
クラブ 開催期間 場所 大会名

5/16～18 栃木：県体育館 東日本学生選手権大会

8/29～9/2 埼玉：くまがやドーム 全日本学生選手権大会

4/12～5/18 東京：青山学院体育館 春季関東大学リーグ戦

6/19～22 東京：駒沢屋内球技場　他 東日本大学リーグ戦

7/31～8/3 長野：大町総合体育館 全日本9人制クラブカップ選手権大会

8/6～9 大阪：大阪市中央体育館 全日本6人制クラブカップ選手権大会

8/8～10 兵庫：須磨海岸 ぴあカップ（ビーチバレー）

9/6～10/13 東京：青山学院体育館　他 秋季関東大学リーグ戦

9/15～16 東京 全日本総合選手権大会東京都予選（9人制）

9月23日 東京：北区桐ヶ丘体育館 東京都9人制クラブカップトーナメント大会

11/21～24 山梨：小瀬スポーツ公園体育館 全日本9人制総合選手権大会

12/1～7 東京：東京体育館 全日本バレーボール大学選手権大会

12/11～14 北海道：湿原の風アリーナ釧路 スーパー9オールスターズ・フェスティバル

5/10～25 東京：代々木第二体育館 関東大学バスケットボール選手権大会

8/5～8/8 東京 全国私立短期大学体育大会

8/30～10/19 東京 関東大学リーグ戦

11/29～12/7 東京：代々木第二体育館 全日本選手権大会

4月21日 アメリカ/ボストン ボストンマラソン

6/6～8 神奈川：平塚競技場 日本学生個人選手権大会

6/26～29 神奈川：等々力競技場 日本選手権大会

9/12～14 東京：国立競技場 日本学生選手権大会

9月28日 千葉：印西市内 関東大学女子駅伝対校選手権大会

10/24～26 神奈川：日産スタジアム 日本選手権リレー大会

11月16日 東京都 東京国際女子マラソン記念大会

3月15日 島根県松江市 日本学生女子ハーフマラソン選手権大会

4/19～5/18 関東各大学 関東学生春季リーグ戦

9/7～28 関東各地 関東学生秋季リーグ戦

11/19～24 山口：周南市総合スポーツセンター 全日本学生選手権大会

12/17～21 石川：県総合スポーツセンター 全日本総合選手権大会

4/27～5/18 東京：本学グラウンド 春季リーグ戦

5/24～6/1 東京：本学　他 全日本総合選手権東京都予選会

8/7～11 東京：町田市民球場 東日本大学選手権大会

8/28～9/1 宮城：女川市総合運動場 全日本大学選手権大会

9/20～28 東京：早稲田大学 秋季リーグ戦

10/31～11/3 神奈川：相模原市 関東大学選手権大会

5/6～13 フランス/コルベーユエソンヌ 2008ワールドカップシリーズ･コルベーユエソンヌ大会

5/14～20 ベラルーシ/ミンスク ワールドカップシリーズミンスク大会

9/24～30 ブルガリア 2008ブルガリア国際新体操競技大会

4/26～27 愛知県三好池カヌー競技場 スプリングスプリントカヌー競技大会

11月29日 埼玉：荒川 Head of the ARA

3/25～30 香川：府中湖カヌー場 フラットウォーターレーシング海外派遣選考会

4/28～30 東京：駒沢オリンピック公園 関東学生新人選手権大会

5/17～18 神奈川：横浜国立大学 春季関東学生リーグ戦

6月11日 東京：駒沢オリンピック公園 全日本大学対抗選手権大会関東地区予選

7/3～6 東京：駒沢オリンピック公園 関東学生選手権大会

8/7～10 広島：東区スポーツセンター 全日本大学対抗選手権大会

8/13～14 東京：武蔵野市民体育館 全日本学生選手権大会関東地区予選会

9/6～7 埼玉：獨協大学 秋季関東学生リーグ戦

11/6～7 東京：駒沢オリンピック公園 会長杯争奪大会

11/8～9 東京：専修大学 関東学生チームカップ

12月6日 東京：慶応義塾体育館 関東学生チームカップ

4/5～6 東京体育館 全日本女子選抜大会

6/9～14 中国/Zhejiang Taizhouスポーツセンター チャイニーズカップ国際大会

