
早稲田大学 体育各部 ２０１０年度 戦績＜２０１０年４月～２０１１年３月＞

部番 部名 戦績
1 野球部 平成２２年度東京六大学春季リーグ戦：２位（７勝４敗）

平成２２年度東京六大学秋季リーグ戦：優勝（８勝４敗）
第４１回明治神宮野球大会：優勝

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（片山翔）・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（桑田寛子）・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝（田中優希、大竹志歩）
関東学生テニス選手権大会 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：優勝（飯野翔太）・男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝（飯野翔太、田川翔太）
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：優勝（伊藤絵美子）・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝（伊藤絵美子、岩崎舞）
全日本学生テニス選手権大会 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：優勝（伊藤潤）・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（桑田寛子）・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝（伊藤絵美子、岩崎舞）
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３２回全日本軽量級選手権大会 女子舵手付ｸｫﾄﾞﾌﾟﾙ：優勝・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ：２位
男子ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ：８位・男子舵手無しｸｫﾄﾞﾌﾟﾙ：６位
第３７回全日本大学選手権大会 女子舵手無しﾍﾟｱ：２位・女子ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ：優勝・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ：優勝・女子舵手付きｸｫﾄﾞﾌﾟﾙ：優勝
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ：８位・男子舵手無しﾍﾟｱ：優勝・男子ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ：３位・男子舵手付きﾍﾟｱ：３位・男子ｸｫﾄﾞﾌﾟﾙ：２位
第８８回全日本選手権大会 女子舵手無しﾍﾟｱ：２位・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ：３位・女子舵手付きｸｫﾄﾞﾌﾟﾙ：３位・女子ｴｲﾄ：３位
男子舵手無しﾍﾟｱ：６位・男子舵手付きﾍﾟｱ：４位・男子ｸｫﾄﾞﾌﾟﾙ：３位・男子舵手付きﾌｫｱ：優勝
第５１回全日本新人選手権大会 女子舵手付きｸｫﾄﾞﾌﾟﾙ：優勝・男子ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ：２位

4 剣道部 第５９回関東学生剣道優勝大会：ベスト８
第５８回全日本学生剣道優勝大会：優勝
第３６回関東女子学生剣道優勝大会：ベスト１６
第２９回全日本女子学生剣道優勝大会：優勝

5 柔道部 第５９回全日本学生柔道優勝大会：ベスト１６
第１９回全日本学生女子柔道優勝大会：３位、優秀選手：宍戸清恵
第２９回全日本学生柔道体重別選手権大会：３位（赤迫健太）

6 弓道部 第４０回全関東学生弓道選手権大会（２４射）：３回戦（団体）
第２３回全国大学弓道選抜大会：１回戦
第４０回全関東学生弓道選手権大会（１２射）：３回戦（団体）
第５８回全日本学生弓道選手権大会（１２射）：１回戦

7 水泳部 第８６回日本選手権水泳競技大会 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ：優勝（星奈津美）
第８６回日本学生選手権（競泳） 男子総合：９位・女子総合：５位・200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ：優勝（星奈津美）
第８６回日本学生選手権（水球） 男子：３位・女子：５位

8 競走部 第８９回関東学生陸上競技対校選手権大会 男子：４位・女子：８位
第９４回日本陸上競技選手権大会 100m：優勝（江里口匡史）・棒高跳び：２位（笹瀬弘樹）・やり投：３位（ディーン元気）
第７９回日本学生陸上競技対校選手権大会 男子：２位、100m：優勝（江里口匡史）・棒高跳：優勝（笹瀬弘樹）
第２２回出雲全日本大学選抜駅伝競走：優勝
第９４回日本陸上競技選手権リレー競技大会 男子：優勝・女子：６位
秩父宮賜杯第４２回全日本大学駅伝対校選手権大会：優勝
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青木半治杯２０１０国際千葉駅伝 日本学生選抜：優勝（３区矢澤曜、５区平賀翔太）
第８７回東京箱根間往復大学駅伝競走：優勝

