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□【１】秋季リーグ戦（男子１部／女子２部）日程 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 2019 年度秋季リーグ戦の日程および組合せは以下の通りです。なお、今後 

変更等が発生することがありますので、他大学の組合せ等を含め、詳細につ 

いては関東学連のホームページをご参照ください。 

（http://kanto.volleyball-u.jp/tournament/league-fall/5205） 

  

 《男子１部》 

【第１日】 ９月７日(土)  会場：駒澤公園総合運動場体育館 

  青山学院大学［Ｂコート第３試合］ 

【第２日】 ９月８日(日)  会場：駒澤公園総合運動場体育館 



  東京学芸大学［Ａコート第２試合］ 

【第３日】 ９月１４日(土)            会場：キッコーマンアリーナ 

  日本大学［Ａコート第２試合］ 

【第４日】 ９月１５日(日)            会場：キッコーマンアリーナ 

  順天堂大学［Ａコート第１試合］ 

【第５日】 ９月２１日(土)            会場：小田原アリーナ 

  駒澤大学［Ａコート第３試合］ 

【第６日】 ９月２２日(日)            会場：小田原アリーナ 

  日本体育大学［Ａコート第３試合］ 

【第７日】 ９月２８日(土)            会場：専修大学生田キャンパス体育館 

  専修大学［Ｂコート第１試合］ 

【第８日】 ９月２９日(日)            会場：専修大学生田キャンパス体育館 

  筑波大学［Ｂコート第２試合］ 

【第９日】 １０月１９日(土)         会場：日体大健志台米本記念体育館 

  中央大学［Ｂコート第１試合］ 

【第 10 日】 １０月２０日(日)       会場：日体大健志台米本記念体育館 

  明治大学［Ａコート第１試合］ 

【第 11 日】 １０月２６日(土)       会場：日体大健志台米本記念体育館 

  東海大学［Ａコート第３試合］ 

  

 ※第一試合開始時間：11:00～ 

  
  

 《女子２部》 

【第１日】 ９月１５日(日)            会場：神奈川大学横浜キャンパス体育館 

  江戸川大学［Ａコート第２試合］ 

【第２日】 ９月２１日(土)            会場：神奈川大学横浜キャンパス体育館 

  宇都宮大学［Ｂコート第１試合］ 

【第３日】 ９月２２日(日)            会場：神奈川大学横浜キャンパス体育館 

  都留文科大学［Ｂコート第２試合］ 

【第４日】 ９月２８日(土)            会場：江戸川大学第一体育館 

  国際武道大学［第１試合］ 

  

【第５日】 ９月２９日(日)            会場：江戸川大学第一体育館 

  敬愛大学［第２試合］ 

【第６日】 １０月５日(土)            会場：神奈川大学横浜キャンパス体育館 



  桜美林大学［Ｂコート第２試合］ 

【第７日】 １０月６日(日)            会場：神奈川大学横浜キャンパス体育館 

  神奈川大学［Ｂコート第１試合］ 

【第８日】 １０月２０日(日)         会場：神奈川大学横浜キャンパス体育館 

  対戦相手未定 

【第９日】 １０月２６日(土)         会場：江戸川大学第一体育館 

  対戦相手未定 

【第 10 日】 １０月２７日(日)       会場：江戸川大学第一体育館 

  対戦相手未定 

  

 ※第一試合開始時間：神奈川大使用時 11:00～、江戸川大使用時 10:00～ 

 ※神奈川大学横浜キャンパスへのアクセス 

 ・東急東横線「白楽駅」または「東白楽駅」から徒歩 13 分 

  https://www.kanagawa-u.ac.jp/access/yokohama/index.html 

 ※江戸川大学へのアクセス 

 ・つくばエクスプレス・東武アーバンパークライン「流山おおたかの森駅」 

  から徒歩 18 分 

 ・東武アーバンパークライン「豊四季駅」から徒歩 12 分 

 ・JR「柏駅」から西口より東武バス（2 番のりば）に乗車、「梅林バス停」 

  で下車（約 5 分） 

  https://www.edogawa-u.ac.jp/koutuu/ 
  
  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□【２】春季リーグ戦（男子１部／女子２部）結果 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 2019 年度春季男女１部バレーボールリーグ戦の戦績は以下の通りです。 

  

 《男子１部》 

 １日目 4 月 6 日(土)   会場：日本体育大健志台米本体育館 

 ○ 早稲田 3-0 専修大（25-20, 25-19, 25-18） 

  〔応援者〕関山(S37)、遠藤(S46)、高野(S55)、田中(S57)、小野瀬(S60)、 

       鵜野(H31)、宮下(H31)、熊野(H31)、正本(H31)、赤枝(H31) 

