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『『苦節 73 年、1部昇格までの戦い』』 

その時、2019年令和元年 5月 25 日午後 6時 15分、 
本学男子バレーボール部は宿願の 1 部昇格を決めました。
バレーボールの 2019年度春季関東大学リーグ男子１、2
部入れ替え戦は 5月 25日、駒澤大学玉川キャンパス体育
館で行われ、男子 2部 1位の本学は 1部 12位の慶応義塾
大を 3-1 で破り、昭和 21年 9月創部以来 73 年目で初めて
1 部に昇格しました。本学にとっては３季連続５度目の１
部チャレンジでの大願成就です。  

  青学（2部 1位）３-1 慶応義塾大（1部 12位） 
25-23、23-25、25-14、25-18 

◆スタメン 
サイド小田島②-山田①、ミドル中西③-渡辺主将④、 
オポジット薬師寺④、セッター望月③、リベロ長田② 

 

 

 

     

 

 
 

◇2019 年度春季男子 2 部リーグ戦戦績◇ 

青学 3-0 神奈川工科大 

青学 3-0 産業能率大 

青学 3-0 平成国際大 

青学 3-1 立正大 

青学 3-0 国際武道大 

青学 3-2 立教大 

青学 3-1 中央学院大 

青学 3-2 法政大 

青学 3-1 大東文化大 

青学 3-0 亜細亜大 

青学 3-2 国士館大 

 
◇青学男子部の過去の 1、2 部入れ替え戦結果◇   
▽2018年度秋季（10月 27日・駒大玉川 C 体育館） 

青学（2部 1 位）2-3慶応義塾大（1部 12 位） 
20-25、14-25、26-24、25-18、15-17 

▽2018年度春季（5月 26日・駒大玉川 C 体育館） 
青学（2部 1 位）１-3 東京学芸大（1部 12 位） 
22-25、20-25、27-25、18-25 

▽2017年度秋季（10月 28日・駒大玉川 C 体育館） 
青学（2部 2 位）1-3順天堂大（1部 11位） 
22-25、18-25、26-24、27-29 

▽2016年秋季（10 月 29日・駒大玉川 C体育館） 
青学（2部 1 位）2-3中央学院大（1部 12 位） 
23-25、25-16、24-26、25-23、13-15 

▽優秀選手賞  

渡辺周馬主将（4年） 

▽スパイク賞  

中西規介（3 年） 

▽新人賞  

山田亜藍（1 年） 

 

 

『『創部初の“準アベック優勝”』』 
2019年度第 38回東日本バレーボール大学男女選手
権大会は 6 月 26～30 日まで札幌の北海きたえーる
体育館を主会場に関東、北信越、東北、北海道の各
ブロックから男女各54校が参加｡創部以来初めて男
女が同一大会で決勝戦に臨んだ本学は、女子が順天
堂大をストレートで下して 12 年ぶり 6 度目の優勝
を決め、初の決勝戦に挑んだ男子にアベック Vの夢
を賭けましたが、善戦空しく筑波大に 1－3 で敗れ
ました。 
 

[男子] 
▽決勝戦 《準優勝》  

青学 1-3筑波大（関東 1部） 
25-23、23-25、17-25、20-25 

  ◆スタメン 
サイド：中道③-山田① 
ミドル：渡辺主将④-中西③ 
オポジット：小田島②、セッター：望月③ 
リベロ：長田➁ 

▽準決勝戦 
青学 3-1中央大（関東 1部） 
25-20、21-25、25-23、25-21 

▽準々決勝戦 
青学 3-1専修大（関東 1部） 
25-22、25-23、20-25、25-21 

▽3回戦 
青学 3-0早稲田大（関東 1部） 
25-22、25-19、25-21 

▽1、2回戦 
青学 3-1宇都宮大（関東３部） 
25-12、25-15、20-25、25-16 

▽予選グループ戦 
青学 2-0東海大札幌校舎（北海道 1部） 
25-17、25-18 

[個人賞] 
▽敢 闘 賞：渡辺周馬主将（4年） 
▽セッター賞：望月 祐（3年） 
▽リ ベ ロ賞：長田康矢（2年） 

 
  
 
[女子]  
▽決勝戦 《優勝》 

青学 3-0順天堂大（関東 1部） 
25-22、25-6、25-23 

 

22001199 年年度度  チーム紹介 

副部長　 　 宮原　 勝一　 （ 経済学部教授）

監　 督　 　 小早川　 啓　 （ JFE株式会社）

ﾄﾚ ﾅーー 　  　 嶋　 　 龍之　 （ 新宿腱引き 整体院）

主　 務　 　 石田　 美来　 ３ 　 総合文化　 青学高等部

学　 連　 　 手塚　 莉菜　 ３ 　 国際政経　 青学高等部

　 選　 手　 学年・ 学部 身長

1 渡辺　 周馬 4 経済 185 創造学園高 ｻｲﾄﾞ

2 薬師寺泰介 4 経営 179 大塚高 ｻｲﾄﾞ

3 佐々木拓真 4 経営 177 天理高 ｻｲﾄﾞ

4 横田　 未毅 4 教育 172 追浜高 ﾚｼー ﾊ゙

5 工藤　 　 龍 1 法 172 関東国際高 ﾚｼー ﾊ゙

6 中道　 紘嵩 3 経営 183 東亜学園高 ｻｲﾄﾞ

7 原口　 祥大 3 経済 188 東洋高 ﾐﾄﾞ ﾙ

8 望月　 　 祐 3 経済 180 駿台学園高 ｾｯﾀｰ

9 中西　 　 規 3 国際政経 189 大塚高 ﾐﾄﾞ ﾙ

10 山口　 真輝 3 経営 178 青学高等部 ｻｲﾄﾞ

11 宮崎　 優希 2 文 178 松本県ヶ 丘高 ｾｯﾀｰ

12 小森山世仁 2 法 171 安田学園高 ｾｯﾀｰ

13 小田島拓也 2 経済 178 東亜学園高 ｻｲﾄﾞ

14 長田　 康矢 2 経済 175 高川学園高 ﾘﾍ゙ ﾛ

15 青山　 　 幹 2 国際政経 178 清風高 ｻｲﾄﾞ

16 山本　 光太 1 総合文化 181 松山工高 ｾｯﾀｰ

17 今橋　 祐希 1 経営 182 九産大付九産大高 ｾｯﾀｰ

18 山田　 亜藍 1 経済 183 高川学園高 ｻｲﾄﾞ

出身校　 　 ﾎﾟ ｼﾞ ｼｮﾝ

スタ ッ フ

部　 長　 　 左近　 　 豊　 （ 国際政治経済学部教授）

 