6/20～22 東京：東京体育館 全日本大学王座決定戦

9/6～7 広島：中央庭球場 JOC杯･全日本ジュニア選手権大会

9/13～14 東京：中央大学 他 関東大学対抗競技大会

10/11～12 東京：中央大学 他 関東学生新進大会

10/15～19 青森：青森市 全日本総合選手権大会

10/25～26 千葉：サニーコート 他 関東学生秋季リーグ戦

11月9日 神奈川：横浜国際プール 関東学生選抜インドア大会

12月16日 東京：東京体育館 全日本学生選抜インドア選手権大会

4/15～20 東京：辰巳国際水泳場 日本選手権水泳競技大会

6/6～8 東京：辰巳国際水泳場 ジャパンオープン

9/4～7 東京：辰巳国際水泳場 日本学生選手権大会

4/19～5/4 東京：日本体育大学米本記念体育館 関東大学春季リーグ戦

9/13～9/22 東京：日本体育大学体育館 関東学生秋季リーグ戦

10/3～10/9 石川：総合スポーツセンター 全日本学生選手権大会

（200m背泳ぎ）⑦栃窪 歩実（3）

（200mバタフライ）⑦伊藤 咲（3）

（Aブロック 1部 ダブルス）①菊山 久美子（2）・戸田 里和（2）

（Bブロック 2部 ダブルス）②栗山 朋子（3）・山田 美沙紀（3）

（Bブロック 2部 シングルス）②小岩 由果（1）

（団体） ベスト16

（400mメドレーリレー）3位

（200mフリーリレー）6位

（800m自由形）⑦原口 唯（2）

（200m平泳ぎ）⑧近藤 知未（2）

（200mバタフライ）⑦佐藤 麻美（2）

（200m自由形）⑦味岡 めぐみ（2）

（400m自由形）⑧原口 唯（2）

（100m平泳ぎ）⑥近藤 知未（2）

（ダブルス）①山下 ひかる（3）・中野 優（2） ②江尻 あゆみ（2）・宮代 恵実（1） ③膳亀 美奈子（4）・高橋 郁美（4） ③中村 佳奈枝（4）・東田 結

（800m自由形）⑤原口 唯（2）

（200m平泳ぎ）⑤近藤 知未（2）

（200m背泳ぎ）③新井 ゆかり（3） ⑥池田 ゆう（2）

（400m個人メドレー）⑧薄井 亜也香（2）

（400m自由形）⑥原口 唯（2）

（100m背泳ぎ）④栃窪 歩実（3） ⑧池田 ゆう（2）

（100m平泳ぎ）①近藤 知未（2） ⑧新井 ゆかり（3）

（200m個人メドレー）④新井 ゆかり（3）

（WK-2 200m）②柿崎 史穂（4）

（WK-2 500m）②柿崎 史穂（4）

（WK-4 500m）①松下 なぎさ（4）・城下 愛斗（1）

シーカヤックシングル②城下 愛斗（1） ③宗形 光（3）

フリーの部タンデム①竹田 早弥花（1）・今井 佑香（1） ②高山 奈緒（2） ③森 尚子（1）・吉村 知英子（1）

ASMF駅伝①野中 美和（3）・高山 奈緒（2） ②森 尚子（1）・城下 愛斗（1）・宗形 光（3）・今井 佑香（1）・竹田 早弥花（1）・吉村 知英子（1）

（カヤックシングル）②野中 美和（3） ③城下 愛斗（1）

（WK-2 500m）③高山 奈緒（3）・吉村 知英子 ⑧宗形 光（4）・寺田 由香子（3）

（シングルス）①高橋 郁美（4）

（砲丸投げ）④針谷 瑠里（4）

（円盤投げ）⑦関根 麻理子（2）

（100mH）⑦佐藤 由紀子（4）

（4*100mR）⑧春日 恵（4）・小林 奈央（3）・仲村 愛乃（3）・河野 千波（2）

（100m）⑥仲村 愛乃（3）

（400m）⑤清野 ゆかり（4）

（個人総合）①日高 舞（2） ②庄司 七瀬（1） ⑤川口 真央（4） ⑥小野田 ゆず葉（2） ⑦浅沼 圭（3） ⑧長田 侑里乃（1）

（団体総合）1位

（個人総合）①日高 舞（2） ⑤庄司 七瀬（1） ⑥浅沼 圭（3） ⑧長田 侑里乃（1）

（七種競技個人）③田中 真奈美（3） ⑤今井 美穂（3） ⑧高橋 曜（3）

（団体総合）1位 Aチーム　4位 Bチーム

（団体種目別）ロープ*5 1位 Aチーム フープ*3＋クラブ*2 1位 Aチーム