 ２日目 4 月 7 日(日)   会場：日本体育大健志台米本体育館 

 ○ 早稲田 3-1 慶應大（25-19, 18-25, 25-23, 25-17） 

  〔応援者〕古我(S27)、関山(S37)、福田(S44)、仙北谷(S44)、遠藤(S46)、 



       倉橋(S48)、菊地(S54)、田中(S57)、小野瀬(S60)、吉井(S61)、 

       三浦(S62)、木下(H6)、加賀(H17) 

 ３日目 4 月 13 日(土)   会場：東海大学湘南キャンパス体育館 

 ○ 早稲田 3-0 東京学芸大（25-18, 25-22, 25-16） 

  〔応援者〕遠藤(S46)、田中(S57)、小野瀬(S60)、三浦(S62) 

 ４日目 4 月 14 日(日)   会場：東海大学湘南キャンパス体育館 

 ○ 早稲田 3-0 駒澤大（25-23, 25-17, 25-16） 

  〔応援者〕遠藤(S46)、田中(S57)、小野瀬(S60) 

 ５日目 4 月 20 日(土)   会場：順天堂大学さくらキャンパス体育館 

 ○ 早稲田 3-1 日本大（22-25, 25-18, 25-15, 25-11） 

  〔応援者〕福田(S44)、吉井(S61)、赤枝(H31) 

 ６日目 4 月 21 日(日)   会場：順天堂大学さくらキャンパス体育館 

 ○ 早稲田 3-0 順天堂大（25-16, 25-19, 25-23） 

  〔応援者〕高野(S55)、吉井(S61) 

 ７日目 4 月 27 日(土)   会場：キッコーマンアリーナ 

 ○ 早稲田 3-0 中央大（25-18, 25-15, 25-19） 

  〔応援者〕西川(S39)、風嵐(S51)、小野瀬(S60)、吉井(S61)、加賀(H30) 

 ８日目 4 月 28 日(日)   会場：キッコーマンアリーナ 

 ○ 早稲田 3-0 東海大（25-22, 25-20, 25-21） 

  〔応援者〕上村前部長、西川(S39)、福田(S44)、倉持(S57)、斉藤(S59)、 

       小野瀬(S60)、鈴木(H2)、斉藤(H3)、池田(H7)、加賀(H30)、 

       中野(H31)、前田(H31)、宮下(H31) 

 ９日目 5 月 11 日(土)   会場：小田原アリーナ 

 ○ 早稲田 3-0 明治大（25-21, 25-17, 25-14） 

  〔応援者〕高木(S41)、鈴木(S44)、福田(S44)、内田(S45)、倉橋(S48)、 

       田中(S57)、正本(H31) 

 10 日目 5 月 12 日(日)   会場：小田原アリーナ 

 ○ 早稲田 3-1 筑波大（25-17, 25-19, 18-25, 26-24） 

  〔応援者〕鈴木(S44)、福田(S44)、菊地(S54)、高野(S55)、金川(S57)、 

       田中(S57) 

 11 日目 5 月 18 日(土)   会場：浦安総合体育館 

 ○ 早稲田 3-0 日本体育大（25-16, 25-21, 25-22） 

  〔応援者〕倉橋(S48)、菊地(S54)、高野(S55)、吉井(S61)、三浦(S62)、 

       宮下(H14)、加賀(H30)、正本(H31)、赤枝(H31) 

  



  〔最終結果〕１部１位（１１勝０敗）４季連続２７回目 

                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  〔個 人 賞〕最優秀選手賞/リベロ賞・・・堀江 友裕（スポ４、開智高） 

        ブロック賞・・・村山  豪（スポ３、駿台学園高） 

        レシーブ賞・・・村本 涼平（法４、洛南高） 

        セッター賞・・・中村 駿介（スポ３、大塚高） 

        新人賞/会長特別賞・・・大塚 達宣（スポ１、洛南高） 

        優勝監督賞・・・松井 泰二 

  

 《女子２部》 

 １日目 4 月 13 日(土)   会場：大東文化大東松山総合体育館 

 ○ 早稲田 3-0 国際武道大（25-23, 25-13, 25-10） 

  〔応援者〕福田(S44)、高野(S55)、大野(S57)、森佳(H31)、森昌(H31)、 

       宮田(H31)、赤枝(H31) 

