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

□【１】２０２０年稲門総会ならびに男子部優勝祝賀会 開催案内 

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

 2020 年 2 月 23 日(日)にリーガロイヤルホテル東京にて、2020 年稲門総会ならび 

に男子バレーボール部優勝祝賀会を以下の要領で開催いたします。 



 つきましては、2 月 5 日(水)までに同封した返信用ハガキもしくは別送する開催 

案内メールにて出欠席のご連絡をお願いします。 

  

〔稲門総会〕 

 ■日 時：2020 年 2 月 23 日(日) 10 時 00 分～12 時 00 分（予定） 

 ■場 所：リーガロイヤルホテル東京 ２階ダイヤモンド 

 ■議 事：2019 年 活動報告（総務委員会・指導委員会） 

 2019 年度 会計報告（一般会計・特別会計・現役選手支援基金） 

 2019 年度 監査報告 

 2020 年 役員人事（案） 

 2020 年 活動計画（総務委員会・指導委員会） 

 2020 年度 予算（一般会計）（案） 

 2020 年 新入会員の自己紹介及び現役新体制紹介 

  

〔優勝祝賀会〕 

 ■日 時： 同 日 14 時 00 分～16 時 00 分（予定） 

 ■場 所：リーガロイヤルホテル東京 ３階ロイヤルホール 

  

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

□【２】全日本インカレ 結果 

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

 全日本大学バレーボール選手権大会（第 72 回秩父宮賜杯・第 66 回秩父宮妃賜 

杯）が男女ともに東京で開催され、男子部は決勝で筑波大を下し３連覇を果た 

しました。詳細は以下の通りです。 



  

【男子】 会場：墨田区総合体育館 

 11 月 26 日(火) トーナメント１回戦 

 ○ 早稲田 3-0 東北福祉大          （25-11, 25-15, 25-13） 

 〔応援者〕福田(S44)、倉持(S54)、田中(S57)、貝塚(S59) 

 11 月 27 日(水) トーナメント２回戦 

 ○ 早稲田 3-1 岐阜協立大          （25-15, 25-13, 21-25, 25-19） 

 〔応援者〕福田(S44)、倉持(S54)、田中(S57)、相浦(H6) 

 11 月 28 日(木) トーナメント３回戦 

 ○ 早稲田 3-0 龍谷大   （25-13, 25-18, 25-19） 

 〔応援者〕福田(S44)、倉橋(S48)、倉持(S54)、田中(S57)、甲斐(H9)、 

 正本(H30) 

 11 月 29 日(金) 準々決勝 

 ○ 早稲田 3-0 福山平成大          （25-22, 25-17, 25-21） 

 〔応援者〕上村前部長、福田(S44)、倉持(S54)、田中(S57) 

 11 月 30 日(土) 準決勝 

 ○ 早稲田 3-1 中央大   （25-23, 25-20, 22-25, 25-18） 

 〔応援者〕出居(S40)、福田(S44)、倉本(S54)、高野(S55)、田中(S57)、小野瀬 

 (S60)、吉井(S61)、三浦(S62)、中村(S63)、木下(H6)、村山(H10)、 

 阿部(H29)、宮下(H30)、熊野(H30)、赤枝(H31) 

 12 月 1 日(日) 決勝 

 ○ 早稲田 3-1 筑波大   （25-16, 25-22, 23-25, 25-19） 

 〔応援者〕上村前部長、遠藤(S41)、福田(S44)、仙北谷(S44)、菊地(S54)、 

 倉持(S54)、高野(S55)、岡元(S55)、田中(S57)、小野瀬(S60)、 



 吉井(S61)、三浦(S62)、中村(S63)、知久(S63)、木下(H6)、池田 

 (H7)、姉崎(H12)、宮下(H14)、加賀夫妻(H17)、塚越(H23)、加賀 

 (H29)、阿部(H29)、廣瀬(H29)、土屋(H29)、中野(H30)、前田(H30)、 

 宮下(H30)、熊野(H30)、正本(H30)、森(H30)、赤枝(H31) 

  