（個人総合）③浅沼 圭（3） ④庄司 七瀬（1） ⑤川口 真央（4） ⑦小野田 ゆず葉（2） ⑧日野 千奈未（1）

（個人種目別）ロープ②･フープ③･クラブ③浅沼 圭（2） リボン③庄司 七瀬（1）

（団体総合）1位

14位

出場

（円盤投げ）④関根 麻理子（2）

（砲丸投げ）⑧山本 綾香（1）

（4*100mR）⑥春日 恵（4）・北村 美世子（4）・仲村 愛乃（3）・河野 千波（2）

（七種競技）②田中 真奈美（3） ③今井 美穂（3）

平成20年度　クラブの主な競技成績
※ ○数字は個人順位、（）は学年です。

陸上競技

⑰中島 麻貴恵（3）

5/17～25 東京：国立競技場 関東学生対校選手権大会

出場

出場

8/22～24 茨城：笠松運動公園 関東陸上競技選手権大会

出場

（Bトーナメント） 1位

バスケットボール

出場

出場

9/20～21 東京：国立競技場 関東学生新人選手権大会

12/6～7 茨城：牛久運動公園 全関東教育系学生選手権大会
（ダブルス） ①菊山 久美子（2）・戸田 里和（2）

（シングルス） ベスト8 橋本 瑞穂（3）古屋 杏奈（1）

バドミントン

2部 2位

6/2～6/27 東京：立川市民体育館他 関東学生選手権大会

8/30～9/5 北海道：道立総合体育センター 東日本学生選手権大会
団体　ベスト8

（ダブルス） ベスト4　菊山 久美子（2）・戸田 里和（2）

（団体 2部） 4位

12月7日 神奈川：相模原グリーンプール 関東学生ウィンターカップ公認記録会

3月8日 神奈川：相模原グリーンプール 関東学生冬季公認記録会

水泳

（200m背泳ぎ） 新井 ゆかり（3） 出場

5/10～11 東京：町田市立室内プール 関東学生春季公認記録会

出場

7/31～8/3 東京：辰巳国際水泳場 関東学生選手権

出場

（800m自由形）④原口 唯（2）

（200m平泳ぎ）④近藤 知未（2）

（200m背泳ぎ）④栃窪 歩実（3）

（400m個人メドレー）④新井 ゆかり（3） ⑧薄井 亜也香（2）

（100m背泳ぎ）⑦栃窪 歩実（3） ⑧池田 ゆう（2）

（100m平泳ぎ）④近藤 知未（2）

（200mバタフライ）④伊藤 咲（3）

（200m個人メドレー）②新井 ゆかり（3） ⑦薄井 亜也香（2）

ソフトテニス

（シングルス） ②山口 真央（3）

5/9～14 千葉：サニーコート 他 関東学生春季大会

団体2位

団体 1位　＜派遣学生：古宮 茉衣（1）＞

団体 3位

6/27～7/2 千葉：サニーコート 他

（ダブルス） 出場

（団体） 1位

東日本学生大学対抗選手権

8/7～13 三重：四日市市 全日本学生選手権

団体1位

（ダブルス） ①中野 優（2） 一柳 明美（2）

（ダブルス）②中村 佳奈枝（4）・東田 結奈（3）

（シングルス）②山下 ひかる（3） ③高橋 郁美（4）

（ダブルス）③山下 ひかる（3）・中野 優（2） ③江尻 あゆみ（2）・宮代 恵実（1）

（シングルス）①山下 ひかる（3）

（ダブルス）②江尻 あゆみ（2）・宮代 恵実（1）

（ダブルス）②江尻 あゆみ（2）・中野 優（2） ③一柳 明美（2）・宮代 恵実（1）

卓球

出場

（3部 Bブロック） 2位

（団体） 予選通過

出場

出場

出場

（3部 Bブロック） 2位

出場

（Aチーム） 2位　（Bチーム） ベスト8

日本フラットウォーターレーシング選手権大会

11/2～3 神奈川：三浦海岸 全国シーカヤック三浦海岸フェスティバル

カヌー

（成年女子WK-1） ③高山 奈緒（2）

8/12～15 千葉：黒部川漕艇場 関東学生選手権大会

8/29～9/3 石川：木場潟カヌー場 全日本学生選手権大会

9/12～16 石川：木場潟カヌー場

総合2位

最優秀選手賞 柿崎 史穂（4）

（リレー4×WK-1 500m）②柿崎 史穂（4）・松下 なぎさ（4）・高山 奈緒（2）・城下 愛斗（1）