9 相撲部 第８９回東日本学生相撲選手権 団体Bクラス：優勝、個人：ベスト３２（植田力康）
第５９回東日本学生相撲リーグ戦 ２部トーナメント：３位

10 ラグビー蹴球部 関東大学ラグビー対抗戦：優勝
第４７回全国大学ラグビーフットボール選手権大会：２位

11 山岳部 残雪期合宿、新人合宿、夏山合宿、新雪期合宿、冬山合宿、春山合宿
12 スキー部 第２５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ｽﾌﾟﾘﾝﾄ：優勝（宮沢大志）・女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ：優勝（古谷沙里）

第２９回全日本コンバインド名寄大会：優勝（渡部暁斗）
第２８回全日本クロスカントリー音威子府大会 女子5mｸﾗｼｶﾙ：優勝（柏原理子）
第２８回全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会 女子SC：優勝（水口かおり）
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛人親王杯第８４回全日本学生スキー選手権大会 男子：優勝・女子：２位
男子回転：２位（河野恭介）・女子大回転：優勝（水口かおり）・女子回転：優勝（水口かおり）・男子1.4ｽﾌﾟﾘﾝﾄ(ｸﾗｼｶﾙ)：優勝（柏原暢仁）
男子１０km（ﾌﾘｰ）：優勝（柏原暢仁）・男子３０km（ｸﾗｼｶﾙ）：優勝（宮沢大志）・男子４×１０kmﾘﾚｰ：優勝
女子1.4kmｽﾌﾟﾘﾝﾄ（ｸﾗｼｶﾙ）：優勝（古谷沙理）・女子５km（ﾌﾘｰ）：優勝（古谷沙理）・女子１０km（ｸﾗｼｶﾙ）：２位（本山育未）
女子３×５kmﾘﾚｰ：２位・ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ：２位（渡部善斗）・ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ団体：優勝

13 スケート部 第５９回関東大学アイスホッケー選手権大会：２位
平成２２年度関東大学アイスホッケーリーグ戦：優勝
第８３回日本学生氷上競技選手権大会：４位（アイスホッケー）・８位（スピードスケート）
スピードスケート500m：１０位（黒岩聖也）、２０位（高橋活記）・1000m：７位（森永一帆）、１４位（黒岩聖也）、２３位（斉藤健悟）
1500m：１１位（由井拓実）、１９位（森永一帆）、２０位（斉藤健悟）
5000m：１２位（由井拓実）、１４位（赤神康亮）・10000m：１２位（赤神康亮）
SBC杯第１７回全日本スピードスケート距離別選手権大会
1500m：２３位（由井拓実、赤神康亮）、３０位（森永一帆）・5000m：２２位（赤神康亮）、２３位（森永一帆）、２４位（由井拓実）
第３０回全日本学生スピードスケート選手権大会
総合選手権の部：４位（赤神康亮）、３７位（斉藤健悟）・スプリント選手権の部：１１位（黒岩聖也）、１３位（森永一帆）、４０位（高橋活記）
第７９回全日本スピードスケート選手権大会：１６位（赤神康亮）
第３６回全日本スプリントスピードスケート選手権大会：２２位（森永一帆）、３０位（黒岩聖也）
第２１回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会
男子500m：１７位（古屋憲吾）・女子500m：４位（酒井裕唯）、８位（桜井美馬）
男子1000m：７位（古屋憲吾）・女子1000m：優勝（桜井美馬）、２位（酒井裕唯）
男子1500m：１７位（古屋憲吾）・女子1500m：優勝（桜井美馬）、４位（酒井裕唯）
第３４回全日本ショートトラックスピード選手権大会兼世界選手権等派遣選手選考競技会
男子500m：１９位（古屋憲吾）・男子ﾊﾟｼｭｰﾄ1000m：４位（古屋憲吾）・男子ﾊﾟｼｭｰﾄ1500m：３位（古屋憲吾）
女子500m：優勝（酒井裕唯）、２位（桜井美馬）・女子1000m：優勝（酒井裕唯）、２位（桜井美馬）
女子1500m：優勝（桜井美馬）・女子ﾊﾟｼｭｰﾄ1000m：３位（酒井裕唯）、４位（桜井美馬）
女子ﾊﾟｼｭｰﾄ1500m：２位（酒井裕唯）・女子ﾊﾟｼｭｰﾄ3000m：優勝（桜井美馬）、７位（酒井裕唯）
フィギュアスケート東日本選手権：５位（武田奈也）

