
早稲田大学 体育各部 ２００８年度 戦績＜２００８年４月～２００９年３月＞

部番 部名 戦績

1 野球部 平成２０年度東京六大学春季リーグ戦：２位（９勝３敗）

平成２１年度東京六大学秋季リーグ戦：優勝（１０勝２敗２分）

第３９回明治神宮野球大会：４強

2 庭球部 関東学生テニストーナメント大会 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：優勝（吉備雄也） / 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝（吉備雄也・片山翔）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：準優勝（青山修子） / 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：準優勝（青山修子・川村美夏）

関東学生テニス選手権大会 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：優勝（富崎優也） / 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝（富崎優也・佐野紘一）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：優勝（井上明里） / 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝（井上明里・田中優季）

全日本学生テニス選手権大会 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：優勝（吉備雄也） / 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝（吉備雄也・片山翔）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：優勝（井上明里） / 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝（青山修子・川村美夏）

全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子：優勝 / 女子：優勝

3 漕艇部 第３０回全日本軽量級選手権大会 男子ｴｲﾄ：３位 / 女子ﾀﾞﾌﾞﾙ：６位 / 女子舵手付きｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ：優勝

第３５回全日本大学選手権大会 【男子】舵手なしﾍﾟｱ：５位 / 舵手付きﾍﾟｱ：２位 / 舵手なしﾌｫｱ：５位 / 梶手付きﾌｫｱ：７位 / ｴｲﾄ：３位

【女子】ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ：２位 / ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ：２位 / 舵手なしﾍﾟｱ：２位 / ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ：優勝

第８６回全日本選手権大会 【男子】舵手付きﾍﾟｱ：第５位 / 舵手なしﾌｫｱ：８位 / 舵手付きﾌｫｱ：６位 / ｴｲﾄ：７位

【女子】ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ：第４位 / 女子舵手なしﾍﾟｱ：第２位 / 女子ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ：４位 / 女子ｴｲﾄ：第２位

第４９回全日本新人選手権大会 男子舵手付きﾌｫｱ：８位 / 男子ｴｲﾄ：５位 / 女子ﾀﾞﾌﾞﾙ：第５位 / 女子舵手付きｸｫﾄﾙﾞﾌﾟﾙ：優勝

4 剣道部 第５回関東女子学生剣道新人戦大会：２位

第５４回関東学生剣道優勝大会：３位

第５５回関東学生剣道優勝大会：３位

第５６回関東学生剣道優勝大会：３位

第５３回全日本学生剣道優勝大会：２位

第５４回全日本学生剣道優勝大会：ベスト１６

第５５回全日本学生剣道優勝大会：ベスト８

第５２回関東学生剣道選手権大会：ベスト８（阿南隼人）

第５３回関東学生剣道選手権大会：ベスト８（高原和彦）

第５５回全日本学生剣道選手権大会：三位（高原和彦）

第５２回関東学生剣道選手権大会：２位（平田啓）

第５６回全日本学生剣道選手権大会：ベスト８（竹越充）



4 剣道部 第５６回全日本学生剣道優勝大会：３位

第４２回全日本女子学生剣道選手権大会：３位（飯田愛梨）

5 柔道部 第５７回東京学生柔道優勝大会：ベスト１６

第１７回東京学生女子柔道優勝大会：優勝 優秀選手（宍戸清恵）

第５７回全日本学生柔道優勝大会：１回戦

第１７回全日本学生女子柔道優勝大会：２位 優秀選手（加茂田絵夢）

6 弓道部 第３７回全関東学生弓道選手権大会（24射）：【団体】３位

第２０回全国大学弓道選抜大会（予選20射・本選10射）：１回戦（団体）

第５５回全日本学生弓道選手権大会（20射）：２回戦（団体）

東京都学生弓道連盟新人戦（48射）：３位

第３７回全関東学生弓道選手権大会（12射）：【団体】１回戦

第２０回全国大学弓道選抜大会（予選12射・本選6射）：３位

第５４回全日本学生弓道選手権大会（12射）：２回戦

第３２回全日本学生弓道女子王座決定戦（24射（決勝36射））：優勝 / 最優秀選手賞（山下恵） / 優秀選手賞（車谷さくら）

7 水泳部 第８４回日本選手権水泳競技大会 【女子】200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ：優勝（北川麻美）