（WK-4 500m）②柿崎 史穂（4）・松下 なぎさ（4）・野中 美和（3）・高山 奈緒（2）

（WK-2 500m）①柿崎 史穂（4）・高山 奈緒（2）

（WK-1 500m）②柿崎 史穂（4）

（WK-2 5,000m）③松下 なぎさ（4）・高山 奈緒（2）

（WK-1 5,000m）⑥柿崎 史穂（4）

（WK-1 200m）①柿崎 史穂（4）

（WK-1 500m）②柿崎 史穂（4）

12/3～7 千葉：ポートアリーナ 全日本選手権大会

12/22～23 本学 東日本学生新人選手権大会

新体操競技

（個人総合）日高 舞（2）大貫 友梨亜（研究生）

5/9～11 栃木：県立南体育館 東日本学生新体操選手権大会

（団体総合） 7位 ＜派遣学生：原 千華（1） 三澤 樹知（1）＞

9/5～7 神奈川：海老名市総合運動公園 全日本学生選手権大会

（個人総合） ③日野 千奈未（1） ④庄司 七瀬（1）

（団体）ロープ*5　2位

（個人）①庄司 七瀬（1） ②日野 千奈未（1） ③長田 侑里乃（1） ⑧芹澤 愛理（1）

ハンドボール

1位

2位

2位

ベスト8

ソフトボール

1位

2位

2位

3位

10/25～26 千葉：国際武道大学 大学対校混成競技会

（400mH）②大橋 歩美（4）

（走高跳）③礼花（2） ⑦井上 美穂（2）

（棒高跳）①平間 容子（4）

（砲丸投）②針谷 瑠里（4）

（やり投）⑦山本 綾香（1）

（七種競技）②今井 美穂（3） ③高橋 曜（3）

（4*100mR）⑧玉井 夏樹（4）･森田 真咲美（4）新井 愛実（2）･月足 麻那（2）

（七種競技A）2位（七種競技B）4位

2部　3位

出場

ベスト8

④岩永 裕美（3）・徳留 裕依（3）

（6人制） 7位

2位

1位

出場（ベスト32）

（種目別 ゆか） ②菊井 咲奈（2） ⑤田島 聡美（3） ⑧渡邉 未央（3）

茨城：笠松運動公園 関東学生交流選手権大会

（個人総合） ①菊井 咲奈（2） ⑥渡邉 未央（3） ⑧田島 聡美（3）

（種目別 跳馬） ②菊井 咲奈（2） ③渡邉 未央（3） ⑧田島 聡美（3）

（種目別 段違い平行棒） ⑥渡邉 未央（3） ⑧菊井 咲奈（2）

（種目別 平均台） ②菊井 咲奈（2） ④渡邉 未央（3）

バレーボール

（6人制） 6位

（6人制）ベスト8

7/5～6 神奈川：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宮川 奈々（2）・伊藤 華乃（2）

③岩永 裕美（3）・徳留 裕依（3）

ベスト16

競技成績

体操競技

（団体） 4位

（団体） 5位

10/20～22 茨城：笠松運動公園

出場

（団体） ①Bチーム②Dチーム③Aチーム・Cチーム

（ダブルス） ②①山下 ひかる（3）・中野 優（2）

出場 ＜53位 鈴木 夏樹（3）＞

出場

1位

2位

総合1位

（リレー4×WK-1 500m）①柿崎 史穂（4）・木村 祐子（4）

（WK-4 500m）松下 なぎさ（4）・高山 奈緒（2）

（WK-2 500m）①柿崎 史穂（4）・高山 奈緒（2） ③野中 美和（3）・城下 愛斗（1）

（WK-1 500m）③柿崎 史穂（4）

（WK-2 5,000m）①松下 なぎさ（4）・高山 奈緒（2） ③竹田 早弥花（1）・吉村 知英子（1） ④木村 祐子（4）・宗形 光（3）

（WK-1 5,000m）②野中 美和（3） ④柿崎 史穂（4） ⑤寺田 由香子（2）

関東学生新人選手権大会
（団体） 4位

（種目別 ゆか） ⑦倉知 あゆか（1）

10/20～22



10/25～26 長野：帝産アイススケートセンター 全日本学生ショートトラック選手権大会

11/1～2 青森：三沢アイスアリーナ 東日本ショートトラック選手権大会

11/29～30 北海道：真駒内屋外競技場 選抜スピードスケート選手権大会

12/11～12 群馬：総合スポーツセンター 全日本学生スピードスケート選手権大会

