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平成２３年度小泉体育賞･小泉体育努力賞 受賞者 

 
                           受賞者数 147名（*重複者 8名） 
 小泉体育賞    10件  
 小泉体育努力賞  20件 

 

【小泉体育賞】 

 

１．体育会 競走部（1名） 

     *環4 瀨 英行 

 第19回アジア陸上競技選手権 男子4×400メートルリレー 優勝  

 

２．体育会 ソッカー部（1名） 

 政4 河井 陽介  

 第26回ユニバーシアード競技大会 サッカー競技 優勝 

 

３．体育会 スケート部スピード部門（1名）  

 総2 吉田 麻里絵  

 ISUワールドカップショートトラック名古屋大会 女子3000メートルリレー 準優勝 

 

４．体育会 フェンシング部（1名）  

 文3 三宅 諒  

 第61回全日本学生フェンシング選手権大会 男子フルーレ個人の部 優勝 

 

５．体育会 自動車部（5名）  

   *理4 木藤 亮  文4 文屋 善貴  経4 斎藤 孝尚  

   *理3 伊藤 崇文        *理2 古賀 卓磨 

 平成23年度全日本学生自動車連盟年間総合杯 男子団体の部 優勝 

 

６．体育会 柔道部（高等学校）（2名） 

 *3年 郡司 拳佑  2年 後藤 隆太郎 

 第66回国民体育大会柔道競技会 少年男子団体 優勝 

 

７．体育会 水泳部競泳部門（高等学校）（2名） 

 3年 木村 匠吾  3年 梅本 雅之    

  第66回国民体育大会水泳競技会 少年男子Ａ400メートルメドレーリレー 優勝 

 

８．体育会 野球部（高等学校）（1名） 

 3年 谷田 成吾 

 第9回アジアAAA野球選手権大会 優勝 
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９．体育会 空手部（高等学校）（1名） 

 3年 中嶋 俊文  

 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第38回全国高等学校空手道選手権大会 男子個人形 優勝 

 

10．体育会 馬術部（女子高等学校）（1名） 

 2年 髙田 茉莉亜 

 第66回国民体育大会 少年馬場馬術競技 少年自由演技馬場馬術競技 優勝 

 

  以上 
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【小泉体育努力賞】 

 

１．体育会 弓術部（11名） 

 政4 礒野 晋作  商4 粕谷 剛正  商4 山口 貴史   

 理4 小西 邦人  理4 小林 宏輔  法3 小倉 健太 

 商3 赤松 憲  経2 山本 祥公  法2 関口 裕介  

 政2 長谷川 創大 商2 松川 拓磨 

 第41回全関東学生弓道選手権大会 優勝 

  

２．体育会 水泳部競泳部門（1名） 

 環2 田 篤代 

 第87回日本学生選手権水泳競技大会 女子400メートル自由形 準優勝 

 

３．体育会 野球部（26名）  

     *環4 伊藤 隼太  商4 永家 伸洋  経4 神田 啓吾 

 政4 井澤 謙太  政4 伊場 竜太  政4 金田 将賢 

 政4 宮本 真己  商4 岩崎 俊輔  商4 小野寺 諒 

 商4 田中 聡  商4 千々和 正揮 環4 茅根 徳人 

 文3 辰巳 智大  法3 阿加多 直樹 政3 川島 正寛  

 政3 齊藤 雄太  商3 鈴木 裕司  商3 只野 尚彦 

 商3 福富 裕  商3 山﨑 錬        *理3 福谷 浩司 

 総3 影山 史貴  環3 大川 武範  環3 竹内 大助 

 政2 山形 晃平  商2 渡邊 暁眞 

 平成23年度東京六大学野球春季リーグ戦 優勝 

 

４．体育会 野球部（2名） 

     *環4 伊藤 隼太        *理3 福谷 浩司 

 第38回日米大学野球選手権大会 出場 

 

５．体育会 庭球部（13名） 

 総4 井上 悠冴  政4 鮫島 正一郎 総4 長谷川 祐一 

 政3 市川 雄一  総3 塩田 裕司  環3 加藤 大地 

 政2 志賀 正人  経1 井上 善文  法1 田中 宏和  

 総1 権 大亮  環1 奥山 英一郎 環1 近藤 大基 

 環1 矢野 隆志 

 平成23年度全日本大学対抗テニス王座決定試合 準優勝 

 

