
保健体育センター作成資料

活躍する法政アスリート

主要大会結果(2021年4月～2022年3月)

国際大会（世界選手権、アジア大会、ワールドシティゲームズなど）

体育会名 氏名 カテゴリー 大会名 競技結果

スケート部（IH部門） 床勇大可（法・1） Ｕ20日本代表
2022IIHF男子U20アイスホッケー世界選手権

DivisionⅠB【エストニア・タリン】
3位

陸上競技部 黒川和樹(現福・2) 陸上400mH 第32回オリンピック競技大会（2020/東京） 予選6位

フェンシング 吉田多聞（経営・3） 男子サーブル日本代表
2021年度フェンシング男女サーブルワールドカップ

トリビシ大会（ジョージア）

小久保真旺（経営・1） 男子サーブル日本代表
2021年度フェンシング男女サーブルワールドカップ

トリビシ大会（ジョージア）

尾崎世梨（法・1） 女子サーブル日本代表
2021年度フェンシング男女サーブルワールドカップ

トリビシ大会（ジョージア）

林祥蓮（文・1） 男子フルーレ日本代表
2021年度フェンシング男子フルーレワールドカップ

パリ大会

中村太郎（法・3） 男子フルーレ日本代表
2021年度フェンシング男子フルーレワールドカップ

パリ大会

浅海聖哉（法・1） 男子エペ日本代表
2021年度フェンシング男子エペワールドカップ　ベ

ルン大会

重量挙部 山下立真（CD・１） 日本代表
2021年世界ジュニア選手権大会【ウズベキスタン共

和国　タシケント】

佐野香太朗（経営・1） 日本代表
2021年世界ジュニア選手権大会【ウズベキスタン共

和国　タシケント】

田宮翼（法・2） 日本代表
2021年世界ジュニア選手権大会【ウズベキスタン共

和国　タシケント】

ボッチャ 個人(運動機能障害BC4) 20位

ボッチャペア(運動機能障害BC4) 8位

スノーボード女子スロープスタイル 5位

スノーボード女子ビッグエア 4位

江崎駿（通教経済学部・2） 東京2020パラリンピック競技大会

第24回オリンピック冬季競技大会（2022/北京）岩渕麗楽（スポ健・2）
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国内大会（全日本選手権、全日本学生選手権（インカレ）など）

