
早稲田大学 体育各部 ２０１１年度 戦績＜２０１１年４月～２０１２年３月＞

部番 部名 戦績
1 野球部 平成２３年度東京六大学春季リーグ戦：５位（４勝８敗１分）

平成２３年度東京六大学秋季リーグ戦：２位（８勝４敗）
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（片山翔、田川翔太）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：優勝（田中優季）・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝（田中優季、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（大城光）・男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝（田川翔太、古田陸人）
全日本学生テニス選手権大会 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：優勝（片山翔）・男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝（伊藤潤、廣田耕作）
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：優勝（桑田寛子）・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：優勝（田中優季、大竹志歩）
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３３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・女子ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ：２位・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ：３位
男子舵手無しﾍﾟｱ：４位
第３８回全日本大学選手権大会 女子舵手無しﾍﾟｱ：３位・女子ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ：優勝・女子舵手付きｸｫﾄﾞﾌﾟﾙ：２位
第８９回全日本選手権大会 女子舵手付きｸｫﾄﾞﾌﾟﾙ：優勝・女子舵手無しﾍﾟｱ：５位
男子舵手無しﾍﾟｱ：６位・男子舵手付きﾍﾟｱ：７位・男子エイト：６位
第５２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・男子エイト：優勝

4 剣道部 第６０回関東学生剣道優勝大会：ベスト１６
第５９回全日本学生剣道優勝大会：ベスト１６
第３７回関東女子学生剣道優勝大会：ベスト８
第３０回全日本女子学生剣道優勝大会：ベスト１６

5 柔道部 第６０回東京学生柔道優勝大会：ベスト１６
第１９回東京学生女子柔道優勝大会：３位
第６０回全日本学生柔道優勝大会：ベスト１６
第３０回東京学生柔道体重別選手権大会：ベスト８（佐藤健太郎）
第２７回東京学生女子柔道体重別選手権大会：３位（加茂田絵夢）

6 弓道部 第４１回全関東学生弓道選手権大会：男子３回戦、女子優勝
第２４回全国大学弓道選抜大会：男女予選
第５９回全日本学生弓道選手権大会：男子２回戦、女子予選、７位（佐々木貴広）、優勝（岩本真実）

7 水泳部 第８７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８７回日本学生選手権（競泳） 男子総合：７位・女子総合：５位・200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ：優勝（星奈津美）・100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ：優勝（星奈津美）
第８７回日本学生選手権（水球） 男子：２位・女子：４位

8 競走部 第９０回関東学生陸上競技対校選手権大会 男子：優勝・女子：７位
第９５回日本陸上競技選手権大会 やり投：２位（ディーン元気）
第８０回日本学生陸上競技対校選手権大会 男子：優勝・女子：１０位 1500m：優勝（大迫傑）・棒高跳：優勝（笹瀬弘樹）
・やり投：優勝（ディーン元気）・女子200m：優勝（蔭山愛）
第２３回出雲全日本大学選抜駅伝競走：３位
第９５回日本陸上競技選手権リレー競技大会 ４位（4×100mR）、2位（4×400mR）
秩父宮賜杯第４３回全日本大学駅伝対校選手権大会：３位
青木半治杯２０１０国際千葉駅伝 日本学生選抜：３位（１区大迫傑）
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第８８回東京箱根間往復大学駅伝競走：４位
9 相撲部 第９０回東日本学生相撲選手権 団体Bクラス：３位、団体Aクラス：１１位

第３８回東日本学生相撲個人体重別選手権大会：ベスト８（塚本直紀）
第５９回東日本学生相撲リーグ戦 ２部トーナメント：５位

10 ラグビー蹴球部 関東大学ラグビー対抗戦：２位
第４８回全国大学ラグビーフットボール選手権大会：２回戦

11 山岳部 残雪期合宿、新人合宿、夏山合宿、新雪期合宿
12 スキー部 第２６回全日本学生チャンピオンスキー大会 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ：優勝（古谷沙里）・女子10kmﾌﾘｰ：優勝（古谷沙里）