 ２日目 4 月 14 日(日)   会場：大東文化大東松山総合体育館 

 ○ 早稲田 3-0 神奈川大（25-23, 25-14, 25-19） 

  〔応援者〕高野(S55)、木下(H6)、松本(H8)、赤枝(H31) 

 ３日目 4 月 20 日(土)   会場：大東文化大東松山総合体育館 

 ○ 早稲田 3-0 武蔵丘短大（25-13, 25-18, 25-20） 

  〔応援者〕高野(S55)、小野瀬(S60)、木下(H6)、加賀(H17) 

 ４日目 4 月 21 日(日)   会場：大東文化大東松山総合体育館 

 ○ 早稲田 3-0 宇都宮大（25-18, 25-17, 28-26） 

  〔応援者〕福田(S44)、金川(S57)、小野瀬(S60)、木下(H6)、岡野(H30) 

 ５日目 4 月 27 日(土)   会場：大東文化大東松山総合体育館 

 ○ 早稲田 3-0 江戸川大（25-15, 25-18, 25-20） 

  〔応援者〕菊地(S54)、木下(H6)、宮下(H14) 

 ６日目 4 月 28 日(日)   会場：大東文化大東松山総合体育館 

 ● 早稲田 1-3 敬愛大（25-13, 22-25, 20-25, 24-26） 

  〔応援者〕木下(H6)、岡本(H13) 

 ７日目 5 月 11 日(土)   会場：大東文化大東松山総合体育館 

 ○ 早稲田 3-0 大東文化大（25-17, 25-18, 22-25, 25-22） 

  〔応援者〕高野(S55)、小野瀬(S60)、中谷(H15)、芹澤(H30)、浅野(H30) 

 ８日目 5 月 12 日(日)   会場：大東文化大東松山総合体育館 

 ○ 早稲田 3-1 神奈川大（26-24, 26-24, 20-25, 25-21） 

  〔応援者〕小野瀬(S60)、木下(H6)、宮下(H14)、塚越(H23) 



 ９日目 5 月 18 日(土)   会場：大東文化大東松山総合体育館 

 ● 早稲田 1-3 大東文化大（17-25, 25-18, 23-25, 18-25） 

  〔応援者〕金川(S57)、大野(S57)、木下(H6) 

 10 日目 5 月 19 日(日)   会場：大東文化大東松山総合体育館 

 ● 早稲田 1-3 敬愛大（15-25, 18-25, 25-16, 24-26） 

  〔応援者〕福田(S44)、小野瀬(S60)、木下(H6)、森昌(H31)、宮田(H31) 

  

  〔最終結果〕２部３位（７勝３敗） 

               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  〔個 人 賞〕ベストスコアラー賞/サーブ賞/新人賞 

              ・・・中澤 恵（スポ１、金蘭会高） 

        ブロック賞 ・・・齋藤 友里（社２、敬愛学園高） 

        リベロ賞  ・・・河治 えみり（社３、旭川事業高） 

  
  

  男子１/２部間の入替戦結果 

 東京学芸大（1 部 11 位）3-1 国 士 舘大（2 部 2 位） 東京学芸大 １部残留 

 慶 應 大（1 部 12 位）1-3 青山学院大（2 部 1 位） 青山学院大 １部昇格 

  

  女子１/２部間の入替戦結果 

 松 蔭 大（1 部 11 位）3-1 敬 愛 大（2 部 2 位） 松 蔭 大 １部残留 

 桜 美 林大（1 部 12 位）2-3 大東文化大（2 部 1 位） 大東文化大 １部昇格 

  

  女子２/３部間の入替戦結果 

 国際武道大（2 部 7 位）3-1 立 教 大（3 部 2 位） 国際武道大 ２部残留 

 武蔵丘短大（2 部 8 位）0-3 都留文科大（3 部 1 位） 都留文科大 ２部昇格 

  
  
  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□【３】東日本インカレ 結果 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 2019 年度第 38 回東日本大学バレーボール選手権大会（東日本インカレ）が 

北海道札幌市にて開催されました。本学の結果は以下の通りです。 

  

 《男子》 

 6 月 26 日(水) グループ戦  会場：北海きたえーるメインアリーナ 



 ○ 早稲田 2-0 山形大（25-13, 25-16） 

 6 月 27 日(木) ２回戦    会場：北海きたえーるメインアリーナ 

 ○ 早稲田 3-0 東北福祉大（25-16, 25-18, 25-16） 

 6 月 28 日(金) ３回戦    会場：北海きたえーるメインアリーナ 

 ● 早稲田 0-3 青山学院大（22-25, 19-25, 21-25） 

  