体育会名 氏名 カテゴリー 大会名 競技結果

アメリカンフットボール ー 団体
全日本大学アメリカンフットボール選手権決勝三菱

電機杯第76回毎日甲子園ボウル
2位

ボクシング 河本航太生(法・3) フライ級 第91回全日本ボクシング選手権大会 3位

阿部セラ（文・2） 女子500mタイムトライアル 3位

阿部セラ（文・2） 女子スプリント決勝 1位

鈴木保乃華(文・4）

太郎田水桜（文・3）
女子マディソン16㎞選手権大会 3位

女子オムニウムⅠ（スクラッチ） 1位

女子オムニウムⅡ（テンポレース） 2位

女子オムニウムⅢ（エリミネーション） 1位

女子オムニウムⅣ（ポイントレース） 2位

総合 2位

中原航大（経営・４）

松﨑広太（法・４）

鶴淳志（経営・３）

男子チームスプリント 3位

中原航大（経営・４） 男子1㎞タイムトライアル 3位

野寺梓（文・３）

阿部セラ（文・２）
女子チームスプリント 3位

阿部セラ（文・２） 女子スプリント 2位

阿部セラ（文・２） 女子500ｍタイムトライアル 2位

太郎田水桜（文・３） 女子3㎞インディヴィジュアルパシュート 1位

太郎田水桜（文・３） 女子オムニアム 1位

鈴木保乃華（文・４）/

太郎田水桜(文・3）
女子マディソン 1位

サッカー ー 男子団体
２０２１年度第４５回総理大臣杯全日本大学サッ

カートーナメント
優勝

渡邉夢乃（スポ健・3） フリーコンビネーション
 第97回（2021年度）日本選手権水泳競技大会アー

ティスティックスイミング競技
3位

加藤真帆（スポ健・１） Japan　Jrチーム代表 OP

テクニカルルーティンチーム 3位

フリールーティン 3位

デュエットテクニカルルーティン 3位

デュエットフリールーティン 2位

男子200m個人メドレー 1位

男子400ｍ個人メドレー　　 3位

関口真穂（スポ健・3） 女子200m背泳ぎ 3位

柏崎清花 （経済・4） 女子400m個人メドレー 1位

山尾隼人(経済・2） 男子200m平泳ぎ　　 第63回日本選手権（25ｍ）水泳競技大会 3位

スキー 切久保仁朗（現福・2） 男子大回転　　　　　　　　　 第37回全日本学生チャンピオン大会（技術系） 3位

スケート（スピード部門） 北澤佑樹（経営・4） 成年男子1500m 
第77回国民体育大会冬季大会　スケート競技会

（SS）
2位

スケート（フィギュア部門） 渡辺倫果（通教・経済・１） 女子７，８級クラス 第94回日本学生氷上選手権大会 2位

ー 男子団体 2021年度東京六大学春季リーグ戦 優勝

関東選抜：

古川端晴輝(投手）（社・1）

古屋一輝（外野手）（経済・3）

ー 第39回全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会 優勝

太郎田水桜（文・3）
JICF　INTERNATIONAL　TRACK　CUP＆第5回全

日本学生選手権オムニアム大会

文部科学大臣杯第76回全日本大学対抗選手権自転車

競技大会（インカレ）　トラック

自転車競技

第61回全日本学生選手権トラック自転車競技大会

渡邉夢乃（スポ健・3）

日本アーティスティックスイミングチャレンジカッ

プ2021

第97回日本学生選手権水泳競技大会(インカレ）

準硬式野球

水泳

宮本一平（人環・4）
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国内大会（全日本選手権、全日本学生選手権（インカレ）など）

体育会名 氏名 カテゴリー 大会名 競技結果

桑田成仁(経済・4) 男子100m 2位

山路康太郎(経済・3) 男子200m 2位

黒川和樹(現福・2) 男子400mH 優勝

田原蓮(スポ健・1) U20 男子200m 3位

木下祐一(経済・1) U20　男子400m 2位

松本純弥（経済・３） 男子800ｍ　 2位

横地大雅（スポ健・３） 男子110ｍH　 2位

黒川和樹（現福・２） 男子400ｍH　 2位

吉田多聞(経営・３） 男子サーブル 第2回日本学生フェンシング・カップ 2位

ー 男子フルーレ団体 2位

ー 女子サーブル団体 優勝

中村太郎（法・3） 優勝

林祥蓮（文・1） 3位

尾崎世梨（法・1） 女子サーブル 優勝

ー 男子フルーレ団体 2位

ー 女子サーブル団体 優勝

高橋千里香（国文・２） ジュニア女子サーブル　
第2９回JOCジュニア・オリンピック・カップ・フェ

ンシング大会
優勝

嶺岸洸(社・4） 男子シングルス 3位

小川翔悟(経済・3）

佐野大輔（社会・3）
男子ダブルス 3位

内田美羽（経営・1） 女子シングルス 2位

ー 男子総合（団体） 2位

佐野香太朗（経営・１） 61kg級　 優勝

山下立真（CD・1） 73㎏級 2位

佐野香太朗（経営・１） 61㎏級　　 ２位

西田陽風（人環・４） 67㎏級 2位

山下立真（CD・１） 73㎏級 3位

山下憲一（CD・3） 96㎏級　　 3位

田宮翼(法・２） 102㎏級 優勝

澤登健太郎（CD・４） ＋109㎏級 優勝(大会新）

岡裕智（経営・４） 3位

ー 団体総合 優勝

ー 女子団体 第40回全日本女子学生剣道優勝大会 2位

水川晴奈（CD・１） 女子個人 第55回全日本女子学生剣道選手権大会 優勝

根来優羽(文・3） 女子参段以上の部 3位

柳元有未（CD・2） 女子参段以上の部 3位

橋本昂希（社会・2） 男子10mエアライフル立射60発 2位

橋本昂希（社会・2） 男子50mライフル三姿勢60発競技 優勝

ー 男子団体 第33回全国大学弓道選抜大会 2位

宮本愛子（経営・２） 女子個人 第69回全日本学生弓道選手権大会 優勝

モーターボート・水上スキー 神史花（社会・4） 女子3種目総合　　 全日本学生水上スキー選手権大会 3位

剣道

第15回全日本学生剣道オープン大会

2021年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会　第68

回男子総合／第34回女子総合
射撃

弓道

第72回全日本学生バドミントン選手権大会

第67回全日本大学対抗ウェイトリフティング選手権

大会  Ⅰ部

重量挙

バドミントン

第67回全日本学生ウェイトリフティング個人選手権

大会

男子フルーレ

第89回日本学生陸上競技対校選手権大会（インカ

レ）

第71回全日本学生個人選手権大会（インカレ）

第７４回全日本フェンシング選手権大会（団体戦）

（いちご一会とちぎ国体フェンシング競技リハーサ

ル大会）

2021日本学生陸上競技個人選手権大会

陸上競技

第105回日本陸上競技選手権大会・10000ｍ兼

東京2020オリンピック日本代表選手選考競技会兼

第37回U20 日本陸上競技選手権大会

2021年度第61回全日本大学対抗選手権大会（インカ

レ）

フェンシング
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