1/6～9 青森：長根スケートリンク 日本学生氷上競技選手権大会

1/4～10 長野：志賀高原 全日本学生チャンピオンスキー大会

5/1～6 東京：駒沢公園屋内球技場 関東学生リーグ戦大会

5月31日 東京：国立スポーツ科学センター 関東学生リーグ戦　入替戦

6月21日 東京：厚生年金スポーツセンター 東京都フェンシング選手権大会

6/29～7/6 東京：厚生年金スポーツセンター 東京都ジュニア選手権大会

7/12～13 東京：厚生年金スポーツセンター 東京都選手権大会

8月31日 東京：厚生年金スポーツセンター 東京都ジュニアフルーレ選手権大会

9月20日 京都：大山崎体育館 牧杯ジュニア選手権大会

12/11～14 新潟：聖籠町総合体育館 全日本学生選手権大会

1/9～10 東京：駒沢オリンピック公園体育館 JOCジュニアオリンピックカップ

4/26～5/25 東京：有明テニスの森 関東学生トーナメント大会

8/7～26 東京：各大学テニスコート 関東学生選手権大会

8/27～9/7 東京：有明テニスの森 全日本学生選手権大会

9/17～10/10 東京：各大学テニスコート 関東大学リーグ

2/18～3/8 東京：立川ルーデンステニスクラブ 関東学生新進選手権大会

4月27日 東京：昭和女子大学 春季東京都大会

5月17日 東京：武道館 関東学生優勝大会

6月14日 東京：世田谷総合運動場 世田谷六大学学生新人大会

8月30日 東京：世田谷総合運動場 世田谷六大学学生大会

9月20日 東京：武道館 関東学生優勝大会

10月19日 東京：大妻中高体育館 秋季東京都大会

12月 東京：武道館 関東学生新人大会

10/25～26 北海道：釧路根室圏総合体育館 全日本選手権大会

11/21～23 静岡：掛川市さんりーな 全日本トーナメント選手権大会

12/13～14 神奈川：荻野運動公園 JOCジュニアオリンピックカップ

12/25～27 長野：ビッグハット 全日本選手権

4/3～4 クロアチア/ザグレブ 世界選手権大会

9/7～11/3 埼玉・東京・神奈川 他 関東大学リーグ戦

1/4～11 兵庫：三木防災センター 全日本学生選手権大会

6/21～22 ルネサンス棚倉　他 ルネサンスオープン2008

7月6日 東京：獨協大学 一部校戦

7/11～12 福岡：雁ノ巣レクリエーションセンター 全日本ユース選手権大会

10/24～29 アメリカ/ハワイ Hawaii Lacrosse Invitational Tournament

東京：江戸川区臨海球技場

大井埠頭公園球技場

3/2～4 つま恋グランド･愛野グランド ラクロス春季全国大会つま恋スプリングカップ

4月20日 東京：清瀬運動場 関東六大学軟式野球連盟春季リーグ戦

8/22～27 富山：魚津桃山運動公園 全日本大学選手権大会

9/18～10/10 東京：都内野球場 関東六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦

7/4～8/10 東京：ダイドードリンコアイスアリーナ ダイドードリンコアイスカップ

12/6～14 東京：ダイドードリンコアイスアリーナ 関東ブロック予選大会

12/20～21 細尾ドームリンク 全日本選手権大会（B）関東ブロック予選

5/3～5 埼玉：花咲徳栄高校プール 東日本女子水球競技大会

5/20～25 中国/天津 ワールドリーグアジア予選大洋州ラウンド

6/14～29 東京：日本体育大学プール他 関東学生リーグ戦

9/5～7 兵庫：尼崎ズポーツの森 全国競技大会

9/18～21 神奈川：相模原グリーンプール 日本学生選手権大会

3/14～15 茨城：筑波大学内プール 東日本水球競技大会（つくばレディースカップ）

5月24日 東京：日本武道館 全日本演武大会

11月 東京：日本武道館 全国学生演武大会

5/31～6/1 東京：代々木第一体育館 アジアインターナショナルオープンチャンピオンシップ

6/21～22 東京：代々木第一体育館 関東選手権大会