第２９回全日本コンバインド名寄大会：３位（渡部暁斗）
第２９回全日本クロスカントリー音威子府大会 男子10kmｸﾗｼｶﾙ：優勝（宮沢大志）・女子5kmｸﾗｼｶﾙ：優勝（柏原理子）
・女子5kmﾌﾘｰ：優勝（柏原理子）
第２７回全日本学生アルペンチャンピオン大会 女子SC：優勝（向川桜子）・女子GS：優勝（後藤悠子）・女子SL：優勝（後藤悠子）
・女子GS２戦目：優勝（後藤悠子）・女子SL２戦目：優勝（後藤悠子）
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛人親王杯第８５回全日本学生スキー選手権大会 男子：２位・女子：優勝
女子1.2kmｽﾌﾟﾘﾝﾄ（ｸﾗｼｶﾙ）：優勝（古谷沙理）・男子10kmｸﾗｼｶﾙ：優勝（レンティング陽）・女子5kmｸﾗｼｶﾙ：優勝（柏原理子）
男子ﾘﾚｰ：優勝・女子ﾘﾚｰ：優勝・女子大回転（GS）：優勝（眞田ひばり）

13 スケート部 第６０回関東大学アイスホッケー選手権大会：震災のため中止
平成２３年度関東大学アイスホッケーリーグ戦：３位
第８４回日本学生氷上競技選手権大会：２位（アイスホッケー）・男子２部優勝（スピードスケート）
スピードスケート500m：優勝（森永一帆）・1500m：優勝（小田卓朗）・3000m：優勝（白井大陽）・5000m：優勝（白井大陽）
・2000mリレー：優勝・チームパシュート：優勝
SBC杯第１８回全日本スピードスケート距離別選手権大会 1500m：優勝（小田卓朗）
第３１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：７位（白井大陽）・スプリント選手権の部：９位（森永一帆）
第２２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
女子500m：６位（菊池萌水）、１３位（桜井美馬）・女子1000m：９位（桜井美馬）、１２位（菊池萌水）・女子ﾊﾟｼｭｰﾄ1000m：８位（菊池萌水）
・女子1500m：９位（桜井美馬）、１２位（菊池萌水）・女子総合：１０位（菊池萌水）、１４位（桜井美馬）
第３５回全日本ショートトラックスピード選手権大会
女子500m：４位（桜井美馬）、９位（菊池萌水）・女子1000m：３位（桜井美馬）、１３位（菊池萌水）・女子ﾊﾟｼｭｰﾄ1000m：４位（桜井美馬）
・女子1500m：７位（桜井美馬）、１５位（菊池萌水）・女子総合：４位（桜井美馬）、１４位（菊池萌水）

14 バスケットボール部 第６０回関東大学選手権大会：８位
第８７回関東大学リーグ戦（１部）：６位
第６３回全日本大学バスケットボール選手権大会：ベスト８
第４５回関東大学女子選手権大会：優勝
第６１回記念関東大学リーグ戦（１部）：４位
第６３回全日本大学選手権大会：優勝

15 ア式蹴球部 第８５回関東大学サッカーリーグ１部
第３５回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント：１回戦
第１７回関東女子サッカーリーグ：優勝
第２５回関東大学女子サッカーリーグ：優勝
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第２０回全日本大学女子サッカー選手権大会：予選敗退
第３３回全日本女子サッカー選手権大会：ベスト１６