第８４回日本学生選手権水泳競技大会 男子総合：３位 / 女子総合：７位 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ：優勝（北川麻美）

【水球部門】

第１２回東日本水球リーグ戦：２位

平成２０年度関東学生水球リーグ戦：

第８４回日本選手権水泳競技大会：１回戦

第８４回日本学生選手権水泳競技大会：５位

8 競走部 第８７回関東学生陸上競技対抗選手権大会 【男子】１部：８位 / ２部：５位 / １部4×100mﾘﾚｰ：優勝（木村慎太郎・江里口匡史・楊井佑輝緒・木原博）

棒高跳：優勝（笹瀬弘樹）【女子】６位 / 400m：優勝（桑原千紘） / 走高跳：優勝（大浦暁絵）

２００８日本学生陸上競技個人選手権大会 【男子】100m：優勝（木村慎太郎）

天皇賜第７７回日本学生陸上競技対校選手権大会 【男子】４位 100m：優勝（江里口匡史） / 110mﾊｰﾄﾞﾙ：優勝（飯田将之）

4×100mリレー：優勝（木村慎太郎・江里口匡史・楊井佑輝緒・木原博） / 走幅跳：優勝（堀池将之） 【女子】１３位

第２０回出雲全日本大学選抜駅伝競走：総合１優勝

第９２回日本陸上競技選手権リレー大会 【男子】4×100mﾘﾚｰ：優勝（江里口匡史・木村慎太郎・楊井佑輝緒・木原博）

8 競走部 秩父宮賜杯第４０回全日本大学駅伝対校選手権大会：総合２位 区間賞：高原聖典（５区）
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第８５回東京箱根間往復大学駅伝競走：総合：２位、往路：２位、復路：２位 区間賞：矢澤曜（１区）、竹澤健介（３区）、三田裕介（４区）

9 相撲部 第８６回東日本学生相撲選手権 団体Aクラス：ベスト８

第５６回東日本リーグ戦 団体戦二部：４位

第８６回全日本学生相撲選手権大会 団体戦：１４位

10 ラグビー蹴球部 第３０回関東大学ジュニア選手権：優勝

関東大学ラグビー対抗戦：２位

第４５回全国大学ラグビーフットボール選手権大会：優勝

11 山岳部 GWクライミング合宿、残雪期合宿、夏山定着合宿、夏山縦走合宿、新雪期合宿、冬山合宿

12 スキー部 第２１回JALカップ阿寒スラローム大会第１戦 【女子】優勝（水口かおり）

第２３回全日本学生チャンピオンスキー大会（クロスカントリー） 【男子】1.2kmｽﾌﾟﾘﾝﾄ：優勝（柏原暢仁） 【女子】5kmﾌﾘｰ：優勝（小林由貴）

第８２回全日本学生スキー選手権大会 【男子】総合優勝 〈ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ〉1.2kmｽﾌﾟﾘﾝﾄC：優勝（柏原暢仁） / 30kmﾌﾘｰ：優勝（木村正哉）

ﾘﾚｰ：優勝（藤田紘基・立崎幹人・木村正哉・柏原暢仁） 〈ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ〉ｽﾌﾟﾘﾝﾄ ﾉｰﾏﾙﾋﾙ：優勝（渡部暁斗） / ｸﾞﾝﾀﾞｰｾﾝﾉｰﾏﾙﾋﾙ：優勝（渡部暁人）

団体戦ﾉｰﾏﾙﾋﾙ：２位（渡部暁斗・宮本康希・松野尾佳吾）

【女子】総合２位 〈ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ〉女子10kmﾌﾘｰ：優勝（小林由貴） / 〈ｱﾙﾍﾟﾝ〉ｽｰﾊﾟｰG：優勝（水口かおり）