14 バスケットボール部 第５９回関東大学選手権大会：６位
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第８６回関東大学リーグ戦（２部）：２位（１部昇格）
第６２回全日本大学バスケットボール選手権大会：ベスト１６
第４４回関東大学女子選手権大会：ベスト１６
第６０回記念関東大学リーグ戦（１部）：４位
第６２回全日本大学選手権大会：初戦敗退

15 ア式蹴球部 第８４回関東大学サッカーリーグ１部
第３４回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント：代表決定戦敗退
第２４回関東大学女子サッカーリーグ：優勝
第１９回全日本大学女子サッカー選手権大会：優勝

16 馬術部 平成２２年度関東学生馬術三大大会
第４５回関東学生賞典障害飛越競技大会団体：２位・個人：２位（照井駿介）、５位（池田幸太郎）、２０位（秦慧州）
第４５回関東学生賞典馬場馬術競技大会団体：３位・個人：１０位（照井駿介）、１５位（佐伯俊彦）、２７位（十三茉利子）
第６１回関東学生賞典総合馬術競技大会団体：５位・個人：２０位（秦慧州）
関東学生馬術三大大会３種目総合：４位
第４８回関東学生馬術女子競技大会
傷害飛越競技：３位（白井美友紀）・馬場馬術：１４位（白井美友紀）、２６位（十三茉利子）
平成２２年度全日本学生馬術三大大会
第６０回全日本学生賞典障害飛越競技大会団体：４位・個人：４位（照井駿介）、２８位（池田幸太郎）、３３位（白井美友紀）、３９位（秦慧州）
第５３回全日本学生賞典馬場馬術競技大会団体：３位・個人：５位（照井駿介）、１７位（十三茉利子）、２２位（佐伯俊彦）
第５３回全日本学生賞典総合馬術競技大会団体：５位・個人：２４位（秦慧州）、２７位（恒光一将）
全日本学生馬術三大大会３種目総合：３位
第８０回関東学生馬術争覇戦：２位

17 卓球部 平成２２年度春季関東学生卓球リーグ戦男子：優勝・女子：２位
平成２２年度関東学生卓球選手権大会男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：ベスト８（高岡諒太郎）
第８０回全日本大学対抗大会：２位（女子）
平成２２年度秋季関東学生卓球リーグ戦男子：優勝・女子：３位
第７７回全日本学生卓球選手権大会
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：優勝（笠原弘光）、ベスト８（御内健太郎）・男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト８（足立智哉、笠原弘光）
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：ベスト４（照井萌美、中尾優子）・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト８（照井萌美、中島美早希）
第７回全日本学生選抜卓球選手権大会 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：準優勝（笠原弘光）、ベスト８：（御内健太郎）
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：ベスト４（中島美早希）、ベスト８（中尾優子）

18 ボクシング部 第６３回関東学生ボクシングトーナメント２部リーグ：２位
第８０回全日本選手権：２回戦（藤井剛志）

19 体操部 第２６回東日本学生体操競技グループ選手権大会女子個人総合：優勝（上松侑生）、２位（森長香菜）
第４４回東日本学生体操競技選手権大会：５位（男子総合）
男子個人総合：１１位（武内智之）、１８位（伊地知慶之）、２１位（綿崎啓太）、２９位（田中康久）、４３位（信朝宏樹）
４５位：浦野翔太、６８位（川田修平）、７２位（田中信彦）
女子個人総合：２２位（上松侑生）、４１位（森長香菜）
第４３回東日本学生新体操選手権大会女子総合：１５位（山脇麻衣）、２５位（阿部友紀）
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第４８回NHK杯兼日本代表決定競技会男子個人総合：２６位（伊地知慶之）
第６２回全日本学生新体操選手権大会女子個人総合：１８位（山脇麻衣）、４６位（阿部友紀）
第６４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
男子１部個人総合：５位（田中康久）、９位（武内智之）、１１位（伊地知慶之）
女子２部個人総合：３位（上松侑生）、１２位（森長香菜）
第６２回全日本新体操選手権大会女子個人総合：２９位（山脇麻衣）
第６４回全日本体操競技団体・種目別選手権大会男子団体：１０位、男子種目別鞍馬：６位（大友康平）

