
第３回チアリーディング
アジアインターナショナルオープン

　５月16日～５月17日　於国立代々木競技場第１体育館
DIVISION1
　参加者
　　諸越　由佳　　　杉本　　幹
　　鶴見　幸恵　　　亀ヶ谷美智子
　　別所　亜美　　　大野　美幸
　　大平　実樹　　　菅原　　遥
　　岩井　優希　　　関塚智恵美
　　小林　美樹　　　佐久間奈月
　　佐藤　悠見　　　辻　　　桜
　　野崎　愛史　　　佐々木明奈

DIVISION2
　参加者
　　小林　千都　　　石田　彩乃
　　竹内　愛希　　　今井　理紗
　　真下　　梓　　　田岡　典子
　　那須　愛里　　　須田　慶子
　　藤巻有香子　　　阿部万里子
　　阪崎ヒロミ　　　成田　知佐
　　吉田　真理　　　伊藤すみれ
　　大川　真澄　　　細田　千寿

第２回アジアインターナショナル
オープンチャンピオンシップ

　５月31日～６月１日　於国立代々木競技場第１体育館
DIVISION1
　参加者
　　金川真由子　　　黒澤　　和
　　小林　千都　　　坂本瑠美子
　　杉本　　幹　　　鶴見　幸恵
　　石田　彩乃　　　亀ヶ谷美智子
　　別所　亜美　　　大野　美幸
　　大平　実樹　　　菅原　　遥
　　岩井　優希　　　阪崎ヒロミ
　　佐藤　悠見　　　成田　知佐　

　結　果
　　総合決勝順位　26位
　　・予選　173. 5点　　　決勝　161. 0点
　　　総合得点　334. 5点
　　日本予選　12位
　　・得点　173. 5点　　　規定　71. 5点（４位）
　　　総合得点　245. 0点

DIVISION2
　参加者
　　山本奈那英　　　佐藤真喜子
　　海老沼里美　　　諸越　由佳
　　西　未希子　　　竹内　愛希
　　今井　理紗　　　天野みずほ
　　田岡　典子　　　那須　愛里
　　真下　　梓　　　小林　美樹
　　須田　慶子　　　佐久間奈月
　　辻　　　桜　　　野崎　愛史

　結　果
　　決勝　４位
　　・得点　179. 5点　　　規定　57.0点（３位）
　　　総合得点　236. 5点　

第10回関東チアリーディング選手権大会
兼日本選手権大会地区予選

　６月21日～６月22日　於国立代々木競技場第１体育館
DIVISION1
　参加者
　　服部真以子　　　小野田聡美
　　金川真由子　　　黒澤　　和
　　小林　千都　　　坂本瑠美子
　　杉本　　幹　　　石田　彩乃
　　亀ヶ谷美智子　　　別所　亜美
　　大野　美幸　　　大平　実樹
　　菅原　　遥　　　岩井　優希
　　阪崎ヒロミ　　　成田　知佐

　結　果
　　総合順位　３位
　　・得点　209. 0点　　　規定　56. 5点（12位）
　　※JAPAN�CUP�2008　出場権獲得

DIVISION2
　参加者
　　山本奈那英　　　佐藤真喜子
　　海老沼里美　　　諸越　由佳
　　西　未希子　　　竹内　愛希
　　今井　理紗　　　天野みずほ
　　田岡　典子　　　那須　愛里
　　真下　　梓　　　小林　美樹
　　須田　慶子　　　佐久間奈月
　　辻　　　桜　　　野崎　愛史

成　績
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　結　果
　　総合順位　５位
　　・得点　171. 0点　　　規定　52. 0点（４位）

JAPAN CUP 2008 チアリーディング日本選手権大会
　８月22日～８月24日　於国立代々木競技場第１体育館
DIVISION1
　参加者
　　服部真以子　　　山本奈那英
　　小野田聡美　　　金川真由子
　　黒澤　　和　　　佐藤真喜子
　　海老沼里美　　　坂本瑠美子
　　杉本　　幹　　　鶴見　幸恵
　　石田　彩乃　　　大平　実樹
　　菅原　　遥　　　岩井　優希
　　小林　美樹　　　辻　　　桜

　結　果
　　準決勝　13位
　　・得点　202. 5点　　　規定　56. 5点

DIVISION2
　参加者
　　川村　由里　　　三田　陽子
　　小林　千都　　　諸越　由佳
　　亀ヶ谷美智子　　　別所　亜美
　　今井　理紗　　　大野　美幸
　　関塚智恵美　　　田岡　典子
　　須田　慶子　　　阪崎ヒロミ
　　佐久間奈月　　　佐藤　悠見
　　成田　知佐　　　野崎　愛史