13 スケート部 【ホッケー部門】

第５７回関東大学アイスホッケー選手権大会：２位

平成２０年度関東大学アイスホッケーリーグ戦：２位

第８１回日本学生氷上競技選手権大会：３位

【スピード部門】

第１９回全日本距離別選手権大会：女子500m：優勝（酒井裕唯） / 女子1000m：優勝（桜井美馬）

第３１回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 女子1000m・1500m：優勝（桜井美馬）

第３２回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 女子500m：優勝（酒井裕唯） / 女子1500m：優勝（桜井美馬）

第２８回全日本学生スピードスケート選手権大会 男子1000m：優勝（羽田浩治）

第８１回日本学生氷上競技選手権大会 総合：４位 / 男子ﾘﾚｰ：７位 / 男子ﾊﾟｼｭｰﾄ：２位

【フィギュア部門）

第８１回日本学生氷上競技選手権大会 女子総合：２位 / 個人：優勝（武田奈々）

14 バスケットボール部 第５７回関東大学選手権大会：ベスト１６

第４８回関東大学新人戦：初戦敗退

第８４回関東大学リーグ戦（２部）：５位



第６０回全日本大学バスケットボール選手権記念大会：ベスト１６

第４２回関東大学女子バスケットボール選手権大会：７位

第５８回関東大学女子バスケットボールリーグ戦（１部）：７位 入れ替え戦：１部残留

第６０回全日本大学女子バスケットボール選手権記念大会：ベスト１６

15 ア式蹴球部 第８２回関東大学サッカーリーグ１部

第３２回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント：関東代表 初戦敗退

第１４回関東女子サッカーリーグ：

第２２回関東大学女子サッカーリーグ：

第３０回関東女子サッカー選手権大会 兼 全日本女子サッカー選手権大会関東地区予選：優勝

第３０回全日本女子サッカー選手権大会：３回戦敗退

第１７回全日本大学女子サッカー選手権大会：２位

16 馬術部 【平成２０年度関東学生馬術三大大会】

・第４３回関東学生賞典障害飛越競技 団体：２位（野口もも子・佐藤泰・金本行誠・池田幸太郎） / 個人：優勝（金本行誠）

・第４３回関東学生賞典馬場馬術競技 団体：５位（小野田潤・野口もも子・佐藤泰）

・第５９回関東学生賞典総合馬術競技 団体：５位（野口もも子・佐藤泰・金本行誠）

３種目：総合４位（小野田潤・野口もも子・佐藤泰・金本行誠・池田幸太郎）

第３２回全日本ジュニア障害 ﾔﾝｸﾞﾗｲﾀﾞｰ競技：優勝（佐藤泰）

第３８回全日本総合馬術大会2008PART1 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ競技：優勝（金本行誠）

【平成２０年度全日本学生馬術三大大会】

・第５８回全日本学生賞典障害飛越競技大会 団体：５位（野口もも子・佐藤泰・金本行誠・池田幸太郎） / 個人：優勝（佐藤泰）

・第５１回全日本学生賞典総合馬術競技大会 団体：６位（野口もも子・佐藤泰・金本行誠） / ３種目：総合５位（野口もも子・佐藤泰・金本行誠・池田幸太郎）

第４６回関東学生馬術女子競技大会 【団体】馬場馬術競技：２位（野口もも子・金亜美・佐藤泰・八木さおり）

障害飛越競技：６位（野口もも子・小穴幸子・佐藤泰）

17 卓球部 平成２０年度春季関東学生卓球リーグ戦 男子：優勝 女子：優勝

平成２０年度関東学生新人卓球選手権大会 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：２位（武田勇太郎・行則一秀）、３位（笠原弘光・高岡諒太郎）