20 空手部 第４６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３８回関東学生空手道選手権大会男子個人戦：ベスト８（小野原友貴）・女子個人戦：３回戦（塩田郁）
第５３回関東大学空手道選手権大会男子団体戦：２回戦・女子団体戦：１回戦
第２１回関東学生空手道体重別選手権大会男子個人戦60キロ級：３回戦（小笠圭介）・男子個人戦67キロ級：３回戦（丸山政宏）
男子個人戦75キロ級：３回戦（長谷部辰哉）・女子個人戦68キロ級：３回戦（森井美香）

21 バレーボール部 春季関東大学男子２部リーグ戦：５位
秋季関東大学男子２部リーグ戦：２位（１部昇格）
第２９回東日本大学バレーボール選手権：ベスト８（男子）、ベスト１６（女子）
第６３回全日本大学男子バレーボール選手権大会：ベスト８
春季関東大学女子２部リーグ戦：２位（１部昇格）
秋季関東大学女子２部リーグ戦：９位
第５７回全日本大学女子バレーボール選手権大会：ベスト６４

22 レスリング部 明治乳業杯全日本選抜レスリング選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ60㎏級：３位（石田智嗣）・84㎏級：３位（山口剛、殿村幸城）
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ74㎏級：３位（武富隆）・女子48㎏級：ベスト８（西のどか）・51㎏級：３位（杉本恵）・55㎏級：３位（新井千明）
東日本学生レスリングリーグ戦：優勝
東日本女子学生レスリング選手権大会 48㎏級：２位（西のどか）、３位（藤川千晶）・51㎏級：２位（杉本恵）・55㎏級：２位（新井千明）
全日本学生レスリング選手権大会ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ55㎏級：ベスト３２（西洸大）
66㎏級：優勝（田中幸太郎）、ベスト３２（加藤和弥）
74㎏級：２位（北村公平）、ベスト８（武富隆、田村和男、花山和寛）、ベスト１６（播磨幸太郎）
84㎏級：２位（山口剛）・96㎏級：２位（鈴木啓仁）、ベスト１６（殿村幸城）
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ66㎏級：３位（加藤和弥）、ベスト８（花山和寛）
74㎏級：優勝（武富隆）、２位（田村和男）、３位（北村公平）・96㎏級：３位（大坂昂）、ベスト８（鈴木啓仁）
女子48㎏級：３位（西のどか）・55㎏級：優勝（新井千明）、３位（小黒真愛）・63㎏級：優勝（高橋海里奈）
全日本学生王座決定戦：２位
全日本女子オープンレスリング選手権大会48㎏級：優勝（西のどか）、３位（藤川千晶）・55㎏級：優勝（新井千明）
全日本学生レスリンググレコローマン選手権大会大学総合：２位・個人55㎏級：３位（西洸大）・60㎏級：３位（松本桂）
74㎏級：３位（田村和男）・84㎏級：３位（武富隆）・96㎏級：優勝（山口剛）・120㎏級：３位（大坂昂）
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：２位
ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ55㎏級：８位（西洸大）66㎏級：３位（田中幸太郎）・74㎏級：２位（北村公平）
84㎏級：２位（山口剛）・96㎏級：優勝（武富隆）・120㎏級：５位（大坂昂）
天皇杯全日本レスリング選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ60㎏級：３位（松本桂）、ベスト８（石田智嗣）・66㎏級：ベスト８（田中幸太郎）
74㎏級：ベスト８（北村公平）・84㎏級：３位（山口剛）
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ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ74㎏級：優勝（田村和男）・96㎏級：ベスト８（大坂昂）
女子51㎏級：ベスト８（杉本恵）・女子55㎏級：ベスト８（新井千明）・女子63㎏級：ベスト８（高橋海里奈）