                   結 果：３回戦敗退（ベスト 16） 

                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 《女子》 

 6 月 26 日(水) グループ戦  会場：札幌市東区体育館 

 ○ 早稲田 2-0 旭川大（25-16, 25-14） 

 6 月 27 日(木) １回戦    会場：北海きたえーるサブアリーナ 

 ● 早稲田 0-3 青山学院大（18-25, 17-25, 15-25） 

  

                   結 果：１回戦敗退 

                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□【４】黒鷲旗全日本男女選抜大会 結果 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 5 月 1 日(水)～5 月 6 日(祝)の日程で、丸善インテックアリーナ大阪を会場と 

して第 68 回黒鷲旗全日本男女選抜大会が開催され、予選グループ戦 3 連勝とし、 

大学のチームとして 2010 年度の東海大学以来の決勝トーナメント進出を果たし 

ました。結果は以下の通りです。 

  

 《予選グループ》 

 １日目 5 月 1 日(水) 

 ○ 早稲田 3-2 堺（28-26, 17-25, 23-25, 25-21, 22-20） 

 ２日目 5 月 2 日(木) 

 ○ 早稲田 3-1 豊田合成（24-26, 25-21, 28-28, 25-23） 

 ３日目 5 月 3 日(金) 

 ○ 早稲田 3-1 富士通（25-22, 25-21, 22-25, 25-15） 

 《決勝トーナメント》 

 ４日目 5 月 4 日(土) 

 ● 早稲田 1-3 東レ（25-21, 16-25, 20-25, 21-25） 

  

 [期間中の応援者] 熊野(H31)、正本(H31)、小谷(H25)、小田(H12) 



  

              結 果：決勝トーナメント進出（ベスト８） 

                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□【５】早慶バレーボール定期戦 結果 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 6 月 9 日(日)に竣工間もない早稲田アリーナにて開催されました。体育会が 

使用する初めての試合でした。結果は以下の通りです。 

  

 《男子》 

 ○ 早稲田 3-2 慶 応（25-21，25-27, 25-15，22-25, 15-13） 

                        通算成績： 64 勝 19 敗 

 《女子》 

 ○ 早稲田 3-0 慶 応（25-13, 25-10, 25-9）  通算成績： 33 勝 3 敗 

  

 〔応援者〕 

 杉山(S26)、関山(S37)、土川(S37)、安澤(S39)、西尾(S41)、高木(S41)、 

 大塚(S43)、福田(S44)、仙北谷(S44)、内田(S45)、遠藤(S46)、倉橋(S48)、 

 菊地(S54)、倉持(S54)、高野(S55)、岡元(S55)、金川(S57)、大野(S57)、 

 斉藤(S59)、小野瀬(S60)、吉井(S61)、麻生(S61)、三浦(S62)、今橋(H2)、 

 中島(H3)、北山(H4)、飯塚(H4)、木下(H6)、池田(H7)、松澤(H12)、 

 宮下(H14)、中谷(H15)、加賀(H17)、弘津(H20)、塚越(H23)、加賀(H29)、 

 中野(H31)、熊野(H31)、赤枝(H31) 

 今田(S31)、金巻(S42)、皆川(S56)、斉藤(H3)、佐々木(H5)、宇津城(H5)、 

 山下(H6)、藤本(H6)、江澤(H11)、川辺(H16)、古矢(H16)、加賀(H16)、 

 坂井(H16)、嶋田(H19)、篠(H25)、芹澤(H30)、浅野(H30) 

  
  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□【６】2019 年度稲門体育会々員総会 開催報告 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 7 月 27 日(土)午後３時より早稲田アリーナに於いて「2019 年度稲門体育会々 

員総会」を開催しました。今回は、昨年 12 月に竣工した早稲田アリーナと 

スポーツミュージアムのお披露目を兼ね、約 1,000 名の大学、系属・付属高校 

関係者、４４部の OB/OG が集まりました。 

 会はまず、河野洋平会長が「学生達の競技力向上のために、大いに指導力を 



発揮していただきたい。また、近年頑張っている女子選手達の支援にも更に力 

を入れていきたい」と述べ、田中愛治総長のビデオメッセージに続いて、友添 

秀則理事が「来年の東京五輪には、早稲田から３２名の出場を目標にしており、 

そのために出来る限りの努力をします」と挨拶しました。 

 この後、石井昌幸競技スポーツセンター所長の音頭で乾杯、続いて懇親会で 

は、広いフロアーに種目、年代ごとに話の輪が出来、会は大いに盛り上がりま 

した。 

 また、瀬古利彦（競走部）、小宮山悟（野球部）、八木沼純子（スケート部） 

の３氏が壇上から、それぞれの種目の現状や後輩の選手達への思いを熱く語り、 

最後に応援部現役のリードで校歌を斉唱し散会しました。 

  