17 卓球部 平成２０年度関東学生卓球選手権大会 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト８（浅沼慎也・高岡諒太郎） / 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト８（根本麻莉菜・照井萌美）

第７５回全日本学生卓球選手権大会 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：３位（浅沼慎也・高岡諒太郎）、ベスト８：（足立智哉・笠原弘光）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト８（根本麻莉菜・照井萌美）

平成２０年度秋季関東学生卓球選手権大会 男子：２位 女子：優勝
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18 ボクシング部 関東大学３部ボクシングトーナメント戦：団体戦優勝・２部昇格

19 体操部 第４１回東日本学生新体操競技選手権大会 【女子種目別】ﾌｰﾌﾟ・ﾘﾎﾞﾝ：優勝（井上実美）

第４２回東日本学生体操競技選手権大会：６位（男子団体総合）

第６２回全日本学生体操競技選手権大会 男子１部団体総合：６位

第６０回全日本学生新体操競技選手権大会 【女子種目別】ｸﾗﾌﾞ：優勝（井上実美）

20 空手部 第４４回東日本大学空手道選手権大会 男子団体：２回戦、女子団体：２回戦

第５１回関東大学空手道選手権大会 男子団体戦：１回戦 / 女子団体戦：２回戦（形：６位）

第５２回全日本大学空手道選手権大会 女子団体戦：１回戦 / 女子団体形：７位

21 バレーボール部 春季関東大学男子１部リーグ戦：８位

第２７回東日本大学選手権大会 男子：ベスト４ / 女子：ベスト８

秋季関東大学男子１部リーグ戦：１０位（２部降格）

第６１回全日本大学選手権 男子：ベスト１６

春季関東大学女子１部リーグ戦：５位

秋季関東大学女子１部リーグ戦：６位

皇后杯全日本選手権大会：関東ブロックラウンド敗退

第５５回全日本大学選手権 女子：ベスト１６

22 レスリング部 JOC全日本ジュニアレスリング選手権大会 ｼﾞｭﾆｱ・ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ60kg級：優勝（松本桂）、ｼﾞｭﾆｱ・ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ74kg級：優勝（武富隆）

東日本学生レスリングリーグ戦 １部Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ：２位 １部ﾘｰｸﾞ：総合３位

東日本学生レスリング春季新人戦 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙA60kg級：優勝（松本桂） / ﾌﾘｰｽﾀｲﾙA66kg級：優勝（石田智嗣・ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ敢闘賞）

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ74kg級：優勝（武富隆）

全日本学生王座決定戦：優勝 / 〈個人賞〉最優秀選手賞（浅見哲郎）

全日本女子オープン選手権 大学生・シニアの部 48㎏級：優勝（西のどか） / 59kg級：優勝（中田絵理子） / 63kg級：優勝（高橋海里奈）

内閣総理大臣杯全日本大学レスリング選手権大会 大学総合：４位

東日本学生レスリング秋季新人戦 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙA74kg級：優勝（石田智嗣） / ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ74kg級：優勝（田村和男）

23 自動車部 平成２０年度全関東学生自動車運転競技選手権大会

団体の部：優勝（小型貨物：中島希光・石倉光基、小型乗用：佐々木祐治・関根慎二） / 小型貨物個人の部：男子優勝（中島光希）

平成２０年度全関東学生ジムカーナ選手権大会 男子団体の部：優勝（中島希光・加藤弘祐・関根慎二） / 男子個人の部：優勝（中島希光）

平成２０年度全関東学生ダートトライアル選手権大会 男子団体の部：優勝（中島希光・加藤弘祐・早川亮甫） / 男子個人の部：優勝（中島希光）

平成２０年度全日本学生ダートトライアル選手権大会 男子団体の部：優勝（中島希光・加藤弘祐・早川亮甫）



平成２０年度全日本学生ｼﾞﾑｶｰﾅ選手権大会 男子団体の部：優勝（中島希光・加藤弘祐・関根慎二） / 男子個人の部：優勝（中島希光）

第３回全日本学生対抗ﾁｰﾑ・ﾏｲﾅｽ6%ｴｺﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ 団体：１６位（加藤弘祐・田中峻・柴田鉱孝・根来玄）