６．体育会 競走部（4名）  

     *環4 瀨 英行  環3 大野 三津雄 環3 古賀 友矩  

 理1 茅田 昴 



 4 

 第90回関東学生陸上競技対校選手権大会 男子4×400メートルリレー 優勝  

 

７．体育会 競走部（1名）  

 総1 山縣 亮太  

 第80回日本学生陸上競技対校選手権大会 男子100メートル 準優勝  

 

８．体育会 ホッケー部（23名） 

 政4 的場 章吾  法4 二川 雄太  経4 伊吹 建 

 経4 紺田 憲太郎 経4 村井 逸人  法4 金子 高大 

 総4 中嶋 浩太  経3 石野 雄三  経3 栗原 慧太 

 政3 飯髙 悠貴  経2 川上 敬輔  経2 椙村 和裕 

 経2 冨田 泰斗  経2 花上 祐太  経2 栁澤  亮輔  

 経2 渡辺 瑞貴  法2 草薙 和輝  法2 關山  朋広 

 政2 小谷野 朗 政2  松谷 亮  政1 岡田 寛 

 政1 田中 啓介  商1 竹谷 圭祐 

 平成23年度関東学生ホッケー秋季リーグ 優勝 

 

９．体育会 自動車部（4名） 

   *理4 木藤 亮        *理3 伊藤 崇文        *理2 古賀 卓磨  

 理1 戸田 敬介  

 平成23年度全関東学生自動車運転競技選手権大会 団体の部 優勝 

 

10.  体育会 準硬式野球部（1名） 

 経4 浅井 優  

 第29回全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会 関東選抜チーム 優勝  

 関東地区大学準硬式野球連盟 優秀選手 

 

11．体育会 航空部（3名）  

 経4 浅場 友里子 政4 小林 聡一  看3 小林 佳永  

 第27回関東学生グライダー競技会 団体の部 優勝 

 

12．体育会 合氣道部（7名） 

 商4 木原 裕太  政4 島宗 百合子 経4 中澤 慶彦  

 経4 仁藤 達也  経3 張 毅  法3 飯塚 康之 

 法3 橘 宏一郎 

 第30回全日本心身統一合氣道競技大会 団体の部 金賞 

 

13．体育会 少林寺拳法部（3名） 

   *理2 堤 大祐  経3 茂住 浩司  政3 松永 浩紀 

 第48回少林寺拳法関東学生大会 運用法男子 団体の部 優勝 
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14．体育会 少林寺拳法部（1名）  

     *理2 堤 大祐 

 第45回少林寺拳法全日本学生大会 運用法男子 個人の部 準優勝 

 

15．体育会 新種目団体 水上スキー倶楽部（8名） 

 政4 本間 幸一郎 経4 猿谷 創造  商3 田代 貴大 

 商3 三木 悠太郎 経2 泉 智大  経2 尾上 翔 

 経2 宮﨑 眞太朗 政1 小山 冠太 

 第56回桂宮杯全日本学生水上スキー選手権大会 男子の部 総合優勝 

 

16. 体育会 四谷部 水泳部（13名） 

 医4 松井 一晃  医5 池端 幸起  医5 梶川 慶太  

 医5 鈴木 涼平  医4 長谷川 慶太 医3 中川 知彦 

 医3 山口 健太郎 医3 山田 浩貴  医2 杉浦 祐太郎 

 医2 髙谷 健人  医2 千田 彰彦  医1 田中 健太郎 

 医1 早川 道太郎 

 第54回東日本医科学生総合体育大会 水泳競技 男子総合優勝 

 

17．体育会 四谷部 ゴルフ部（5名） 

 医4 津軽 開  医4 竹林 駿太  医5 齋藤 哲也  

 医3 秋葉 庸平  医2 田中 朋陽  

 平成23年度全日本医科大学ゴルフ連盟秋季大会 男子団体Aリーグ 優勝 

 

18．体育会 四谷部 ゴルフ部（3名） 

 医4 田中 美波  医4 田中 亜貴子 医1 大岡 令奈 

 平成23年度全日本医科大学ゴルフ連盟秋季大会 女子団体Aリーグ 優勝 

 

19．体育会 柔道部（高等学校）（1名）  

    *3年 郡司 拳佑  

 平成23年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会 90kg以下級 準優勝 

 

20．体育会 剣道部（ニューヨーク学院高等部）（1名） 

 11年 神戸 良子  

 第12回全米剣道選手権大会 青少年女子16～18歳の部個人戦、青少年女子の部団体戦 優勝 

 

             以上 