 〔結 果〕優勝（３年連続７回目） 

 〔個人賞〕 優秀選手賞、リベロ賞、 

 決勝戦 MIP 賞 ・・・堀江 友裕（スポ４） 

 スパイク賞  ・・・宮浦 健人（スポ３） 

 ブロック賞  ・・・村山 豪（スポ３） 

 セッター賞  ・・・中村 駿介（スポ３） 

 優勝監督賞  ・・・松井 泰二 

  

【女子】 会場：葛飾区水元総合スポーツセンター 

 11 月 26 日(火) トーナメント１回戦 

 ● 早稲田 2-3 園田学園女大（25-23, 21-25, 17-25, 25-22, 13-15） 

 〔応援者〕倉持(S54)、江澤(H11)、赤枝(H31) 

 〔結 果〕１回戦敗退 

  

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

□【３】秋季リーグ戦（男子１部/女子２部）結果 

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

 2019 年度秋季関東大学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 9 月 7 日(土) 会場：駒沢運動公園総合体育館 

 ○ 早稲田 3-0 青山学院大（25-17, 25-11, 25-18） 

 〔応援者〕関山(S37)、倉橋(S48)、菊地(S54)、高野(S55)、金川(S57)、 

 田中(S57)、小野瀬(S60)、三浦(S62)、船山(H6)、池田(H7)、 

 宮下(H14)、七里(H26)、鵜野(H30)、宮下(H30)、熊野(H30)、 

 赤枝(H31) 

 ２日目 9 月 8 日(日) 会場：駒沢運動公園総合体育館 

 ○ 早稲田 3-0 東京学芸大（25-15, 25-19, 25-20） 

 〔応援者〕福田(S44)、仙北谷(S44)、倉橋(S48)、倉持(S54)、田中(S57)、 

 小野瀬(S60) 

 ３日目 9 月 14 日(土) 会場：キッコーマンアリーナ 

 ○ 早稲田 3-1 日本大（25-15, 19-25, 25-21, 25-23） 

 〔応援者〕福田(S44)、高野(S55)、田中(S57)、小野瀬(S60)、今橋(H2)、 

 木下(H6)、池田(H7) 

 ４日目 9 月 15 日(日) 会場：キッコーマンアリーナ 

 ○ 早稲田 3-0 順天堂大（25-21, 26-24, 25-19） 

 〔応援者〕倉持(S54)、田中(S57)、吉井(S61) 

 ５日目 9 月 21 日(土) 会場：小田原アリーナ 

 ○ 早稲田 3-0 駒澤大（25-18, 25-19, 25-21） 

 〔応援者〕鈴木(S44)、高野(S55) 

 ６日目 9 月 22 日(日) 会場：小田原アリーナ 

 ○ 早稲田 3-1 日本体育大（25-22, 25-22, 23-25, 29-27） 

 〔応援者〕福田(S44)、鈴木(S44)、内田(S45)、倉橋(S48)、石川(H23) 



 ７日目 9 月 28 日(土) 会場：専修大学生田キャンパス体育館 

 ○ 早稲田 3-0 専修大（25-22, 25-21, 25-18） 

 〔応援者〕遠藤(S46)、倉橋(S48) 

 ８日目 9 月 29 日(日) 会場：専修大学生田キャンパス体育館 

 ○ 早稲田 3-1 筑波大（25-20, 20-15, 25-17, 25-20） 

 〔応援者〕遠藤(S46)、倉橋(S48)、高野(S55)、金川(S57)、田中(S57)、 

 斉藤(S59)、吉井(S61)、三浦(S62)、斉藤(H3)、池田(H7) 

 ９日目 10 月 19 日(土)  会場：日本体育大学健志台米本記念体育館 

 ○ 早稲田 3-0 中央大（25-19, 25-19, 25-23） 

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

 小野瀬(S60)、正本(H31) 

 10 日目 10 月 20 日(日)  会場：日本体育大学健志台米本記念体育館 

 ○ 早稲田 3-1 明治大（25-21, 23-25, 26-24, 25-15） 

 〔応援者〕古我(S27)、倉橋(S48)、金川(S57)、田中(S57)、三浦(S62)、 

 加賀(H30)、中野(H31)、正本(H31) 

 11 日目 10 月 26 日(土)  会場：日本体育大学健志台米本記念体育館 

 ○ 早稲田 3-0 東海大（25-20, 25-18, 25-17） 

 〔応援者〕関山(S37)、倉橋(S48)、高野(S55)、田中(S57)、吉井(S61)、 

 三浦(S62)、今橋(H2)、野口(H5)、渡辺(H5)、池田(H7)、 

 宮下(H31) 