第１２回関東学生対抗ﾁｰﾑ・ﾏｲﾅｽ6%軽自動車耐久レース 加盟校の部：６位（Aチーム・ヴィヴィオ）

一般の部：準優勝（Cチーム・アルト） / ３位：（Bチーム・アルト）

平成２０年度全日本学生自動車運転競技選手権大会 男子団体の部：準優勝（小型貨物：中島希光・石倉光基、小型乗用：佐々木祐治・加藤弘祐）

男子小型貨物A個人の部：優勝(中島希光)

平成２0年度全関東総合杯 男子団体の部：優勝 / 男子個人の部：優勝（中島希光)

平成２０年度全日本総合杯 男子団体の部：優勝 / 男子個人の部：優勝（中島希光)

24 米式蹴球部 関東大学アメリカンフットボール秋季リーグ戦１部Aブロック：２位

25 ヨット部 春季関東学生女子ヨット選手権大会 総合：６位 / ４７０級：３位 / ｽﾅｲﾌﾟ級：DNF

春季関東学生ヨット選手権大会 総合：優勝 / ４７０kg級：優勝 / ｽﾅｲﾌﾟ級：優勝

関東スナイプ選手権＆全日本スナイプジュニア選手権 優勝（神谷・山内組）、６位、７位、３７位、６０位

東日本スナイプ選手権：６位、１４位、２９位

秋季関東女子学生ヨット選手権大会 ｽﾅｲﾌﾟ級：優勝 / 470級：５位

関東個人選手権大会 470級：優勝（新郷・今井組）

全日本女子学生ヨット選手権大会 総合：３位 / ｽﾅｲﾌﾟ級：８位 / 470級：２位（濱本・井上組）、１６位（福本・三宅/塩出組）

秋季関東学生ヨット選手権大会 総合：優勝 / ４７０級：優勝 / ｽﾅｲﾌﾟ級：優勝

第７４回全日本学生ヨット選手権大会 総合：優勝 / ４７０級：３位 / ｽﾅｲﾌﾟ級：５位

26 ハンドボール部 平成２０年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子：３位【個人賞：優秀選手賞（永瀬郁実）、得点王・優秀新人賞（藤本純季）】

平成２０年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子：４位【個人賞：優秀選手賞（永瀬郁実）】

平成２０年度第５１回全日本学生ハンドボール選手権大会 男子：２位【個人賞：優秀選手賞（永瀬郁実、野村喜亮）、特別賞（藤本純季）】

平成２０年度第６０回全日本総合ハンドボール選手権大会 男子：１回戦敗退

平成２０年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子：７位【個人賞：敢闘賞（村山絵里奈）】

26 ハンドボール部 平成２０年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 女子：３位【個人賞：優秀選手賞・得点王（村山絵里奈）、特別賞（桑村薫）】

平成２０年度第５１回全日本学生ハンドボール選手権大会：ベスト８

27 ホッケー部 平成２０年度春季関東学生ホッケーリーグ 男子：６位 / 女子：４位

全日本学生王座決定戦 女子：ベスト８

第６回東日本学生ホッケー選手権大会 男子：３位 / 女子：２位

平成２０年度秋季関東学生ホッケーリーグ 男子：４位 / 女子：５位
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第５７回男子全日本学生選手権大会：ベスト１６

