①日高 舞（1）

ロープ 1位

フープ・クラブ 1位

個人総合③日高 舞（1）

団体総合 1位

種目別: ロープ 1位フープ×クラブ 1位

個人　③川口 真央(3)

団体総合　1位

種目別: ロープ　1位　フープ×クラブ　1位

個人総合②日高 舞(1)

個人種目別:

ロープ①日高 舞(1)　③大貫 友梨亜(4)

フープ①日高 舞(1)

クラブ②日高 舞(1)　③大貫 友梨亜(4)

リボン③日高 舞(1)

団体総合　1位

個人総合①日高 舞(1)　②小野田 ゆず葉(1)

個人種目別:

ロープ①日高 舞(1)　②浅野 みわ(1)

フープ①日高 舞(1)

クラブ①日高 舞(1)　②小野田 ゆず葉(1)

リボン①日高 舞(1)　②小野田 ゆず葉(1)

団体総合①Ａチーム　②Ｂチーム

個人種目別:

フープ①長濱 さゆり(3)

リボン①木内 りさ(2)　②田中 真央(2)

女子総合2位

女子カヤックシングル500m①柿崎 史穂(3)

女子総合2位

女子カヤックシングル500m①柿崎 史穂(3)

リレー4×WK-1 500m②柿崎 史穂(3)・木村 祐子(3)・松下 なぎさ(3)・高山 奈緒(1)

女子カヤックフォア500m③柿崎 史穂(3)・木村 祐子(3)・松下 なぎさ(3)・高山 奈緒(1)

女子カヤックシングル200m①柿崎 史穂(3)

女子カヤックシングル500m③柿崎 史穂(3)

シングルス③山口真央(2)

ダブルス③山下 ひかる(2)・中野 優(1)

団体 1位

シングルス①高橋 由梨香（4） ②安藤 友里（4）

ダブルス　 ①山下 ひかる（2）・中野 優（1）　②志村 紀子（4）・山口 真央（2）

6/21～24 東京体育館 全日本大学王座決定戦 団体 1位

団体 1位

シングルス①安藤 友里(4)　③山口 真央(2)

団体 1位

シングルス①山下 ひかる(2)

ダブルス①安藤 友里(4)・高橋 由梨香(4)　②山下 ひかる(2)・中野 優(1)

9/8～9 広島市中央庭球場 JOC杯全日本ジュニア選手権大会 シングルス③山下 ひかる(2)

9/15～16 中央大学他 関東大学対抗競技大会 団体　Aチーム1位　Bチーム2位

11月3日 早稲田大学 関東学生ソフトテニス秋季リーグ戦 団体 1位

団体 1位

優秀賞：志村 紀子(4)・山口 真央(2)

11月11日 横浜国際プールメインアリーナ 関東学生選抜ソフトテニスインドア大会 ダブルス①安藤 友里(4)・高橋 由梨香(4)

400mメドレーリレー②新井 ゆかり(2)・大塚 芙奈美(2)・國岡 千春(2)・近藤 知未(1)

200m個人メドレー②新井 ゆかり(2)

総合2位

3000mリレー①加藤 未香(4)・滝口 彩(4)・久保田 美里(3)・本宮 春佳(3)

フェンシング 10/22～26 駒沢公園屋内球技場 関東学生選手権大会（個人・団体） エペ②桑島 奈菜(2)

トランポリン 8/17～19 秋田　大館市立樹海体育館 全日本学生選手権大会 大学対抗戦 3位

シンクロナイス゛ド競技スケート 12月28日 大阪なみはやドーム 全日本選手権 1位

4/8～5/8 多摩川河川敷他 関東六大学軟式野球連盟春季リーグ戦 Aチーム1位

8/21～26 富山　桃山野球場　　　天神山野球場 全日本大学野球選手権大会 3位

アイスホッケー 11/29～12/2 ウェルサンピア日立 大学女子アイスホッケー大会 1位

5/4～6 花咲徳栄高校プール 東日本リーグ戦 1位

6/30～7/1 東京都体育館プール 全国競技大会 1位

8/4～9/8 日本体育大学プール他 関東学生リーグ戦 1位

8/11～8/12 花咲徳栄高校プール 東日本女子 1位

9/21～24 相模原市立総合水泳場 日本学生選手権 1位

フリッパー100m③小林 麻里絵(3)