23 自動車部 平成２２年度全関東学生自動車運転競技選手権大会 男子団体の部：２位・男子小型貨物個人の部：２位（金子楓）
平成２２年度全関東学生ジムカーナ選手権大会 男子団体の部：２位・男子個人の部：３位（早川慎一郎）
平成２２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：２位・男子個人の部：４位（遠藤正隆）
平成２２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・男子個人の部：４位（遠藤正隆）
平成２２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：３位
男子小型乗用個人の部：２位（上山晃平）・男子小型貨物個人の部：２位（金子楓）
平成２２年度全関東総合杯 男子団体の部：２位

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Bブロック：優勝
全日本大学アメリカンフットボール選手権東日本代表校：優勝
パナソニック電工杯第６５回毎日甲子園ボウル：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：優勝・４７０級：優勝・スナイプ級：２位、４位
関東スナイプ選手権：７位、１４位、１５位、６２位、６７位
関東４７０選手権：５位、８位、９位、４７位
東日本スナイプ選手権：５位、３３位、４０位、４３位、７０位、８５位
関東学生個人選手権大会 ４７０級：２位（横田敏一、坂和陽介、木村耕太郎）、６位、７位、１３位、３９位
スナイプ級：優勝（古谷信玄、井阪智）、３位、４位、２６位、３４位、６７位
秋季関東学生女子ヨット選手権大会 総合：優勝、４７０級：優勝、スナイプ級：優勝、５位
全日本学生ヨット個人選手権大会 ４７０級：４位、８位、２０位、２３位・スナイプ級：優勝（古谷信玄、井阪智）、４位、１４位
全日本学生女子ヨット選手権大会 総合：２位・４７０級：３位・スナイプ級：３位、１０位
秋季関東学生ヨット選手権大会 総合：優勝・４７０級：２位・スナイプ級：優勝
全日本学生ヨット選手権大会 総合：優勝・４７０級：４位・スナイプ級：優勝

26 ハンドボール部 平成２２年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦男子：５位
平成２２年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦男子：４位
平成２２年度第５３回全日本学生ハンドボール選手権大会：３位
平成２２年度全日本ハンドボール総合選手権大会：１回戦
平成２２年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子：６位
平成２２年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦女子：７位
平成２２年度第４８回全日本学生ハンドボール選手権大会：２回戦

27 ホッケー部 平成２２年度春季関東リーグ男子：４位・女子：３位
全日本大学ホッケー王座決定戦男子：２回戦・女子：２回戦
東日本インカレ男子：３回戦・女子：２位
平成２２年度秋季関東リーグ戦男子：５位・女子：３位
全日本学生選手権大会男子：３回戦・女子：１回戦

28 フェンシング部 ２０１０年関東学生フェンシングリーグ戦男子フルーレ：２位・男子エペ：４位・男子サーブル：６位・
女子フルーレ：３位・女子エペ：５位・女子サーブル：５位
第６０回全日本王座選手権大会男子フルーレ：２位
第６２回関東学生フェンシング選手権大会男子フルーレ：７位・女子フルーレ：６位、７位
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男子フルーレ団体：２位・男子エペ団体：３位・男子サーブル団体：ベスト８
女子フルーレ団体：３位・女子エペ団体：３位・女子サーブル団体：ベスト８
第５０回全日本大学対選手権大会・第６０回全日本個人選手権大会
男子フルーレ：優勝（北川宗一郎）、３位北川隆之介・男子エペ５位（萩原宏樹）、８位（鬼澤大真）
女子フルーレ：２位（寺本朋代）、７位（真所美莉）、８位（平石典子）・女子サーブル：５位（弘瀬智子）
男子フルーレ団体：優勝・男子エペ団体：２位・男子サーブル団体：１回戦
女子フルーレ団体：４位・女子エペ団体：１回戦・女子サーブル団体：ベスト８
第６３回全日本フェンシング選手権大会男子フルーレ団体：ベスト８・女子フルーレ団体：３位

