
水泳部 古賀 敦也 50m自由形：５位、100m背泳ぎ：2位

奥山 諒 100m平泳ぎ：優勝、200m平泳ぎ：３位

中山 武久 100mバタフライ：４位、200mバタフライ：優勝

水泳部 古賀 敦也 50m背泳ぎ：優勝、100m背泳ぎ：３位

北川 麻美 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ：２位

競走部 江里口 匡史 100m：３位

堀池 靖幸 走幅跳：８位

卓球部 照井 萌美 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：３位、女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：３位

水泳部 古賀 敦也 50m背泳ぎ：２位、100m背泳ぎ：優勝

競走部 梶 将徳 100m：６位

紫村 仁美 100mH：３位

競走部 浦野 晃弘 400m：優勝

競走部 梶 将徳 100mB：６位

浦野 晃弘 400mA：６位

紫村 仁美 100mB：５位

競走部 栗崎 康介 200m：３位

笹瀬 弘樹 棒高跳：優勝

競走部 江里口 匡史 100m（2次予選）：８着、〈日本〉4×100mR：4位

木村慎太郎 100m（2次予選）：８着

競走部 江里口 匡史 100m：５位

競走部 江里口 匡史 〈日本〉4×100mR：優勝

スキー部 柏原 理子 女子10kmフリー：８３位

柏原 暢仁 男子スプリント（2009.11.28～29）：４３位、男子スプリント（2009.12.5）：６７位

男子チームスプリント：２優勝(JAPAN-Aチーム）

スキー部 渡部 暁斗 個人第5戦：８位、個人第10戦：９位、個人第15戦：３位、個人第16戦：６位

スキー部 尾崎 快 モーグル第1戦：８位、モーグル第2戦：１７位、モーグル第5戦：１優勝

第１回日豪対抗

第２５回ユニバーシアード競技大会

第１３回世界水泳選手権大会

FISノルディック複合・ワールドカップ

FISフリースタイル・ワールドカップ

早稲田大学 体育各部 ２００９年度 戦績＜２００９年４月～２０１０年３月＞

フランダースカップミーティング・コルトレイクゴールデンスポーツミーティング

OPEN EINDHOVENSE

スピッツンリッチアスレチックルツェルン

台湾国際陸上競技大会

FISクロスカントリー・ワールドカップ

第１２回世界陸上競技選手権大会ベルリン大会

テグ国際陸上競技大会

第１８回アジア陸上競技選手権大会



スキー部 水口 かおり 女子SL第1戦：２位、女子GS第1戦：優勝、女子GS第2戦：２位

皆方 美咲 女子SL第1戦：９位、女子SL第2戦：６位、女子GS第1戦：１０位、女子GS第2戦：１７位

山崎 由梨恵 女子SL第1戦：１０位、女子SL第2戦：８位、女子GS第1戦：９位、女子GS第2戦：１４位

長田 愛未 女子SL第1戦：１２位、女子SL第2戦：１優勝、女子GS第1戦：１３位、女子GS第2戦：１５位

栗栖 成美 女子SL第2戦：１３位、女子GS第1戦：１９位

高橋 咲絵 女子SL第2戦：１５位、

坂口 英美 女子SL第2戦：１９位、女子GS第1戦：２３位、女子GS第2戦：２２位

波多野 真弓 女子SL第2戦：２０位、女子GS第1戦：１８位、女子GS第2戦：１８位

小鷹 正信 男子SL第1戦：６位、男子GS第2戦：４０位

田中 雄土 男子SL第1戦：７位、男子SL第2戦：８位、男子GS第2戦：４４位

スキー部 柏原 理子 〈クロスカントリー〉女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ：２３位、女子5kmｸﾗｼｶﾙ：８位、女子10kmﾊﾟｼｭｰﾄ：４位

古谷 沙理 〈ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ〉女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ：４７位、女子5kmｸﾗｼｶﾙ：３６位