8/22～24 東京：代々木第一体育館 日本選手権大会

12/13～14 東京：代々木第一体育館 全日本学生選手権大会

8/2～4 兵庫：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

9/14～15 富山：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

9/13～15 千葉：成東 全日本選手権大会東日本地区予選

（オーシャンウーマンリレー）②加藤 みづき（4）・水島 万仲美（4）・宮原 千明（4）・渡辺 夏海（4）

4月6日 東京：文京スポーツセンター 春季関東学生定期リーグ戦

5月5日 東京：日本武道館 関東学生選手権大会

5月18日 愛知：県民体育館 東日本大学選手権大会

7/5～6 東京：東京体育館･日本武道館 全国選手権大会

10月13日 東京：日本武道館 関東大学選手権大会

10月26日 東京：日本武道館 関東学生体重別選手権大会

11月2日 千葉：千葉工業大学 秋季関東学生会定期リーグ戦

7月6日 大阪：なみはやドーム 全日本学生競技選手権大会

10月19日 埼玉：獨協大学 東都大学学生競技選手権大会

11月16日 埼玉：獨協大学 東部日本学生競技ダンス選手権大会

12月14日 埼玉：獨協大学 全日本学生選手権大会

（100mﾏﾈｷﾝｷｬﾘｰｳｨｽﾞﾌｨﾝ）④三浦 貴絵（3）

（50mマネキンキャリー）⑤山田 美沙（1）

（サーフレース ）⑧加藤 みづき（4）

（ビーチフラッグス）②高見澤 春香（4） ③辻 めぐみ（3） ⑧神戸 友美（3）

（2Kmビーチラン）③宮原 千明（4）

（ビーチスプリント）③高見澤 春香（4） ⑤神戸 友美（3）

（サーフレース）⑤加藤 みづき（4）

（ボードレース）⑧宮原 千明（4）

（25*4マネキンリレー）①加藤 みづき（4）・菊地 藍（4）・周藤 栄美（3）・大前 優子（2）

（50mマネキンキャリー）②加藤 みづき（4）

（50m*4メドレーリレー）③三浦 貴絵（3）・牧原 加奈（2）・松田 絵里（2）・山田 美沙（1）

（ビーチフラッグス）①辻 めぐみ（3）

（スプリントリレー）①高見澤 春香（4）・渡辺 夏海（4）・神戸 友美（3）・前戸 萌子（3）

（1Km×3ビーチランリレー）①高見澤 春香（4）・宮原 千明（4）・松山 梨紗（1）

（ボードリレー）①菊池 藍（4）・宮原 千明（4）・小松崎 あゆみ（3）

（ビーチスプリント）②神戸 友美（3） ③渡辺 夏海（4）

（ボードレスキュー）③加藤 みづき（4）・小松崎 あゆみ（3）

（ﾚｽｷｭｰﾁｭｰﾌﾞﾚｽｷｭｰ）④加藤 みすき（4）・菊池 藍（4）・西野 由子（3）・三浦 貴絵（3）

（サーフスキーレース）⑤水島 万仲美（4）

（オーシャンウーマン）⑦宮原 千明（4）

（100mﾏﾈｷﾝｷｬﾘｰ･ｳｨｽﾞﾌｨﾝ）③三浦 貴絵（3）

（100mﾏﾈｷﾝﾄｩ･ｳｨｽﾞﾌｨﾝ）④三浦 貴絵（3）

（50mマネキンキャリー）⑥小松崎 あゆみ（3）

（2kmビーチラン）①高見澤 春香（4） ⑧菊地 藍（4）

（ビーチフラッグス）③高見澤 春香（4） ④菅原 唯（3）

（オーシャンウーマンリレー）②加藤 みづき（4）・菊地 藍（4）・宮原 千明（4）

（サーフレース）④加藤 みづき（4）

（ビーチスプリント）④渡辺 夏海（4） ⑤高見澤 春香（4） ⑥海藤 春奈（4）

（ボードレース）⑤宮原 千明（4） ⑧小松崎 あゆみ（3）

（500m）③久保田 美里（4） ④千葉 悠（2） ⑦気賀澤 美優（2） ⑧本宮 春佳（4）

（1000m）⑤久保田 美里（4） ⑥千葉 悠（2） ⑧気賀澤 美優（2）

（1500m）⑥小嶋 優美（3）

（2000mリレー） ③久保田 美里（4）・気賀澤 美優（2）・千葉 悠（2）・板根 茜弥（1）

出場

（ルンバ） ④・（サンバ） ⑧松村 香那恵（4）

（フォーメーション） 6位　（チャチャチャ） ⑦松村 香那恵（4）