第３０回女子全日本学生選手権大会：１回戦

28 フェンシング部 ２００８年度関東学生フェンシングリーグ戦 男子ﾌﾙｰﾚ：１部４位 / 男子ｴﾍﾟ：１部４位 / 男子ｻｰﾌﾞﾙ：１部６位（２部降格）

女子フルーレ：１部４位 / 女子ｴﾍﾟ：１部４位 / 女子ｻｰﾌﾞﾙ：１部６位

第６０回関東学生フェンシング選手権大会 男子ﾌﾙｰﾚ団体：３位 / 男子ｴﾍﾟ団体：４位 / 男子ｻｰﾌﾞﾙ団体：ベスト８

女子フルーレ団体：４位 / 女子ｴﾍﾟ団体：３位 / 女子ｻｰﾌﾞﾙ団体：ベスト８

２００８年度全日本学生フェンシング選手権大会 男子ﾌﾙｰﾚ団体：３位 / 男子ｴﾍﾟ団体：優勝 / 男子ｻｰﾌﾞﾙ：ベスト８

女子フルーレ団体：準優勝 / 女子ｴﾍﾟ団体：３位 / 女子ｻｰﾌﾞﾙ団体：ベスト１２

第６０回全日本フェンシング選手権大会 男子ﾌﾙｰﾚ団体：４位

30 軟式庭球部 関東大学対抗 男子：優勝（早稲田Ａ） / 女子：ベスト８（早稲田Ａ）

関東学生秋季リーグ戦ソフトテニス大会 男子１部：３位 / 女子１部３位

第２３回ミニミニカップ全日本女子団体選抜大会 女子：６位（早稲田Ａ）

第４４回全国クラブ対抗選手権大会 男子：優勝

関東学生ソフトテニス春季リーグ戦 男子１部：３位 / 女子１部：優勝

第２８回全日本王座決定戦 女子：２位

第５８回東日本大学対抗ソフトテニス大会 男子：ベスト８ / 女子：２位

第６２回全日本大学対抗選手権大会 男子：優勝 / 女子：３位

第２８回関東大学対抗ソフトテニス競技大会 男子：優勝（早稲田Ｂ） / 女子：３位、ベスト８（早稲田Ａ）

関東学生ソフトテニス秋季リーグ戦 男子１部：３位 / 女子１部：３位

関東学生ソフトテニス新進大会 男子：優勝（鹿島・長江組）

第６２回天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 男子：３位、ベスト８

関東学生選抜ソフトテニスインドア大会 男子：優勝（鬼頭・塩嵜組） / 女子：３位（川口・阿部組）

30 軟式庭球部 全日本学生選抜インドア選手権 男子：２位

第４１回全日本社会人・学生対抗インドアソフトテニス大会 男子：３位

第３９回全国招待宮崎正月インドアソフトテニス大会 男子：優勝（鹿島・井口（日体大）組）

第１５回関東オープンソフトテニス大会 男子：優勝（滿屋・長江組）、２位、３位、ベスト３２ / 女子：ベスト８

関東学生ソフトテニス選手権大会 男子：ベスト８、ベスト１６、ベスト３２/ 女子：ベスト１６、ベスト３２

関東選手権大会 男子：３位、ベスト８、ベスト３２ / 女子：ベスト８、ベスト１６、ベスト３２

東日本学生ソフトテニス選手権大会 女子：ベスト１６、ベスト３２



東日本ソフトテニス選手権大会 男子：ベスト１６、ベスト３２ / 女子：ベスト３２

JOC杯・全日本ジュニアソフトテニス選手権大会 男子Ⅱ部ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝（滿屋・中本組）、３位 / 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：優勝（安川真璃子）

関東学生新進大会 男子：優勝（滿屋・黒羽組）、３位 / 女子：ベスト８

第６３回天皇賜杯・皇后賜杯全日本選手権大会 男子：優勝（鹿島・塩嵜組）、２位 / 女子：初戦敗退

関東学生選抜ソフトテニスインドア大会 男子：２位、ベスト８、ベスト１６ / j女子：ベスト１６

ジャパンカップ 男子：優勝（稲積（日体大）・中本組）、２位、３位

全日本学生ソフトテニスインドア大会 男子：予選敗退 / 女子：３位、予選敗退

２００８スーパーバトルin弘前：優勝（鹿島・塩嵜組）

東京インドア全日本ソフトテニス大会：予選敗退

31 準硬式野球部 第５０回関東地区大学準硬式野球選手権大会：初戦敗退

平成２０年度春季東京六大学準硬式野球リーグ戦：４位（５勝７敗 勝ち点２）

平成２０年度秋季東京六大学準硬式野球リーグ戦：４位（６勝７敗 勝ち点２）

32 自転車部 第４８回東日本選手権自転車競技大会 男子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ：３位（安福洋徳） /男子1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ：２位（澤口大和）