フリッパー400m①伊藤 有希菜(1)

潜泳③渋澤 有理子(3)

女子の部1位

男女総合2位

400mリレー1位

400mメドレーリレー1位

新人200m①伊藤 有希菜(1) ②小松 由佳(1)

50m①紋谷 小百合(2)

潜水200m①渋澤 有理子(3)

400mフリッパー①伊藤 有希菜(1)

100mフリッパー③小林 麻里絵(3)

潜水200m③渋澤 有理子(3)

8/5～9 神戸文化ホール 全日本高校・大学ダンスフェスティバル神戸 特別賞（表現の中核となる動きの発見）「人間椅子」

9/16～17 高岡市ふくおか総合文化センター アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ 特別賞「隣人」志村 あづみ(2)・内木 里美(2) 北日本新聞社賞「食卓」佐藤 夕貴(3)・首藤 彩(3)・高橋 佳子(3)

5/12～13 横浜国際プール 全日本室内選手権大会 シュミレーテッド・エマジェンシー・レスポンス競技 ③當麻 恵(3)・宮原 千明(3)・小松崎 あゆみ(2)・周藤 栄美
( )タップリンリレー③海藤 春菜(3)・宮原 千明(3)・加藤 みづき(3)・菊池 藍(3)

2ｋｍビーチラン③宮原 千明(3)

総合2位

レスキューチューブレスキュー①加藤 みづき(3)・菊池 藍(3)・三浦 貴絵(2)・斉藤 美波(2)

ボードレスキュー②加藤 みづき(3)・小松崎 あゆみ(2)

サーフレース②三浦 貴絵(2)

ビーチリレー②海藤 春菜(3)・渡辺 夏海(3)・高見澤 春香(3)・神戸 友美(2)

ボードリレー③田代 由香里(4)・菊池 藍(3)・宮原 千明(3)

オープンボードレース①菅原 唯(2)・竹内 瞳(4)

フレッシュマンオープンボードレース③牧原 加奈(1)

10/6～7 神奈川　片瀬西浜海岸 全日本選手権大会（本選） 2Kmビーチラン②宮原 千明(3)

舞踏競技 11月18日 獨協大学 東部日本学生競技ダンス選手権大会 フォーメーション1位

種目 開催期間 場所 大会名 競技成績(9月末現在)

ハンドボール 6/26～7/10 カザフスタン 女子ジュニアアジア選手権大会 4位（派遣学生：池之端 弥生(2)）

6/14～7/2 オランダ/エンスヘーデ 世界女子ジュニア選手権大会 2位（派遣学生：吉良 真利菜(2) 高橋 恵(1) 森 さやか(1)）

7/3～7/10 カナダ/サレー市 カナダカップ2007 3位（派遣学生：小柳 薫(2)）

8/4～19 タイ/バンコク ユニバーシアード大会 3位（派遣学生：城戸 絵里沙(3) 小柳 薫(2) 森 さやか(1)）

4/6～4/7 マレーシア/クアラルンプール INTERCITY　RHYTHMIC GYMNASTICS CHAMPIONSHIP 2007 ④浅沼 圭(2)　⑥浦谷 郁子(4) ⑦川口 真央(3)

5/8～5/15 フランス/コルベールエソンヌ 2007コルベールエソンヌ国際大会 (29) 大貫 友梨亜(4)

6/5～6/12 イスラエル/ホロン 2007グランプリシリーズ ホロン国際新体操競技大会 (25) 日高 舞(1)