　結　果
　　決勝　７位
　　・得点　174. 5点　　　規定　52. 5点

第20回全日本学生選手権大会
　12月13日～12月14日

於国立代々木競技場第１体育館
DIVISION1
　参加者
　　服部真以子　　　黒澤　　和
　　坂本瑠美子　　　諸越　由佳
　　杉本　　幹　　　鶴見　幸恵
　　石田　彩乃　　　亀ヶ谷美智子
　　別所　亜美　　　大野　美幸
　　菅原　　遥　　　関塚智恵美
　　小林　美樹　　　阪崎ヒロミ
　　佐藤　悠見　　　辻　　　桜

　結　果
　　順位　11位
　　・得点　197. 0点

DIVISION2
　参加者
　　佐藤真喜子　　　海老沼里美
　　小林　千都　　　竹内　愛希
　　大平　実樹　　　今井　理紗
　　田岡　典子　　　真下　　梓
　　那須　愛里　　　藤巻有香子
　　須田　慶子　　　阿部万里子
　　太田真由美　　　佐久間奈月
　　成田　知佐　　　野崎　愛史

　結　果
　　順位　準優勝
　　・得点　192. 5点

●応援・イベント活動報告
【アメリカンフットボール部応援】
・６月15日（日）　川崎球場

vsアサヒビールシルバースター（アゼリアボウル）
　　小野田聡美　　　関塚智恵美
　　川村　由里　　　阿部万里子
　　山田　里沙　　　藤巻有香子
　　鶴見　幸恵　　　太田真由美

・９月７日（日）　川崎球場　　vs東海大
　　海老沼里美　　　田岡　典子
　　小林　千都　　　那須　愛里
　　西　未希子　　　真下　　梓
　　石田　彩乃　　　小林　美樹
　　亀ヶ谷美智子　　　須田　慶子
　　竹内　愛希　　　阿部万里子　　　
　　別所　亜美　　　藤巻有香子
　　今井　理紗　　　太田真由美
　　大平　実樹　　　佐藤　悠見
　　大野　美幸　　　辻　　　桜
　　菅原　　遥　　　成田　知佐
　　岩井　優希　　　野崎　愛史
　　関塚智恵美　　　　　　

・９月28日（日）　アミノバイタル球場
　　　　　　　　　　　　vs東京学芸大学
　　坂本瑠美子　　　竹内　愛希
　　海老沼里美　　　別所　亜美
　　西　未希子　　　今井　理紗
　　坂本瑠美子　　　大平　実樹
　　杉本　　幹　　　大野　美幸
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　　石田　彩乃　　　関塚智恵美
　　亀ヶ谷美智子　　　田岡　典子
　　那須　愛里　　　太田真由美
　　真下　　梓　　　佐藤　悠見
　　小林　美樹　　　辻　　　桜
　　須田　慶子　　　成田　知佐
　　阿部万里子　　　野崎　愛史
　　藤巻有香子

・10月12日（日）　アミノバイタル球場　　vs専修大
　　小野田聡美　　　真下　　梓
　　海老沼里美　　　藤巻有香子
　　小林　千都　　　阿部万里子
　　竹内　愛希　　　太田真由美
　　今井　理紗　　　佐久間奈月
　　大平　実樹　　　成田　知佐
　　田岡　典子　　　野崎　愛史
　　那須　愛里

・10月25日（土）　アミノバイタル球場　　vs一橋大
　　服部真以子　　　大野　美幸
　　黒澤　　和　　　関塚智恵美
　　小林　千都　　　田岡　典子
　　諸越　由佳　　　小林　美樹
　　石田　彩乃　　　須田　慶子
　　杉本　　幹　　　阿部万里子
　　竹内　愛希　　　太田真由美
　　別所　亜美　　　佐藤　悠見
　　大平　実樹　　　成田　知佐

・11月23日（日）　アミノバイタル球場　　vs早稲田大
　　服部真以子　　　石田　彩乃
　　黒澤　　和　　　坂本瑠美子
　　諸越　由佳　　　杉本　　幹
　　鶴見　幸恵　　　岩井　優希
　　亀ヶ谷美智子　　　関塚智恵美
　　別所　亜美　　　小林　美樹
　　大野　美幸　　　佐藤　悠見
　　菅原　　遥　　　辻　　　桜