男子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ：６位（十時正嗣）、７位（續谷利次） / 男子ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ：６位（岡本・小川・工藤）

男子4km団体追抜き（安福・十時・續谷・入部）

第７７回全日本アマチュア自転車競技選手権大会 男子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ：７位、男子ｹｲﾘﾝ：６位（小川海斗） / 男子個人追抜き：６位（入部正太朗）

第４７回全日本学生選手権チームロードレース大会：９位（十時・入部・續谷・安福）

第４９回全日本学生選手権自転車競技大会 男子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ：２位（安福洋徳）、８位（工藤薫） / 男子ｹｲﾘﾝ：３位（岡本光由）

男子1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ：８位（小川海斗） / 男子個人追抜き：６位（入部正太朗）

第６４回全日本大学対抗選手権自転車競技大会 男子ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ：優勝（岡本・澤口・工藤）（シニア日本新、学生新）

男子1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ：５位（澤口大和） / 男子ｹｲﾘﾝ：８位（岡本光由） / 男子4km団体追抜き：４位（安福・十時・入部・續谷）

32 自転車部 全日本チーム対抗自転車競技大会 男子ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ：優勝（岡本・澤口・安福） / 男子200mﾌﾗｲﾝｸﾞﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ：優勝（安福洋徳）

男子250mﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ：２位（岡本光由） / 男子1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ：４位（澤口大和）

33 バドミントン部 関東学生春季リーグ男子：３位 / 女子：４位

関東学生選手権 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト１６（笹木・西澤）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：ベスト１６（永野陽子、江淵愛美、藤田理恵子） / 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト１６（大條・堀川、木村・伊藤、桜井・西山）

ランキングサーキット 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：ベスト１６（上田拓馬） / 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト１６（上田・嘉村）

東日本学生選手権 団体男子：ベスト８ / 団体女子：ベスト８

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：ベスト８（上田拓馬、嘉村健士） / 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト８（上田・嘉村）
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女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：優勝（関谷真由）、ベスト１６（丁塚真紀、木村唯菜） / 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：準優勝（関谷・江淵）、ベスト８（藤田・片山）

ベスト１６（大條・堀川、木村・伊藤、桜井・西山）

関東学生秋季リーグ男子：４位 / 女子：優勝

第５８回全日本学生選手権 団体男子：ベスト８ / 団体女子：ベスト８ / 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝（上田・嘉村） / 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：優勝（関谷真由）

全日本総合選手権 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：ベスト１６（上田拓馬） / 男子ダブルス：ベスト１６（上田・嘉村） / 女子シングルス：ベスト１６（関谷真由）

全関東教育系大学学生バドミントン選手権 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝（羽石・小松崎）