 尚、閉会後出席者からは、普段余り会うことのない新旧の OB,OG の交流、交歓 

が出来て今後の周年記念事業や OB 会の運営、活動に弾みがつき、大変有意義で 

した。との声が多く寄せられました。 

  

【稲門バレーボール倶楽部の出席者】 

 来賓として、森国(S52) 早稲田実業学校 初等部校長 

       塚越(H23) 早稲田本庄高等学院 体育科主任 

 今田(S31)、広田(S36)、仙北谷(S44)、針谷(S45)、倉橋(S48)、坂東(S53)、 

 菊地(S54)、岡元(S55)、高野(S55）、皆川(S56)、大野(S57)、秋沢(S58)、 

 小野瀬(S60)、麻生(S61)、河野(S62)、大庭(H1)、今橋(H2)、宇野(H4)、 

 船山(H6)、山川(H8)、江澤(H11)、藤本(H13) 

                       （常任委員 仙北谷 力記） 

  
  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□【７】ホームページリニューアル 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 本年度に入り「早稲田大学バレーボール部ホームページ」のリニューアル 

に取り組んでまいりました。不具合等反映しながら改変してまいりましたが、 

この度、8 月 27 日付で正式にリリースする運びとなりました。 

 スマートホンにも対応していますのでご活用下さい。 

  

 新ホームページ URL  https://wasedavolley.org/ 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



□【８】訃報 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

 ●永岡 剛さん（S63 卒） 2019 年 4 月 21 日逝去 

  

  故人のご冥福をお祈り申し上げます。 

   
  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□【９】2018 年度 早稲田アリーナ募金 団体実績 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

早稲田アリーナ募金の 2018 年度寄付実績が公開されたのでお知らせ致します。 

  

  稲門バレーボール倶楽部・・・2,685,000 円 <累計額 3,355,000 円> 

  

 以下の方々よりご寄付いただきました。この場をお借りし御礼申し上げます。 

  佐藤(S35)、小森(S36)、関山(S37)、土川(S37)、菊地(S42)、安藤(S54)、 

  山本(S54)、皆川(S56)、金川(S57)、西塚(S60)、吉井(S61)、麻生(S61)、 

  大庭(H1)、木下(H6)、藤本(H6)、赤枝(H31) 

  

 寄付募集期間は今年度末までとなっていますので、不明な点等ございました 

 ら木下宛にご連絡ください。  

  
  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□【10】会費納入状況（前回掲載分～2019/7/31 確認済分） 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

《男子》 

［郵便振替・口座振込等］ 

 杉山(S26)、古我(S27)、安澤(S39)、別井(S48)、坂東(S53)、和田(S59)、 

 伊東(H12)、塩川(H22)、赤枝(H31) 

  

《女子》 

［郵便振替・口座振込等］ 

 安澤(S42)、浜根(H8)、皆川(S56)、松藤(H8)、飯野(H8)、吉田(H10)、 

 江澤(H11)、渡部(H13)、中谷(H16) 

  



  

［稲門会費振込先］ 

 《男子》 

 りそな銀行 早稲田支店 (普) 0810772「稲門バレーボール倶楽部」 

 郵便振込口座     00150-0-540253「稲門バレーボール倶楽部」 

 《女子》 

 みずほ銀行 新浦安支店 (普) 1720192「クガナツコ」 

 郵便振込口座     00140-1-396586「稲門バレーボール倶楽部女子部」 

  

 会費は年額 12,000 円[男子]／8,000 円[女子]となっており、納入は上記にの 

口座への振込の他、口座引落も可能です。ご希望の方は木下宛にご連絡ください。 

  
  

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

【連絡先】 

 総務副委員長：木下 健 090-1614-6754，kinoken＠waseda.jp 

 総務委員（広報 G）：加藤豊子・岩崎優・倉持永 

 現役男子部主務 寺石周防(政経４)、現役女子部主務 高木万莉子(政経４) 

  男子 連絡先 waseda.mens.volleyball.team@gmail.com 

    ブログ http://ameblo.jp/wasedamensvolleyballclub/ 

  女子 連絡先 waseda.vb@gmail.com 

   facebook https://www.facebook.com/ZaoDaoTianDaXueNuZibareboruBu 
    Twitter https://twitter.com/waseda_vb 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

  
  
 


