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小泉体育賞･小泉体育努力賞 受賞者 

【小泉体育賞】 

1． 体育会 弓術部  

環境情報学部 4年  岸 未樹子 

第 39 回全日本学生弓道遠的選手権大会 優勝 

 

2． 体育会 バスケットボール部   

法学部政治学科 4年 鈴木 惇志      経済学部 4年     安武 徹弥 

理工学部 4年    寺西 慶祐      総合政策学部 4年  竹内 尚紀 

環境情報学部 4年  青砥 宗一      経済学部 3年    神田 貴浩 

経済学部 3年    神田 智浩      法学部政治学科 3年 店橋 唯斗 

商学部 3年     原 城二       総合政策学部 3年  小林 大祐 

環境情報学部 3年  田上 和佳      法学部政治学科 2年 黒澤 悠 

法学部政治学科 2年 澤谷 裕之      総合政策学部 2年  岩下 達郎 

環境情報学部 2年  金岡 亮介      環境情報学部 2年  酒井 祐典 

環境情報学部 2年  二ノ宮 康平     総合政策学部 1年  原田 拓弥 

環境情報学部 1年  金子 峻也      環境情報学部 1年  春本 龍彬 

環境情報学部 1年  松谷 直人      環境情報学部 1年  家治 敬太 

第 60 回全日本大学バスケットボール選手権記念大会 優勝 

 

3.  体育会 航空部  

     総合政策学部 4年  知花 理江子 

     第 49 回全日本学生グライダー競技選手権大会 個人の部 優勝 

 

4． 体育会 野球部(高等学校)  

          2 年    植田 忠尚              2 年    杉林 秀輝 

      2 年    荒川 健生               2 年    石黒 啓介 

2 年        岩田 拓朗               2 年    合田 健二 

2 年     佐藤 達路               2 年    白村 明弘 

2 年     春山 凌                2 年        廣瀨 大智 

2 年     堀 智起                2 年    宮下 創太 

2 年    渡邊 暁眞                1 年    今西 正太 

1 年     佐藤 旭                1 年    杉山 由泰 

1 年    瀧本 健太朗               1 年    橘 友貴 

1 年    明 大貴 

      明治維新 140 年記念第 39 回明治神宮野球大会 高校の部 優勝 

 



5． 体育会 フェンシング部(高等学校) 

      3 年        三宅 諒 

          平成 20 年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技大会 個人戦  

男子フルーレ 優勝 

以上 



【小泉体育努力賞】 

1. 体育会 水泳部 競泳部門  

環境情報学部 1年  立石 諒 

第 84 回日本学生選手権水泳競技大会 男子 200 メートル平泳ぎ 準優勝 

記録：2分 13 秒 34 

 

2. 体育会 競走部 

     総合政策学部 3年  横田 真人 

     第 87 回関東学生陸上競技対校選手権大会 男子 800 メートル 優勝 

記録：1分 49 秒 04 

 

3. 体育会 競走部 

     総合政策学部 1年  中村 宝子 

     第 87 回関東学生陸上競技対校選手権大会 女子 200 メートルおよび走幅跳 優勝 

記録：200 メートル；23 秒 81、走幅跳；6メートル 38 

           

4.  体育会 自動車部 

          理工学部 4年    小柴 信一郎   

文学部 4年     堀江 康成 

理工学部 4年    塚谷 知也         

理工学部 4年     松野 達也 

経済学部 3年    河西 英文         

法学部政治学科 2年 中山 恵吾 

理工学部 2年    原地 芳暢 

全日本学生自動車連盟年間総合杯 男子団体の部 準優勝 

 

5． 体育会 合氣道部 

         文学部 4年     村田 久治     

法学部法律学科 4年 窪田 直基 

     経済学部 4年    尾崎 真央         

商学部 4年     髙山 敏史 

理工学部 4年    増山 友二         

経済学部 3年    加藤 紘幹 

第 4回国際心身統一合氣道競技大会 学生の部 団体の部 金賞 

 

6.  体育会 少林寺拳法部 

理工学部 4年    性全 謙仁         

経済学部 3年    佐藤 駿 

総合政策学部 3年  德冨 佑太郎 

     第 45 回少林寺拳法関東学生大会 男子三人掛けの部 最優秀賞 



 