34 航空部 第２４回関東学生グライダー競技会 団体：優勝（早稲田23ﾁｰﾑ）、４位（早稲田LSﾁｰﾑ） / 個人：優勝（森田葵）

35 ワンダーフォーゲル部 59代秋合宿、58代冬合宿、58代ﾌﾟﾚ春合宿、58代春合宿、58代新歓合宿、58代錬成合宿、58代夏合宿

36 ゴルフ部 第４４回会長杯争奪関東女子学生ゴルフ選手権：１０位（中村智子）、２０位（谷本真那）

第５６回関東学生ゴルフ選手権：７位（前田男）、６４位タイ（真田雅彦）、９５位タイ（松本直諭）、１０２位（大久保紳一郎）

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾏｯﾁﾌﾟﾚｰ：ベスト４（前田男）

第６３回日本学生ゴルフ選手権：２優勝タイ（前田男）

第５５回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権：２優勝タイ（前田男）

平成２０年度関東大学春季Bブロックリーグ戦：優勝（Aブロック昇格） Bブロック最優秀選手（松本文夫）

平成２０年度関東大学秋季Aブロックリーグ戦：６位（Bブロック降格）

37 ウエイトリフティング部 平成２０年度第２２回全日本女子選手権 女子48kg級：４位（前田咲野子） / 女子63kg級：９位（奥山友紀） / 女子63kg級：１０位（苅谷仁美）

女子+75kg級：４位（大西はるか）

平成２０年度第５回東日本学生新人大会 男子62kg級：優勝（大塚一樹）大会新 / 男子69kg級：優勝（武井誠一郎）大会新

男子105kg級：優勝（佐藤亮介）

平成２０年度第３２回東日本学生個人選手権大会 男子85kg級：優勝（土谷浩二） / 女子48kg級：優勝（前田咲野子）

37 ウエイトリフティング部 平成２０年度第３６回東日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 男子69kg級：優勝（高木悠介） / 男子85kg級：優勝（菅野和利）

38 射撃部 春季関東学生ライフル射撃選手権大会 総合団体 男子：７位 / 女子：７位

秋季関東学生ライフル射撃選手権大会 総合団体 男子：５位 / 女子７位

第５５回全日本学生ライフル射撃選手権大会及び第２１回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 総合団体：７位

関東学生ライフル射撃新人大会 総合団体 １優勝：Ａチーム / ９位：Ｂチーム / １２位：Ｃチーム

第４回新人オープン戦 総合団体：３位

39 合気道部 第１６回関東学生合気道新人競技大会 団体：準優勝 / 演武男子：準優勝（小林英晃・鈴木智也）

第４0回関東学生合気道競技大会 男子演武対武器：準優勝（戸叶直宏、夫馬康仁） / 男子演武対徒手：準優勝（渡辺直幸・小林英晃）

第１３回関東学生合気道競技個人選手権 女子個人：優勝（新井友美）



第３９回全日本学生合気道競技大会 女子乱取団体戦：優勝 / 女子演武対武器：準優勝（新井友美、平澤良子）

女子演武対徒手：優勝（河原志乃、玉木美和）

40 アーチェリー部 ２００８年度関東学生アーチェリー男子リーグ戦：優勝（１部昇格）

２００８年度関東学生アーチェリー女子リーグ戦：３位

第１９回全日本学生アーチェリー東日本大会 男子：１優勝（山中将弘） / 女子：１３位（岡村静香）

関東学連新人戦 男子未経験者の部：１優勝（舛谷乙彦） / 女子経験者の部：２位（田多里絵子）

41 ソフトボール部 第３８回関東大学ソフトボール選手権大会 男子：優勝 / 女子：２回戦

第２３回東日本大学ソフトボール選手権大会 男子：準優勝 / 女子：３回戦

第４３回全日本大学ソフトボール選手権大会 男子：２回戦 / 女子１回戦

42 日本拳法部 第２１回東日本大学リーグ戦：準優勝

第２１回全国選抜選手権大会：ベスト８
第２１回矢野杯争奪東日本学生個人選手権大会 男子：優勝（安田大作）
第１９回東日本大学選手権大会 男子：３位 / 女子：優勝
第１回東日本形演舞選手権大会 二人形の部：準優勝（辻井貴之・中村泰人）
第２３回全日本学生拳法個人選手権大会：優勝（中川翔太）
第２１回東日本大学新人戦：準優勝
第５３回全日本学生拳法選手権大会 男子：４位 / 女子：ベスト８

43 ラクロス部 第２１回関東学生ラクロスリーグ戦 男子：２位 / 女子：５位
第１０回新人戦（ウィンターステージ） 男子：準優勝 / 女子：ベスト１６