16 馬術部 平成２３年度関東学生馬術三大大会
第４６回関東学生賞典障害飛越競技大会団体：２位・個人：２位（白井美友紀）、５位（照井駿介）、１０位（五十嵐裕哉）
第４６回関東学生賞典馬場馬術競技大会団体：３位・個人：２位（照井駿介）、１２位（佐伯俊彦）、２２位（大西健太）
第６２回関東学生賞典総合馬術競技大会団体：３位・個人：１２位（照井駿介）、１３位（池田幸太郎）、１６位（佐伯俊彦）
関東学生馬術三大大会３種目総合：３位
第４９回関東学生馬術女子競技大会
傷害飛越競技：２位（白井美友紀）・馬場馬術：４位（小田観世）
平成２３年度全日本学生馬術三大大会
第６１回全日本学生賞典障害飛越競技大会団体：５位・個人：６位（照井駿介）、１０位（畠山聖）
第５４回全日本学生賞典馬場馬術競技大会団体：４位・個人：３位（照井駿介）、１２位（佐伯俊彦）
第５４回全日本学生賞典総合馬術競技大会団体：４位・個人：７位（照井駿介）
全日本学生馬術三大大会３種目総合：４位
第８１回関東学生馬術争覇戦：２位

17 卓球部 平成２３年度春季関東学生卓球リーグ戦男子：２位・女子：２位
平成２３年度関東学生卓球選手権大会男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：３位（御内健太郎）、女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：ベスト８（田中彩能、中尾優子）
第８１回全日本大学総合卓球選手権大会：ベスト１６（男子）、ベスト８（女子）
平成２３年度秋季関東学生卓球リーグ戦男子：２位・女子：４位
第７８回全日本学生卓球選手権大会
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：２位（笠原弘光）、ベスト４（御内健太郎）、ベスト１６（岩崎栄光）・男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト１６（笠原弘光、板倉健信）
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：ベスト４（中尾優子）、ベスト８（中島美早希）・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト８（平船亜美、小室奈緒）
第８回全日本学生選抜卓球選手権大会 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：３位（笠原弘光）、ベスト４：（御内健太郎）、ベスト１６（岩崎栄光）
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：２位（中島美早希）、ベスト１６（中尾優子）

18 ボクシング部 第６４回関東学生ボクシングトーナメント２部リーグ：４位
第８１回全日本選手権：２回戦（下河博史）

19 体操部 第６５回全日本体操競技個人総合選手権大会男子個人総合：１０位（田中康久）、１９位（武内智之）
第４４回東日本学生新体操選手権大会女子総合：１７位（山脇麻衣）、３２位（阿部友紀）
第５０回NHK杯男子個人総合：２２位（武内智之）
第６３回全日本学生新体操選手権大会女子個人総合：１６位（山脇麻衣）
第６５回全日本学生体操競技選手権大会男子１部団体総合：５位
男子１部個人総合：３６位（田中康久）
女子２部個人総合：１７位（森長香菜）
第６４回全日本体操競技団体・種目別選手権大会男子団体：１１位、男子種目別つり輪：９位（田中康久）

20 空手部 第４７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：１回戦
第３９回関東学生空手道選手権大会男子個人戦：ベスト８（羽柴紘一）
第５５回全日本学生空手道選手権大会：２回戦（羽柴紘一）、３回戦（丸山政宏）
第２２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）、３回戦（丸山政宏）
・男子個人戦67キロ級：４回戦（増井裕太）・男子個人戦75キロ級：３回戦（谷崎遼介）、３回戦（薬師寺拓哉）
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・女子個人戦68キロ級：ベスト４（森井美香）
第５４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：１回戦
第５５回全日本大学空手道選手権大会：３回戦

21 バレーボール部 秋季関東大学男子１部リーグ戦：１０位
第３０回東日本大学バレーボール選手権：ベスト３２（男子）、ベスト８（女子）
第６４回全日本大学男子バレーボール選手権大会：３回戦
秋季関東大学女子１部リーグ戦：１２位（２部降格）
第５８回全日本大学女子バレーボール選手権大会：３回戦