30 軟式庭球部 第２９回関東大学対抗ソフトテニス競技大会男子：優勝・女子：ベスト８
関東学生ソフトテニス春季リーグ男子：優勝・女子：３位
第４６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秋季リーグ男子：２位・女子：４位
第３０回全日本大学ソフトテニス王座決定戦男子：２位
第６０回東日本大学対抗ソフトテニス競技大会男子：２位・女子：ベスト８
第６４回全日本大学対抗選手権大会男子：優勝・女子：優勝
第６４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（鹿島・中本組）、ベスト１６（品川・黒羽組）、ベスト３２（伊藤・柴田組）・女子：ベスト３２（安川・渕田組）
全日本学生ソフトテニスインドア大会男子：２位（品川・黒羽組）、３位（鹿島・中本組）・女子：優勝（安川・渕田組）
第１７回全日本シングルス選手権大会男子：ベスト８（中本圭哉、桂拓也）、ベスト３２（黒羽祥平、高橋拓未）
女子：ベスト８（安川真璃子）
全日本学生ソフトテニス選手権大会男子：優勝（鹿島・中本組）、２位（萩野・川尻組）、３位（品川・黒羽組）
ベスト１６（熊谷・田中組）、ベスト３２（滿屋・泉山組、桂・内山組）・女子：ベスト８（柏原・石井組）、ベスト１６（安川・渕田組）
全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会男子：優勝（鹿島鉄平）、ベスト８（桂拓未）、ベスト１６（内山睦基）
女子：優勝（安川真璃子）、ベスト１６（坂井美里、柏原真由美）

31 準硬式野球部 平成２２年度春季東京六大学準硬式野球リーグ戦：４位
第６２回全日本大学準硬式野球選手権大会：ベスト４
平成２２年度秋季東京六大学準硬式野球リーグ戦：４位

32 自転車部 第１２回全日本学生選手権クリテリウム大会：２位（佐々木龍）、４位（入部正太朗）
第５０回東日本学生選手権自転車競技大会男子団体追い抜き：優勝・男子ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ：２位
男子1KMﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ：２位（澤口大和）・男子個人追い抜き：優勝（佐々木龍）
男子ｽｸﾗｯﾁ：２位（三浦康嵩）・男子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ：８位（入部正太朗）
第５１回全日本学生選手権自転車競技大会男子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ：優勝（入部正太朗）・男子ｹｲﾘﾝ：優勝（今井一誠）
男子ｽｸﾗｯﾁ：２位（三浦康嵩）、：３位（田渕圭）・男子1KMTT：５位（澤口大和）
男子個人追い抜き：７位（佐々木龍）、８位（大中巧基）
文部科学大臣杯第６６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：４位
男子団体追い抜き：優勝・男子ｹｲﾘﾝ：２位（今井一誠）・男子個人追い抜き：２位（佐々木龍）
男子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ：２位（入部正太朗）・男子1KMﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ：８位（澤口大和）・男子ﾀﾝﾃﾞﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ：優勝（澤口・今井）

33 バドミントン部 関東学生春季リーグ男子：５位・女子：６位
関東学生選手権男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：３位・女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：ベスト４（藤田理恵子）・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト４
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東日本学生選手権団体男子：ベスト８・団体女子：ベスト４
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：ベスト８（丸尾亮太郎）・男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト８・女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：ベスト８（玉木絵里子）・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト４
関東学生秋季リーグ男子：３位・女子：２位
全日本学生選手権団体男子：２位・団体女子：ベスト１６
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：優勝（上田拓馬）・男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト１６・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト８、ベスト１６
全日本総合選手権男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：ベスト４（上田拓馬）

34 航空部 第１３回東京六大学対抗グライダー競技大会：２位
36 ゴルフ部 第６４回日本学生ゴルフ選手権競技：４０位タイ（前田男）、４６位タイ（木崎亮太）、６１位（松本直諭）

第５７回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権：３７位タイ（木崎亮太）
平成２２年度関東大学春季Bブロックリーグ戦：５位
平成２２年度関東大学秋季Bブロックリーグ戦：優勝
第４６回会長杯争奪関東女子学生ゴルフ選手権：１８位（園田麻里加）