団体総合 3位

種目別:フープ×クラブ 2位

ロープ 3位 （派遣学生：渡邉 友美(4) 嶋田 芽久美(3) 押味 愛里沙(2) 古城 梨早(1) 菅生 穂奈美(1) 中村 芳
( )）個人　⑪日高 舞(1)　⑱大貫 友梨亜(4)

9/11～9/25 ギリシャ/パトラス 世界新体操選手権大会 出場　(派遣学生：大貫 友梨亜(4) 日高 舞(1)）

1000m4位　500m5位　200m8位

（派遣学生：柿崎 史穂(3) 松下 なぎさ(3) 野中 美和(2) 宗形 光(2) 寺田 由香子(1)）

フェンシング 2/6～2/12 イタリア国ローマ市 イタリアＧＰ国際大会（エペ） 出場　佐藤 麻依子(2)

水球 7/23～7/29 ポルトガル/ポルト ジュニア世界選手権大会 11位（派遣学生：上羽 千裕(2) 小中 美沙(2) 平山 緑(2) 阿部 麻里奈(1) 久保田 愛美(1) 安本 智恵(1)）

ラクロス 5/31～6/5 オーストラリア/メルボルン 2007　21歳以下女子日本代表遠征 MVP 出井 姫耶(3)・柿沼 千月(2)

フィンスイミング 7/27～8/5 イタリア/バーリ市 世界選手権大会 8位（派遣学生：杉山 知寿子(3)）

平成19年度クラブの主な競技成績
※ ○数字は個人順位[8位以内入賞者のみ]、（）は学年です。

体操競技
9/15～17 北九州市立総合体育館 全日本学生選手権大会

バレーボール

8/2～5 須磨海岸 ぴあカップ（ビーチバレー）

代々木第二体育館
世界選手権大会日本代表決定競技会 兼ユニバーシアード大会日本代表決定 競技
会

陸上競技

5/12～19 国立競技場 関東学生対校選手権大会

ハンドボール

新体操競技

5/1～3 ひたちなか市総合体育館 東日本学生選手権大会

5/5～6

9/10～12 北九州市総合体育館 全日本学生選手権大会

11/23～25 東京体育館 全日本選手権大会

カヌー

8/8～10 小見川漕艇場 関東学生選手権大会

8/29～9/2 石川 木場潟 全日本学生選手権大会

9/7～10 石川 木場潟 日本フラットウォーターレーシング選手権大会

8/5～11 浅間温泉テニスコート 全日本学生選手権

12/22～24 東京女子体育大学

東日本学生新人新体操選手権大会

東日本学生交流新体操選手権大会

全日本女子選抜大会

5/12～16 サニーインむかいテニスコート 関東学生春季大会

6/29～7/4 鶴岡市総合運動公園 東日本学生選手権

水球

11/9～11/10 大阪市中央体育館 全日本学生ソフトテニス東西対抗戦

水泳 8/3～5 辰巳国際水泳場 関東学生選手権

ソフトテニス

競技スケート 11/17～18 関西大学アイスアリーナ 全日本学生ショートトラック選手権

野球

4/7～8 東京体育館

アクアダイビング

5月27日 千葉国際水泳場 全日本スポーツダイビング室内選手権大会

10月14日 成蹊大学 関東学生フリッパー競技会

12月2日 東京辰巳国際水泳場 全日本スポーツダイビング室内選手権大会

※ 全日本・全日本学生級は3位まで、東日本学生・関東学生級は2位まで掲載しています。

平成19年度 国際大会等派遣学生一覧

ダンス

ライフセービング

6/2～3 静岡　白浜大浜海岸 全日本種目別選手権大会

9/22～23 千葉　御宿海岸 全日本学生選手権大会

カヌー 6/5～6/12 フランス/ジュラルメール ICFドラゴンボート世界選手権大会

※ ○数字は個人順位、（）は学年です。

ソフトボール

新体操競技

8/12～16 タイ/バンコク ユニバーシアード大会
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