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：２位（石田智嗣）・84㎏級：３位（山口剛）
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ120㎏級：優勝（前川勝利）
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：優勝（田中亜里沙）、２位（藤川千晶）・51㎏級：３位（杉本恵）・55㎏級：３位（小黒真愛）
59kg級：優勝（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60㎏級：優勝（石田智嗣）
74㎏級：２位（北村公平）・84㎏級：優勝（山口剛）・96㎏級：優勝（大阪昴）
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ96㎏級：優勝（大坂昂）・120kg級：２位（前川勝利）・女子51kg級：２位（杉本恵）・女子55kg級：３位（新井千明）
全日本女子オープンレスリング選手権大会51㎏級：３位（杉本恵）・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：３位・個人55㎏級：３位（西洸大）
74㎏級：３位（北村公平）・84㎏級：３位（山口剛）・120㎏級：２位（前川勝利）
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66㎏級：２位（田中幸太郎）・74㎏級：２位（北村公平）
84㎏級：２位（山口剛）・120㎏級：２位（前川勝利）
天皇杯全日本レスリング選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ66㎏級：２位（石田智嗣）・84㎏級：３位（山口剛）
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ120㎏級：２位（前川勝利）

23 自動車部 平成２３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
平成２３年度全関東学生ジムカーナ選手権大会 男子団体の部：５位・男子個人の部：４位（上山晃平）
平成２３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：３位・男子個人の部：３位（上山晃平）
平成２３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：７位
平成２３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：４位
男子小型貨物個人の部：２位（金子楓）・女子小型貨物個人の部：３位（岩脇彩香）
平成２３年度全関東総合杯 男子団体の部：３位
平成２３年度全日本総合杯 男子団体の部：５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Aブロック：３位
25 ヨット部 関東スナイプ選手権：７位、２０位、３０位、３８位

関東４７０選手権：６位、８位、１１位、６６位
東日本スナイプ選手権：７位、１１位、１８位、４３位、５５位、６４位
関東学生個人選手権大会 ４７０級：４位（市川航平、石橋賢人、谷口諒介）、８位、１３位、２９位、７０位
スナイプ級：優勝（横田敏一、井阪智）、８位、１４位、１５位、１９位、４３位、５４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：２位
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全日本学生ヨット個人選手権大会 ４７０級：６位、１４位、２１位・スナイプ級：１０位、２８位、２９位、３３位
全日本学生女子ヨット選手権大会 総合：６位・４７０級：２位・スナイプ級：１１位、１２位
秋季関東学生ヨット選手権大会 総合：２位・４７０級：優勝・スナイプ級：２位
全日本学生ヨット選手権大会 総合：３位・４７０級：３位・スナイプ級：３位

26 ハンドボール部 平成２３年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦男子：優勝
平成２３年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦男子：２位
平成２３年度第５４回全日本学生ハンドボール選手権大会：男子２位
平成２３年度全日本ハンドボール総合選手権大会：男子２回戦
平成２３年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子：５位
平成２３年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦女子：７位
平成２３年度第４７回全日本学生ハンドボール選手権大会：女子１回戦

27 ホッケー部 平成２３年度春季関東リーグ男子：６位・女子：３位
全日本大学ホッケー王座決定戦女子：１回戦
東日本インカレ男子：２回戦・女子：優勝
平成２３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：２回戦・女子：２回戦

28 フェンシング部 ２０１１年関東学生フェンシングリーグ戦男子フルーレ：１部４位・男子エペ：１部２位・男子サーブル：２部１位・
女子フルーレ：１部２位・女子エペ：１部６位・女子サーブル：１部２位
第６１回全日本王座選手権大会男子エペ：４位・女子フルーレ：２位・女子サーブル：３位
第６３回関東学生フェンシング選手権大会男子フルーレ：優勝（北川隆之介）
男子フルーレ団体：２位・男子エペ団体：５位・男子サーブル団体：６位
女子フルーレ団体：３位・女子エペ団体：８位・女子サーブル団体：２位
第５１回全日本大学対選手権大会・第６１回全日本個人選手権大会
男子フルーレ：３位北川隆之介・男子エペ２位（萩原宏樹）
女子フルーレ：優勝（平石典子）、６位（田村須美礼）・女子エペ：８位（田村須美礼）・女子サーブル：８位（多田真望）
男子フルーレ団体：９位・男子エペ団体：２位・男子サーブル団体：８位
女子フルーレ団体：２位・女子サーブル団体：４位
第６４回全日本フェンシング選手権大会男子エペ団体：ベスト８・女子フルーレ団体：ベスト８・女子サーブル団体：ベスト８