・12月７日（日）　アミノバイタル球場
　vs法政大（クラッシュボウル）

　　小野田聡美
　　金川真由子
　　西　未希子

【野球部応援】
・４月８日（火）　　vs駒沢大
　　坂本瑠美子　　　天野みずほ
　　杉本　　幹　　　菅原　　遥

　　鶴見　幸恵　　　関塚智恵美
　　石田　彩乃　　　田岡　典子
　　大平　実樹　　　那須　愛里
　　大野　美幸　　　真下　　梓

・４月９日（水）　　vs駒沢大
　　西　未希子　　　大平　実樹
　　坂本瑠美子　　　大野　美幸
　　杉本　　幹　　　天野みずほ
　　鶴見　幸恵　　　関塚智恵美

・４月10日（木）　　vs駒沢大
　　西　未希子　　　菅原　　遥
　　杉本　　幹　　　田岡　典子
　　鶴見　幸恵　　　真下　　梓

・４月11日（金）　　vs駒沢大
　　西　未希子　　　関塚智恵美
　　杉本　　幹　　　田岡　典子
　　鶴見　幸恵　　　那須　愛里
　　岩井　優希　　　真下　　梓

・４月15日（水）　　vs立正大
　　杉本　　幹　　　辻　　　桜
　　今井　理紗　　　野崎　愛史
　　大平　実樹

・４月16日（木）　　vs立正大
　　西　未希子　　　亀ヶ谷美智子
　　小林　千都　　　竹内　愛希
　　天野みずほ　　　安部万里子

・４月18日（金）　　vs駒沢大
　　金川真由子　　　杉本　　幹
　　西　未希子　　　田岡　典子
　　海老沼里美

・４月25日（金）　　vs駒沢大
　　海老沼里美　　　成田　知佐
　　田岡　典子

・４月29日（火）　　vs東洋大
　　川村　由里　　　遠藤　一期
　　山本奈那英　　　小野田聡美
　　三田　陽子　　　安部万里子
　　太田真由美

・４月30日（水）　　vs東洋大
　　川村　由里　　　遠藤　一期
　　山田　里沙　　　小野田聡美
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　　山本奈那英　　　安部万里子
　　三田　陽子　　　太田真由美

・５月６日（火）　　vs亜細亜大
　　安部万里子　　　太田真由美

・５月７日（水）　　vs亜細亜大
　　諸越　由佳　　　大野　美幸
　　石田　彩乃　　　岩井　優希
　　別所　亜美　　　真下　　梓

・５月８日（木）　　vs亜細亜大
　　海老沼里美　　　佐久間奈月
　　杉本　　幹　　　佐藤　悠見
　　鶴見　幸恵　　　辻　　　桜
　　菅原　　遥　　　成田　知佐

・５月22日（木）　　vs青山学院大
　　海老沼里美　　　田岡　典子
　　坂本瑠美子　　　佐久間奈月
　　杉本　　幹　　　佐藤　悠見
　　大野　美幸

・５月23日（金）　　vs青山学院大
　　小林　千都　　　西　未希子
　　亀ヶ谷美智子　　　天野みずほ
　　竹内　愛希　　　安部万里子

・９月25日（木）　
　　杉本　　幹　　　辻　　　桜
　　阪崎ヒロミ　　　成田　知佐
　　佐久間奈月　　　野崎　愛史

・10月７日（火）　　vs青山学院大
　　小野田聡美　　　今井　理紗
　　黒澤　　和　　　大平　実樹
　　佐藤真喜子　　　大野　美幸
　　諸越　由佳

・10月８日（水）　　vs青山学院大
　　山田　里沙　　　亀ヶ谷美智子
　　三田　陽子　　　竹内　愛希
　　小林　千都　　　天野みずほ
　　鶴見　幸恵　　　真下　　梓

・10月9日（木）　　vs青山学院大
　　杉本　　幹　　　佐久間奈月
　　菅原　　遥　　　佐藤　悠見
　　安部万里子　　　野崎　愛史

・10月16日（木）　　vs亜細亜大
　　杉本　　幹　　　辻　　　桜
　　菅原　　遥　　　成田　知佐
　　佐久間奈月　　　野崎　愛史
　　佐藤　悠見

・10月21日（火）　　vs立正大

・10月22日（水）　　vs立正大
　　三田　陽子　　　竹内　愛希
　　遠藤　一期　　　真下　　梓
　　西　未希子　　　藤巻有香子
　　鶴見　幸恵

【イベント活動】

・４月15日（火）　文理学部新入生歓迎

・５月17日（土）　芸術学部春祭

・11月１日（土）　文理学部桜麗祭

・11月２日（日）　経済学部三崎祭

・11月３日（月）　芸術学部学祭

・11月９日（日）　世田谷マラソン
　　　　　　　　　　　　　　駒沢オリンピック公園

　　佐藤真喜子　　　真下　　梓
　　海老沼里美　　　藤巻有香子
　　小林　千都　　　阿部万里子
　　竹内　愛希　　　太田真由美
　　今井　理紗　　　佐久間奈月
　　大平　実樹　　　成田　知佐
　　田岡　典子　　　野崎　愛史
　　那須　愛里

・11月17日（月）　ボート部祝勝会　日本大学本部

・11月21日（金）　全国校友大会　東京ドームホテル

・12月11日（木）　警視庁主催 「飲酒運転させない
　　　　　　　　　　　　　　　tokyoキャンペーン」

・１月２日（金）～３日（土）　箱根駅伝応援　大手町

・２月20日（金）　ラグビー部創立80周年記念祝賀会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本大学本部
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・２月22日（日）　第２回伊豆マラソン大会
　　　　　　　　　　　伊豆箱根鉄道修善寺駅北公園

　　海老沼里美　　　今井　理沙
　　小林　千都　　　天野みずほ
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