（ルンバ） ⑦松村 香那恵（4）

（団体組手） 2部リーグ 4位

舞踏競技

4月27日 埼玉：獨協大学 東都大学学生競技ダンス選手権大会
（フォーメーション） 6位

（ルンバ） ⑥・（サンバ） ⑧松村 香那恵（4）

6月1日 埼玉：獨協大学 東部日本学生選手権大会

空手

（団体組手 Bブロック） 2位　（個人組手） 出場

出場

出場

出場

出場

出場

（フォーメーション） 6位

（チャチャチャ） ⑤・（サンバ） ⑥松村 香那恵（4）

千葉：御宿海岸 全日本学生選手権大会

総合1位

10/11～12 神奈川：片瀬江ノ島 西浜海岸 全日本選手権大会

ライフセービング

5/17～18 神奈川：横浜国際プール 全日本ライフセービングプール競技選手権大会

総合5位

6/7～8 静岡：白浜海岸 全日本種目別選手権大会

出場（本戦進出者31名）

9/27～28

11月9日 神奈川：相模原グリーンプール 神奈川県ライフセービングプール競技選手権大会

（200mｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌｾｰﾊﾞｰ）①加藤 みづき（4）

（4*50mメドレーリレー）①加藤 みづき（4）・宮原 千明（4）・小松崎 あゆみ（3）・三浦 貴絵（3）

（4*50m障害物リレー）②加藤 みづき（4）・宮原 千明（4）・三浦 貴絵（3）・伏木 聡子（3）

（200m障害物スイム）②加藤 みづき（4）

（4*25mマネキンリレー）②加藤 みづき（4）・川田 優子（3）・小松崎 あゆみ（3）・周藤 栄美（3）

チアリーディング

出場（決勝進出）

出場（予選通過）

出場（準決勝進出）

出場

ダンス
出場

特別賞「fragile」　佐藤 夕貴（4）・高橋 佳子（4）

（新人200mフリッパー） ①長岡 瑞（1）

（潜泳200m） ②田野倉 美幸（1）

12月7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

（400mフリッパー） ①伊藤 有希菜（2）

（50mフリッパー） ①紋谷 小百合（3）

（100mレスキュー） ①小松 由佳（2） ③濱島 梨沙（1）

（200m潜泳） ②田野倉 美幸（1）

合気道
出場

出場

アクアダイビング

10月19日 東京：中央大学 関東学生潜水連盟フリッパー大会

（400mメドレーリレー ・400mフリッパーリレー） 1位

（400mフリッパー） ①伊藤 有希菜（2）

（50mフリッパー） ①花山 美沙子（2）

基礎スキー 3/1～7 長野：白馬岩岳 全国学生岩岳大会

関東学生選手権大会
（団体） 1位

（個人） ②高橋 小貴（4） ⑦石原 依絵（4）

8/30～31 香川：観音寺 日本学生選手権大会
（団体） 2位

（個人） ⑤中山 直美（4）

総合4位

（団体）Aチーム 3位（酒田 麻由子（4）･曾我 奈緒子（4）・立 祐佳（4）･土屋 絵梨子（4））

（団体：選手権の部）1位

（個人：選手権の部）④播田実 友香（4）

（団体：オープンの部）①芝崎 彩香（1） ②清水 千明（1） ⑧小暮 理恵子（1）

（団体：オープンの部）1位

水球

1位　＜最優秀選手：中野 由美（4）＞

3位　＜派遣学生：中野 由美（4） 小中 美沙（3） 安本 智恵（2）＞

1位

1位

1位

1位

トライアスロン

5月18日 群馬：渡良瀬 日本学生スプリングトライアスロン選手権

5/24～25 茨城：潮来
潮来トライアスロン全国･日本大学トライアスロン選抜
大会

7/12～13 栃木：那須塩原

10月19日 群馬：渡良瀬 日本学生チームトライアル選手権大会

大学対抗戦　2位

（スタンダードS）⑥相川 ちひろ（3）

（スプリントS）①山下 友里③滝 理恵（3） ⑥山下 文絵（2）

（大学選抜団体）2位

（大学選抜個人）③高橋 小貴（4） ④中山 直美（4） ⑧石原 依絵（4）

野球