30 軟式庭球部 第３０回関東大学対抗ソフトテニス競技大会男子：ベスト８・女子：２位
関東学生ソフトテニス春季リーグ男子：優勝・女子：２位
第４７回全日本ソフトテニスクラブ対抗大会男子：優勝
関東学生ソフトテニス秋季リーグ男子：優勝・女子：２位
第３１回全日本大学ソフトテニス王座決定戦男子：２位・女子：優勝
第６１回東日本大学対抗ソフトテニス競技大会男子：優勝・女子：２位
第６５回全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会男子：３位・女子：３位
第６５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：ベスト３２（品川・黒羽組、熊谷・田中組、桂・内山組）・女子：ベスト１６（安川・渕田組）
全日本学生ソフトテニスインドア大会男子：ベスト８（品川・黒羽組、満屋・泉山組、荻野・川尻組）・女子：ベスト１６（柏原・石井組）
全日本シングルス選手権大会男子：２位（松崎誠也）、ベスト８（中本圭哉、品川貴紀、桂拓也）
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全日本学生ソフトテニス選手権大会男子：２位（品川・中本組）、ベスト３２（桂・泉山組、満屋・；能口組、荻野・内山組）
女子：３位（安川・石井組）、ベスト８（柏原・大槻組）、ベスト１６（林・渕田組）、ベスト３２（田中真・田中有組）
全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会男子：３位（中本圭哉、桂拓也）、ベスト８（内山陸基、小栗元貴）
女子：優勝（安川真璃子）、ベスト８（守屋舞）

31 準硬式野球部 平成２３年度春季東京六大学準硬式野球リーグ戦：優勝
第６３回全日本大学準硬式野球選手権大会：１回戦
平成２３年度秋季東京六大学準硬式野球リーグ戦：優勝

32 自転車部 第１３回全日本学生選手権クリテリウム大会：２位（入部正太朗）
第５１回東日本学生選手権自転車競技大会男子団体追い抜き：２位・男子ケイリン：２位（今井一誠）・男子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ：２位（入部正太朗）
第５２回全日本学生選手権自転車競技大会・男子ｹｲﾘﾝ：優勝（今井一誠）・男子個人追い抜き：２位（佐々木龍）
男子ｽｸﾗｯﾁ：５位（佐々木勇輔）、男子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ：２位（入部正太朗）・男子ﾏﾃﾞｨｿﾝ：３位（佐々木・三浦）
文部科学大臣杯第６７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：６位
男子団体追い抜き：２位・男子ｹｲﾘﾝ：３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：７位（入部正太朗）
男子ﾀﾝﾃﾞﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ：優勝（今井・佐々木）・女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ：６位（合田祐美子）・男子ロードレース：１３位（田渕圭）

33 バドミントン部 関東学生選手権男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：ベスト８（丸尾亮太郎）・男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト８（丸尾・嘉村昌）
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：ベスト４（玉木絵里子）・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：２位（桜井・西山）
東日本学生選手権団体男子：ベスト１６・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４（玉木絵里子）・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：２位
関東学生秋季リーグ男子：１部４位・女子：１部３位
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：ベスト１６（村上・原田）・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ベスト８（桜井・西山）、ベスト８（亀田・関川）

34 航空部 第１４回東京六大学対抗グライダー競技大会：優勝
36 ゴルフ部 第５８回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権：３０位タイ（松本直輸）