37 ウエイトリフティング部 ２０１０年度第７回全日本学生選抜選手権大会 男子69㎏級：２位（大塚一樹）・男子85㎏級：優勝（平原孝人）
男子85㎏級：５位（安達貴弘）・男子105㎏級：２位（木城悠介）・女子58㎏級：優勝（吉野千枝里）・女子63㎏級：３位（松本潮霞）
２０１０年度第７０回全日本ウエイトリフティング選手権大会男子105㎏級：４位（木城悠介）
２０１０年度第２４回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会
女子48㎏級：４位（田窪紗香）・女子58㎏級：９位（松山洋香）・女子63㎏級：優勝（松本潮霞）女子＋75㎏級：４位（大西はるか）
２０１０年度第３８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56㎏級：７位（雨宮成）・男子56㎏級：８位（九十歩和己）
男子69㎏級：優勝（大塚一樹）・男子77㎏級：４位（和田大河）・男子85㎏級：５位（三浦宏也）
男子94㎏級：優勝（平原孝人）・男子105㎏級：３位（木城悠介）・男子105㎏級：５位（佐藤亮介）
２０１０年度第３４回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 男子62㎏級：５位（永山大地）、８位（九十歩和己）
男子77㎏級：１３位（小栗統司）・男子85㎏級：３位（三浦宏也）・男子105㎏級：２位（佐藤亮介）、８位（三浦周平）
女子48㎏級：優勝（田窪紗香）・女子58㎏級：優勝（吉野千枝里）、２位（松山洋香）
女子63㎏級：優勝（松本潮霞）・女子69㎏級：２位（苅谷仁美）・女子＋75㎏級：優勝（大西はるか）
２０１０年度第５６回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 男子56㎏級：１０位・男子69㎏級：４位（和田大河）
男子69㎏級：５位（大塚一樹）・男子77㎏級：２位（武井誠一郎）・男子85㎏級：２位（平原孝人）、６位（安達貴弘）
男子94㎏級：８位（三浦宏也）・男子105㎏級：４位（木城悠介）
２０１０年度第１１回全日本大学対抗女子ウエイトリフティング選手権大会 女子48㎏級：２位（田窪紗香）
女子58㎏級：優勝（吉野千枝里）・女子63㎏級：２位（松本潮霞）・女子75㎏級：５位（苅谷仁美）・女子+75㎏級：４位（大西はるか）

38 射撃部 平成２２年度関東学生ライフル射撃選手権春季大会総合団体男子：８位・女子：５位・個人：２位（今津雅紀）
平成２２年度東日本学生ライフル射撃選手権大会総合団体：７位
平成２２年度関東学生ライフル射撃選手権秋季大会総合団体男子：７位・女子：４位・個人：４位（島田淳哉）
全日本学生ライフル射撃選手権大会総合団体男子：９位・女子：６位

39 合気道部 第４２回関東学生合気道春季大会
男子乱取団体戦：３位・女子乱取団体戦：優勝・女子演武対徒手：３位
第１５回関東学生合気道個人競技大会 男子乱取個人戦：２位（横手啓造）・女子乱取個人戦：３位（玉木美和）
第４１回全日本学生合気道競技大会 女子乱取団体戦：優勝・男子演武対徒手：３位

40 アーチェリー部 ２０１０年度関東学生アーチェリー男子リーグ戦：６位
２０１０年度関東学生アーチェリー女子リーグ戦：２位
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第２０回全日本学生アーチェリー東日本大会男子：２９位・女子：１１位、１３位
２０１０年度女子王座決定戦：５位

41 ソフトボール部 第４０回関東大学ソフトボール選手権大会男子：１回戦・女子：優勝
第２５回東日本大学ソフトボール選手権男子：優勝
第４５回全日本大学ソフトボール選手権大会男子：ベスト８・女子：２回戦

42 日本拳法部 第２３回東日本大学リーグ戦：４位
第２３回全国選抜選手権：ベスト８
第２３回矢野杯争奪東日本学生個人選手権大会男子：優勝（中川翔太）・女子；優勝（村上奈津美）
第２１回東日本大学選手権大会：３位
全日本学生拳法個人選手権大会：２位（中川翔太）、ベスト８（中村泰人）
第５５回全日本学生拳法選手権大会：３位

43 ラクロス部 第２３回関東学生リーグ戦男子：優勝・女子：６位
第２回全日本ラクロス大学選手権大会：優勝
第２１回ラクロス全日本選手権大会：準決勝敗退

44 少林寺拳法部 第４７回少林寺拳法関東学生大会 総合：５位
第４４回少林寺拳法全日本学生大会 総合：２位


