
２００６年度 

小泉体育賞･小泉体育努力賞 受賞者 

【小泉体育賞】 

1. 慶應義塾体育会 端艇部 

環境情報学部 4年   青山 恭子            
第 33 回全日本大学選手権大会 女子シングルスカル 2000m 優勝 

記録：9分 01 秒 26 

 

2. 慶應義塾体育会 蹴球部 

総合政策学部 3年   山田 章仁           

第 15 回アジア競技大会 7 人制ラグビー 優勝 

 

3． 慶應義塾体育会 庭球部 

          環境情報学部 4年   松永 浩気            

      平成 18 年度全日本学生室内テニス選手権大会 男子シングルス 優勝 

 

4． 慶應義塾体育会 競走部 

          総合政策学部 1年   横田 真人            

     第 90 回日本陸上競技選手権大会 男子 800m 優勝 

     記録：1分 48 秒 42 

 

5.  慶應義塾体育会 スケート部 スピード部門  

総合政策学部 4年      田上 真一             

第 30 回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会  

男子 3000m スーパーファイナル 優勝 

記録：4分 50 秒 311（大会新記録） 

 

6.  慶應義塾体育会 弓術部(高等学校) 

      3 年                   野村 全快    

      2 年          礒野 晋作 

      2 年          小林 宏輔  

      第 61 回国民体育大会 弓道競技 近的の部 優勝 

 

以上 



【小泉体育努力賞】 

1. 慶應義塾体育会 野球部 

総合政策学部 4年    岡崎 祥昊          

平成 18 年度東京六大学野球秋季リーグ戦 首位打者、ベストナイン（捕手部門） 

記録：打率.370 
 

2. 慶應義塾体育会 器械体操部 

     経済学部 3年     桜井 峻        

     商学部 3年      長江 正太郎         

第 39 回東日本学生トランポリン選手権大会 A クラス シンクロナイズド競技 優勝 

           

3. 慶應義塾体育会 器械体操部 

      総合政策学部 4年   川尻 名緒            

          2005/2006 年ワールドカップシリーズ 第 8戦 個人 25 位 

シンクロナイズド競技 11 位 

 

4.  慶應義塾体育会 バスケットボール部 

          環境情報学部 4年      酒井 泰滋      

     経済学部 4年      森 春菜     

          法学部政治学科 4年  赤瀬 優也      

          総合政策学部 4年    竹内 公輔       

          環境情報学部 4年      藤本 正太郎      

          総合政策学部 3年    小松 誠也      

          環境情報学部 3年      香川 隼人       

     経済学部 2年         加藤 将裕       

法学部政治学科 2年  鈴木 惇志            

総合政策学部 2年   竹内 尚紀       

環境情報学部 2年   青砥 宗一       

     経済学部 1年         神田 智浩       

     総合政策学部 1年   小林 大祐       

     環境情報学部 1年   田上 和佳       

     環境情報学部 1年   趙 江威        

      第 58 回全日本学生バスケットボール選手権大会 準優勝 

 

5. 慶應義塾体育会 バスケットボール部 

          総合政策学部 4年    竹内 公輔       

2006 年 FIBA バスケットボール世界選手権 B グループラウンド 5 位 



6. 慶應義塾体育会 ボクシング部 

      法学部法律学科 3年   大倉 紘平       

平成 18 年度関東アマチュアボクシング選手権大会 ライトウェルター級 優勝 

 

7． 慶應義塾体育会 自動車部 

          経済学部 4年     妹尾 洋樹       

     文学部 3年      瀬古 貴之       

     理工学部 3年     相田 英亮      

     平成 18 年度全関東学生ジムカーナ選手権大会 男子団体の部 優勝 

記録：2分 12 秒 91 

 

8. 慶應義塾体育会 自動車部 

     法学部政治学科 4年  磯 智也        

経済学部 4年     妹尾 洋樹       

文学部 3年      瀬古 貴之       

理工学部 2年     小柴 信一郎      

     平成 18 年度全日本学生自動車運転競技選手権大会 男子団体の部 準優勝 

記録：280 点 

 

9． 慶應義塾体育会 航空部 

          理工学部 4年        長町 隆介      

理工学部 3年     増田 塁 

経済学部 2年     建川 萌      

理工学部 2年     奥田 徳幸     

第 47 回全日本学生グライダー競技選手権大会 団体戦 準優勝 

記録：11,497 点 

 

10．慶應義塾体育会 合氣道部 

          商学部 4年      森井 善夫       

     文学部 4年      濵野 洋平       

     商学部 4年      平田 昌史       

商学部 4年      山本 純也       

     理工学部 4年     村上 幸一郎     

     文学部 3年      野村 勇貴      

     第 26 回全日本心身統一合氣道競技大会 学生の部 団体の部 金賞 

 

 

 



11．慶應義塾体育会 新種目団体  水上スキー倶楽部 

     経済学部 4年     桑原 大樹      

     経済学部 4年     田村  祐希     

経済学部 2年     平山 賢吾     

経済学部 2年     本間 智也     

     商学部 2年      石川 英治郎    

     商学部 2年      桑原 雄亮     

     経済学部 1年     濱田 雅章     

          第 51 回桂宮杯全日本学生水上スキー選手権大会 男子総合完全優勝 

記録：8,005.92 点 

        男子スラローム 桑原 大樹 5.0 ブイ/58K/16M（大会新記録） 

田村  祐希 5.0 ブイ/58K/16M（大会新記録） 

 

12. 慶應義塾体育会 四谷部 競走部 

      医学部 5年            濱田 賢一      

      第 65 回全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権大会 男子 100m 優勝 

      記録：10 秒 81(-1.7m) 

 

13. 慶應義塾体育会 四谷部 ゴルフ部 

      医学部 4年            近藤 崇之      

医学部 6年            生駒  成彦      

医学部 6年            楠本 大       

医学部 5年            中島 大輔     

          医学部 4年            藤井  祥太       

      医学部 4年            皆川  卓也      

      医学部 2年            阿部  善彦     

     医学部 2年            伊吹 省      

          平成 18 年度全日本医科大学ゴルフ連盟春季大会・秋季大会  

団体戦 Aリーグ 春秋総合優勝 

 

14. 慶應義塾体育会 ボクシング部(高等学校)  

          3 年             角田 佑介 

      第 48 回関東高等学校ボクシング大会 フェザー級 B 優勝            

 

 

以上 

                            