平成２３年度関東大学秋季Aブロックリーグ戦：６位
第４７回会長杯争奪関東女子学生ゴルフ選手権：５位（園田麻里加）

37 ウエイトリフティング部 ２０１１年度第７１回全日本ウエイトリフティング選手権大会男子69㎏級：６位（和田大河）
２０１１年度第２５回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会
女子53㎏級：９位（松山洋香）・女子58㎏級：３位（吉野千枝里）・女子63㎏級：優勝（松本潮霞）、２位（高岸冴佳）
２０１１年度第３９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62㎏級：８位（永山大地）、９位（雨宮成）
男子69㎏級：６位（伊藤大永）・男子77㎏級：優勝（武井誠一郎）・男子85㎏級：２位（安達貴弘）、６位（三浦周平）
男子105㎏級：７位（吉田智貴）
２０１１年度第３５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）、６位（神谷勇斗）、７位（雨宮成）
男子69kg級：５位（小栗統司）・男子85kg級：優勝（安達貴弘）、４位（三浦宏也）、１０位（堀井勇也）・男子94kg級：１４位（三浦周平）
女子48㎏級：２位（田窪紗香）
２０１１年度第５７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62㎏級：８位（神谷勇斗）・男子69㎏級：優勝（大塚一樹）、
８位（伊藤大永）・男子77㎏級：優勝（武井誠一郎）・男子85㎏級：５位（安達貴弘）、１１位（三浦宏也）
男子94㎏級：１１位（比嘉良士）・男子105㎏級：７位（吉田智貴）
２０１１年度第１２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58㎏級：２位（見附絵莉）、６位（松山洋香）
女子63㎏級：優勝（吉野千枝里）、２位（松本潮霞）
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38 射撃部 平成２３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50mP60：８位（吉田友香）
平成２３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：９位・女子：６位・個人50mP60：７位（吉田友香）
・個人10mS40：４位（蛯原綾乃）
全日本学生ライフル射撃選手権大会総合団体女子：７位

39 合気道部 第４３回関東学生合気道春季大会
男子乱取団体戦：優勝・女子乱取団体戦：優勝・男子演武対徒手：優勝（本坂裕貴）・女子演武対武器：優勝（安達莉実）
第１５回関東学生合気道個人競技大会 男子乱取個人戦：優勝（杉山友斗）・女子乱取個人戦：優勝（乙竹美佳）
第４２回全日本学生合気道競技大会 男子乱取団体戦：優勝・女子乱取団体戦：優勝
・男子乱取個人戦：優勝（本坂裕貴）・女子乱取個人戦：優勝（乙竹美佳）・男子演武対徒手：優勝（本坂裕貴）
・男子演武対武器：優勝（白形優太）・女子演武対武器：優勝（安達莉実）

40 アーチェリー部 ２０１１年度関東学生アーチェリー男子リーグ戦：２部
２０１１年度関東学生アーチェリー女子リーグ戦：１部２位
第２１回全日本学生アーチェリー東日本大会女子：９位、１５位
２０１１年度女子王座決定戦：４位

41 ソフトボール部 第４１回関東大学ソフトボール選手権大会男子：３位・女子：優勝
第２６回東日本大学ソフトボール選手権男子：優勝、女子１回戦
第４６回全日本大学ソフトボール選手権大会男子：１回戦・女子：３位

42 日本拳法部 第２４回東日本大学リーグ戦：３位
第２４回全国選抜選手権：２位
第２４回矢野杯争奪東日本学生個人選手権大会男子：２位（中村泰人）
第２２回東日本大学選手権大会：ベスト８
全日本学生拳法個人選手権大会：３位（中村泰人）
第５６回全日本学生拳法選手権大会：３位

43 ラクロス部 第２４回関東学生リーグ戦男子：優勝・女子：５位
第３回全日本ラクロス大学選手権大会：男子優勝
第２２回ラクロス全日本選手権大会：男子準決勝敗退

44 少林寺拳法部 第４８回少林寺拳法関東学生大会 総合：２位
第４５回少林寺拳法全日本学生大会 総合：優勝