レンティング 陽 〈ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ〉男子スプリント：２５位、男子10kmｸﾗｼｶﾙ：５位、男子20kmﾊﾟｼｭｰﾄ：５位

原田 侑武 〈ｼﾞｬﾝﾌﾟ〉個人HS106m：３２位、団体HS106m：６位

スキー部 柏原 暢仁 男子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ：１０位、男子15kmｸﾗｼｶﾙ：１４位、男子30kmﾊﾟｼｭｰﾄ：３７位

小林 由貴 女子10kmｸﾗｼｶﾙ：１４位、女子15kmﾊﾟｼｭｰﾄ：４位

スキー部 渡部 暁斗 ノルディック複合日本代表

尾崎 快 モーグル日本代表

柏原 理子 クロスカントリー日本代表

成瀬 野生(OB) クロスカントリー日本代表

スケート部 酒井 裕唯 女子500m：７位

【スピード部門】 桜井 美馬 女子1000m：４優勝、1500m：１０位

スケート部 酒井 裕唯 女子1500m：２５位

【スピード部門】 桜井 美馬 女子1000m：２７位、女子1500m：２優勝

スケート部 酒井 裕唯 女子500m：３４位

【スピード部門】 桜井 美馬 女子500m：２０位、女子1000m：２５位、女子1500m：１４位

スケート部 酒井 裕唯 女子500m

【スピード部門】 桜井 美馬 女子500m：２３位、女子1000m：１３位、女子1500m：４３位

スケート部 武田 奈也 女子：１３位

【フィギュア部門】

卓球部 金子 和也 ｵｰﾌﾟﾝｼﾝｸﾞﾙｽ立位男子の部・ｸﾗｽ別ｼﾝｸﾞﾙｽ男子ｸﾗｽ7～8・団体戦男子ｸﾗｽ9～10：優勝

体操部 井上 実美 女子団体総合８位、女子団体種目別ﾘﾎﾞﾝ＋ﾛｰﾌﾟ：優勝、女子個人総合：３２位

坪井 保菜美 女子団体総合：８位、女子団体種目別リボン＋ロープ：優勝

第２１回オリンピック冬季大会

ワールドカップ競技会 北京大会

FISアルペン・コンチネンタル杯

FISノルディック・ジュニア世界選手権

FISクロスカントリー・U-23世界選手権

ワールドカップ競技会 モントリオール大会

2009ワールドカップシリーズポルチマン国際新体操競技会

ワールドカップ競技会 マルケット大会

第14回フィンランディア・トロフィー

アジアユースパラゲームズ

ワールドカップ競技会 韓国大会



体操部 井上 実美 女子種目別 ﾛｰﾌﾟ：17位、ﾌｰﾌﾟ：１９位、ﾎﾞｰﾙ：１２位、ﾘﾎﾞﾝ：１７位

体操部 井上 実美 女子個人総合：６優勝

レスリング部 殿村 幸城 男子ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ84kg級：２位

西 のどか 女子48kg級：優勝

レスリング部 石田 智嗣 男子ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ66㎏級：５位

田中 幸太郎 男子ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ60㎏級：９位

山口剛 男子ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ84㎏級：２５位

藤川 千晶 女子44kg級：２位

新井 千明 女子55kg級：５位

レスリング部 高橋 海里奈 女子63㎏級：優勝

新井 千明 女子55㎏級：３位

バドミントン部 上田 拓馬 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝

嘉村 健士 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝

ウエイトリフティング部 平原 孝人 男子85㎏級

ウエイトリフティング部 黒江 雄治 男子62kg級：２位

和田 大河 男子69kg級：優勝

武井 誠一郎 男子77kg級：２位

世界ジュニア選手権大会

世界ジュニアレスリング選手権大会

日中韓フレンドシップ大会

ベトナムインターナショナルチャレンジ

アジア・ジュニアレスリング選手権大会

シャヒード・バガド・シン国際大会

第8回ワールドゲームズ

第29回世界新体操選手権大会