  

 〔 終結果〕１部優勝（１１勝０敗）５季連続２８回目 

 〔個 人 賞〕 優秀選手賞/スパイク賞・・・武藤 鉄也（スポ４） 

 会長特別賞/リベロ賞 ・・・堀江 友裕（スポ４） 



                            サーブ賞 ・・・宮浦 健人（スポ３） 

 セッター賞・・・中村 駿介（スポ３） 

 優勝監督賞・・・松井 泰二 

 【女子２部】 

 １日目 9 月 15 日(日) 会場：神奈川大学横浜キャンパス体育館 

 ○ 早稲田 3-0 江戸川大（25-23, 25-16, 25-22） 

 〔応援者〕福田(S44)、大野(S57)、赤枝(H31) 

 ２日目 9 月 21 日(土) 会場：神奈川大学横浜キャンパス体育館 

 ○ 早稲田 3-1 宇都宮大（25-19, 22-25, 25-21, 25-23） 

 〔応援者〕小野瀬(S60) 

 ３日目 9 月 22 日(日) 会場：神奈川大学横浜キャンパス体育館 

 ● 早稲田 0-3 都留文科大（22-25, 22-25, 17-25） 

 〔応援者〕菊地(S54)、小野瀬(S60)、赤枝(H31)、森佳央理(H31)、 

 宮田(H31)、森昌美(H31) 

 ４日目 9 月 28 日(土) 会場：江戸川大学第一体育館 

 ○ 早稲田 3-2 国際武道大（27-25, 24-26, 20-25, 25-18, 15-10） 

 〔応援者〕西川(S39)、高野(S55)、小野瀬(S60) 

 ５日目 9 月 29 日(日) 会場：江戸川大学第一体育館 

 ○ 早稲田 3-1 敬愛大（25-20, 17-25, 25-21, 26-24） 

 〔応援者〕西川(S39)、小野瀬(S60)、木下(H6)、岡野(H30) 

 ６日目 10 月 5 日(土) 会場：神奈川大学横浜キャンパス体育館 

 ○ 早稲田 3-0 桜美林大（28-26, 25-19, 25-22） 

 〔応援者〕福田(S44)、高野(S55)、小野瀬(S60)、芹澤(H30) 

 ７日目 10 月 6 日(日) 会場：神奈川大学横浜キャンパス体育館 



 ● 早稲田 2-3 神奈川大（25-18, 25-21, 24-26, 17-25, 10-15） 

 〔応援者〕福田(S44)、高野(S55)、金川(S57)、木下(H6)、篠(H25)、 

 芹澤(H30) 

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

 ○ 早稲田 3-0 神奈川大（25-23, 25-19, 26-24） 

 〔応援者〕菊地(S54)、金川(S57)、大野(S57)、小野瀬(S60)、麻生(S61)、 

 木下(H6) 

 ９日目 10 月 26 日(土)  会場：江戸川大学第一体育館 

 ○ 早稲田 3-1 桜美林大（26-24, 23-25, 25-20, 25-18） 

 〔応援者〕西川(S39)、岡野(H30) 

 10 日目 10 月 27 日(日)  会場：江戸川大学第一体育館 

 ● 早稲田 0-3 都留文科大（18-25, 27-29, 23-25） 

 〔応援者〕西川(S39)、大野(S57) 

 〔 終結果〕２部２位（７勝３敗） 

 〔個 人 賞〕敢闘選手賞/ベストスコアラー賞 

 ・・・富澤 結花（スポ４） 

 サーブレシーブ賞 ・・・井上 裕利恵（社３） 

 【入替戦】 

   11 月 2 日(土)  会場：駒沢大学玉川キャンパス体育館 

 ● 早稲田 1-3 松蔭大（19-25, 25-23, 13-25, 18-25） 

 〔応援者〕関山(S37)、福田(S44)、牛島(S44)、菊地(S54)、岡元(S55)、 

 高野(S55)、金川(S57)、小野瀬(S60)、麻生(S61)、木下(H6)、 

 藤本(H6)、松井(H6)、古矢(H16)、佐藤(H16)、猪俣(H16)、 

 岡野(H30)、宮田(H31)、森昌美(H31) 