7. 体育会 ラクロス部 

  経済学部 4年    関根 幹祐       商学部 4年     磯山 祐樹 

経済学部 4年    樫村 陽一      経済学部 4年    中村 悠人 

経済学部 4年    細田 善之      法学部法律学科 4年 原田 航輔 

法学部政治学科 4年 澤野 友亮      商学部 4年     岩本 海介 

商学部 4年     桑名 祐司      商学部 4年     佐竹 啓雅 

理工学部 4年    小原 豪       文学部 3年     近藤 光 

経済学部 3年    川上 大輔      経済学部 3年    木下 悠貴 

経済学部 3年    高見澤 直樹     経済学部 3年    村端 洋之 

経済学部 3年    山下 洋輔      法学部政治学科 3年 家徳 悠介 

法学部政治学科 3年 田邊 浩一朗     法学部政治学科 3年 長 雅之 

法学部政治学科 3年 平井 昭久      法学部政治学科 3年 宮﨑 龍太朗 

法学部政治学科 3年 吉岡 謙       理工学部 3年    市村 賢 

経済学部 2年    小林 航平      法学部法律学科 2年 泉 惇介 

法学部政治学科 2年 本下 純       商学部 2年     小原 正士 

総合政策学部 2年   齋藤 胤太        法学部政治学科 1年  永島 徳大    

法学部政治学科 1年  平子 正格           商学部 1年     中井 宏輔  

商学部 1年      長島 洋平 

第 21 回関東学生ラクロスリーグ戦 優勝 

 

8.  体育会 新種目団体  水上スキー倶楽部 

     経済学部 4年     平山 賢吾      文学部 4年     筑瀬 古都美 

     経済学部 4年    本間 智也      商学部 4年     石川 英治郎 

     環境情報学部 4年  米澤 志織      経済学部 3年    橋本 康郎 

     経済学部 3年    濱田 雅章      経済学部 3年    平野 哲 

     経済学部 3年    森本 聡       理工学部 1年    梅川 洵 

第 53 回桂宮杯全日本学生水上スキー選手権大会 男女団体 総合優勝 

 

9.  体育会 四谷部 競走部 

     医学部 4年      入來  景悟      

医学部 6年         藤井  健太郎            

医学部 5年         金田  和也           

医学部 3年         世良 泰 

      第 67 回全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権大会 男子 4×100 メートルリレー 優勝 

記録：42 秒 96 

 

 

 



 

10．体育会 四谷部 ゴルフ部   

      医学部 4年         伊吹 省       

医学部 4年         吉松 裕介 

          医学部 6年         近藤 崇之               

医学部 4年         阿部 善彦 

     医学部 3年         箱崎 恭平          

医学部 3年         吉島 信宏 

    平成 20 年度全日本医科大学ゴルフ連盟春季・秋季大会 春秋総合男子団体Ａリーグ 優勝 

  

11．体育会 四谷部 ゴルフ部   

      医学部 5年         窪田 あやか     

医学部 5年         藤田 紘子 

     医学部 1年         田中 美波 

平成 20 年度全日本医科大学ゴルフ連盟春季・秋季大会 春秋総合女子団体Ａリーグ 優勝 

 

12．体育会 弓術部(高等学校) 

          2 年        山本 祥公 

      2 年     伊藤 嘉隆 

2 年        関口 彰正 

2 年        長谷川 創大 

2 年    政春 敦史 

2 年    横内 祐紀 

1 年    瀧上 泰一郎 

1 年    中野 航平 

第 8回東日本高等学校弓道大会 5 人制男子 優勝 

 

13．体育会 水泳部 競泳部門(高等学校)   

          3 年        安藤 直輝 

平成 20 年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 男子 100 メートル平泳ぎ 3 位  

記録：1分 3秒 36 

 

14. 体育会 スケート部 フィギュア部門(高等学校) 

     3 年        土生 浩貴 

2 年    近藤 琢哉 

     第 57 回全国高等学校スケート競技選手権大会 フィギュア競技 男子学校別総合 準優勝 

 

                                                                       以上 

                            