2位

出場

（Aチーム） 3位 （Bチーム） 2位

アイスホッケー

出場

11/27～30 茨城：ウェルサンピア日立･笠松運動公園 全国大学女子アイスホッケー大会
1位　（最優秀選手:藤森 里織（2） ベストFD:安部 理恵（4）

ベストDF:小西 那奈（4） 最優秀新人賞:西 衣舞姫（1））

2位

4位

サッカー
5位

ベスト8

ラクロス

（Aチーム） 2位 （Bチーム） 4位

出場

関東選抜チーム 1位＜派遣学生：畠山 晴菜（2） 望月 綾乃（2）＞

関東選抜チーム 3位＜派遣学生：畠山 晴菜（2） 望月 綾乃（2）＞

8/16～11/24 東京

（Aチーム・Bチーム） ベスト8

北海道：小樽市総合体育館 全日本学生選手権大会

関東学生リーグ戦

1位

＜最優秀選手賞：江川 順子（4）＞

＜ベスト12：江川 順子（4）・加藤 景子（4）＞

12/13～23 全日本選手権大会 3位

出場

出場

出場

3部 3位

出場

11/23～24･30 東京：厚生年金スポーツセンター

シンクロナイズド競技スケート
1位

出場（12位）

（個人Aクラス） ⑨福尾 亜紗美（2）

（個人Bクラス） ⑤伊藤 香（4）

（シンクロナイズドAクラス） ④福尾 亜紗美（2）

9/6～7 福島：須賀川アリーナ 東日本選手権大会

（個人Aクラス） ⑨福尾 亜紗美（2）

（シンクロナイズドAクラス） ⑤福尾 亜紗美（2）

（シンクロナイズドBクラス） ⑧伊藤 香（4）

トランポリン

5月25日 東京農業大学桜丘アリーナ 東日本学生選手権大会

（個人Aクラス） ①福尾 亜紗美（2）

（個人Bクラス） ④伊藤 香（4）

（個人Cクラス） ⑤葛西 奈奈（4）

8/29～31

東京：駒沢公園屋内球技場 関東学生新人戦
（フルーレ団体） 7位

（エペ個人） ⑥原 美生（1）

剣道

出場

出場

6位

（団体戦） 7位

出場

（団体） ②Bチーム③Aチーム

出場（16位）

9/29～10/3 東京：駒沢公園屋内球技場 関東学生選手権大会

（エペ団体） 2位

（サーブル団体） 3位

（フルーレ団体） 7位

（エペ個人） ③阿部 沙弓（2）

（サーブル個人） ⑥関 彩花（2）

硬式庭球

出場

出場

出場

フェンシング

（エペ 1部） 3位　（サーブル 1部） 5位　（フルーレ 2部） 1位

2部残留

出場

6月22日 東京：専修大学 剛輝杯選手権大会
（エペ個人） ③阿部 沙弓（2）　（サーブル個人） ⑥関 彩花（2）

（フルーレ個人） ⑧関 彩花（2）

出場

11/12～16 京都：大山崎体育館 全日本学生選手権大会

（エペ団体） 4位

（サーブル団体） ベスト8

（エペ個人） ⑤佐藤 麻衣子（3）

2008ナショナルチーム第一次選考会
（サーブル個人） ⑤岩崎 希（3） ⑦大橋 綾（3） ⑧関 彩花（2）

（エペ個人） ③望月 麻里奈（3） ⑥阿部 沙弓（2） ⑨桑島 奈菜（3）

（エペ団体） 5位

出場

出場

出場

9/23～24

競技スキー

（SAJ GS） ⑤鷲巣 直子（2）

1/11～17 岩手：安比高原スキー場 全日本学生選手権大会
（2部団体） 12位

（2部個人回転） ⑧川口 千鶴（2）

山梨：富士急ハイランド 関東学生スピードスケート競技選手権大会

（学校対抗） 4位

（500m） ⑥・（1000m） ④板根 茜弥（1）

（1500m） ⑧千葉 悠（2）

（3000m） ⑧気賀澤 美優（2）

競技スケート

出場

出場

出場

12/6～8 山梨：富士急ハイランド セイコ･オーバルスピードスケートナイター競技会

（総合） ⑧板根 茜弥（1）

（団体）6位　（個人：1,500m） ⑦板根 茜弥（1）

1/16～18

（チームパシュート） ④久保田 美里（4）・本宮 春佳（4）・小嶋 優美（3）
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