                                                                       結 果：２部残留 

 男子１/２部間の入替戦結果 

 専 修 大（1 部 11 位）3-2 慶應義塾（2 部 2 位） 専 修 大 １部残留 

 駒 澤 大（1 部 12 位）3-2 法 政 大（2 部 1 位） 駒 澤 大 １部残留 

 女子１/２部間の入替戦結果 

 大東文化（1 部 12 位）3-1 都留文科（2 部 1 位） 大東文化 １部残留 

 女子２/３部間の入替戦結果 

 国際武道（2 部 7 位）3-1 中 央 大（3 部 2 位） 国際武道 ２部残留 

 宇都宮大（2 部 8 位）3-0 立 教 大（3 部 1 位） 宇都宮大 ２部残留 

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

□【４】定期戦等 結果（全早慶明/早関定期戦、女子交流戦） 

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

《第 72 回全早慶明定期戦》 

 全早慶明バレーボール定期戦が、11 月 10 日（日）早稲田アリーナにて開催 

されました。結果は次の通りです。 

 ○ 全早稲田 2-0 全 慶 応（25-21, 25-23） 

 ○ 全早稲田 2-0 全 明 治（25-20, 25-20） 結 果：優 勝 

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

 小野瀬(S60)、三浦(S61)、吉井(S62)、木下(H5)、勝田(H180)  

《第 71 回早関定期戦》 

 早関バレーボール定期戦が 11 月 24 日(土)に早稲田アリーナにて開催されま 

した。結果は以下の通りです。 

 ○ 早稲田 3-0 関西学院（25-17, 25-14, 25-19） 

 通算成績：59 勝 10 敗 1 記録なし 



 〔応援者〕菊地(S54)、田中(S57)、小野瀬(S60)、吉井(S61)、三浦(S62)、 

 九冨(H3)、木下(H6) 

《第 2 回早関女子交流戦》 

 女子部は昨年に引き続き、8 月 24 日(土)に早関交流戦を上井草体育館にて 

開催しました。 

 ○ 早稲田 3-2 関西学院（19-25, 32-30, 27-25, 14-25, 22-20） 

 〔応援者〕福田(S44)、池守(S50)、高野(S55)、金川(S57)、大野(S57)、 

 小野瀬(S60)、麻生(S61)、木下(H6)、川辺(H16) 

《第 61 回 10 大学 OBOG 戦》 

 11 月 23 日(祝)に中央大学多摩キャンパス第 1 体育館（当番校：筑波大学） 

にて開催され、早稲田は単独チーム（全６チーム）で参加しました。 

 予選リーグ戦の結果は次の通りです。 

 ●早稲田  17-21  中央 ●早稲田  19-21  慶應・法政 

 来年度は早稲田が当番校となり、2020 年 11 月 15 日（日）に早稲田アリーナ 

での開催に向けて準備を進めています。 

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

□【５】訃報 

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

 ●大倉 俊彦さん （S26 年卒） ２０１９年９月２６日逝去 

 ●大原 久仁夫さん（S31 年卒） ２０１９年１２月２１日逝去 

 ご冥福をお祈りします 

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

□【６】会費納入状況（前回掲載分～2019/12/31 確認済分） 

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



  

《男子》 

［郵便振替・口座振込等］ 

 河内(S26)、宮澤(S36)、柳(S61)、船山(H6)、姉崎(H12)、成岡(H13)、勝田 

 (H18)、須永(H19) 

《女子》 

［郵便振替・口座振込等］ 

 遠藤(S34)、吉宗(S35)、針谷(S45)、小島(S58)、コナー(H7)、江澤(H11) 

［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 

 男子部新主務 杉原紘平(先進理工 3 年)、女子部新主務 梨本未央(社 3 年) 



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

   Blog http://ameblo.jp/wasedamensvolleyballclub/ 

  女子 連絡先 waseda.vb@gmail.com 

 facebook https://www.facebook.com/ZaoDaoTianDaXueNuZibareboruBu 

  Instagram https://www.instagram.com/waseda_volleyball/ 

  Twitter https://twitter.com/waseda_vb 

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

 


