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平成２６年度小泉体育賞･小泉体育努力賞 受賞者 

 
                         受賞者数 197 名（*重複者 10名） 

 小泉体育賞    14 件 

 小泉体育努力賞  29件 

  

【小泉体育賞】 

 

1．  体育会  弓術部（6名） 
  商学部 4年      渡邊 幸四郎           商学部 4年       瀧上 泰一郎   

法学部法律学科 3年  村田 賢祐            法学部法律学科 2年  菅谷 脩 

総合政策学部 2年   稲熊 渉               環境情報学部 2年    佐久間 淳   

第 62 回全日本学生弓道選手権大会 射道優秀賞受賞 

 

2．  体育会  庭球部（1名） 
  環境情報学部 4年   近藤 大基 

平成 26 年度全日本学生テニス選手権大会 男子シングルス 優勝 

 

3．  体育会  器械体操部（1名） 
  環境情報学部 2年   棟朝 銀河 

第 49 回全日本学生トランポリン競技選手権大会個人 A クラス男子 優勝 

 

4．  体育会  競走部（4名） 
  *総合政策学部 4年    山縣 亮太            理工学部 4年      茅田 昂  

総合政策学部 4年   壁谷 智之            総合政策学部 1年    小池 祐貴 

天皇賜盃 第 83 回日本学生陸上競技対校選手権大会 男子 4×400m リレー 優勝 

 

5．  体育会  競走部（1名） 
  *総合政策学部 4年   山縣 亮太 

天皇賜盃 第 83 回日本学生陸上競技対校選手権大会 男子 100ｍ 優勝 

第 17 回アジア競技大会 陸上競技 男子 100m 6 位入賞、男子 4×100m リレー 準優勝 

 

6．  体育会  競走部（1名） 
  総合政策学部 4年   髙桑 早生 

インチョン 2014 アジアパラ競技大会 陸上競技 女子 100m  3 位 

 

7．  体育会  射撃部（1名） 
環境情報学部 4年   岡部 泰祐 

第 10 回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会 50ｍライフル伏射 60 発競技 優勝 

 

8．  体育会  射撃部（1名） 
経済学部 3年      渡辺 琢馬 

第 61 回全日本学生ライフル射撃選手権大会 50ｍライフル伏射競技ならびに 50ｍライフル 

三姿勢競技 優勝 
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9．  体育会  バレーボール部（1名） 
環境情報学部 4年   柳田 将洋 

第 17 回アジア競技大会（2014/仁川）男子バレーボール競技 準優勝 
 

10． 体育会  自動車部（6名） 
*理工学部 4年    戸田 敬介 *法学部法律学科 4年   梁 貴泰  

*総合政策学部 4年   大崎 悠悟           理工学部 3年     櫻庭 彬生 

*理工学部 3年    佐野 勝也           *理工学部 2年     近藤 貴之 

全日本エコドライブチャンピオンシップ 2014 学生の部 優勝 

 

11. 体育会 航空部（4名） 

経済学部 3年    青池 秀人         法学部法律学科 3年   田中 優元 

    総合政策学部 4年  栗野 翔太         理工学部 2年      川越 愛夏 

   第 55回全日本学生グライダー競技選手権大会 団体の部 優勝 

 

12． 体育会  ラクロス部（25 名） 

商学部 4年      安藤 圭祐                 経済学部 4年     猪野 慎太郎 

   経済学部 4年      大澤 拓矢             経済学部 4年         大西 博也 

経済学部 4年     木島 薫              経済学部 4年         髙橋 純 

経済学部 4年        林 貴人                   経済学部 4年         水谷 亮介   

経済学部 4年        阪 俊輝             法学部法律学科 4年  伊藤 広大   

法学部法律学科 4年  奈良 大吾                 商学部 4年           中山 嵩大   

経済学部 3年        立石 悠             経済学部 3年         田中 大善           

経済学部 3年        吉沢 健介             法学部法律学科 3年   加藤 貴康 

法学部政治学科 3年  居塚 大岳                 法学部政治学科 3年  上田 裕基 

商学部 3年          井上 優             理工学部 3年         繁益 弘明 

環境情報学部 3年    栗田 智仁             法学部法律学科 2年   荻野 裕貴 

法学部政治学科 2年  北川 拓 法学部政治学科 2年   野上 力 

商学部 2年          河村 剛志 

第 6回全日本ラクロス大学選手権大会 優勝 

 

13.  体育会 水泳部競泳部門（高等学校）（1名） 
   3 年                 堀田 恵路 

平成 26 年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 男子 100m 背泳ぎならびに男子 200m 背泳ぎ  

優勝 

 

14.  体育会 馬術部（高等学校）（4名） 
   3 年                 坂本 恭夫                 3 年                 板津 直哉 

3 年                 梅田 遼一郎               3 年                 岡 佑乃輔 

第 48 回全日本高等学校馬術競技大会 優勝 

 

以上 
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【小泉体育努力賞】 
1.  体育会 野球部（24 名） 

商学部 4年         佐藤 旭 法学部政治学科 4年  明 大貴    

商学部 4年         大野 光祐                  商学部 4年           杉山 由泰  

商学部 4年         瀧本 健太朗             商学部 4年           竹内 惇         

総合政策学部 4年  石崎 佑磨             環境情報学部 4年   近藤 俊 

環境情報学部 4年  羽入田 雄大             環境情報学部 4年   藤本 知輝 

商学部 3年         加嶋 宏毅              商学部 3年      北村 祐樹 

商学部 3年         三宮 舜              商学部 3年      原田 直道 

商学部 3年         谷田 成吾              総合政策学部 3年   横尾 俊建 

環境情報学部 3年  梅野 魁土              環境情報学部 3年   小笠原 知弘 

環境情報学部 3年  山本 泰寛              法学部政治学科 2年  加藤 拓也 

商学部 2年      齋藤 大輝              環境情報学部 2年   須藤 隆成 

環境情報学部 2年   照屋 塁                    商学部 1年      山本 瑛大 

平成 26 年度東京六大学野球春季リーグ戦 優勝 

 

2.  体育会  庭球部（8名） 
経済学部 4年     井上 善文              総合政策学部 4年   権 大亮 

総合政策学部 3年   渡邉 将司             *環境情報学部 3年    谷本 真人 

法学部政治学科 2年  野田 哲平              法学部法律学科 1年  桐生 光之介 

総合政策学部 1年   韓 成民 *環境情報学部 1年   上杉 海斗 

平成 26 年度全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子団体 準優勝 

 

3.  体育会  庭球部（2名） 

*環境情報学部 3年   谷本 真人              *環境情報学部 1年    上杉 海斗 

    平成 26 年度全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス 準優勝 

 

4.  体育会  庭球部（2名） 

*総合政策学部 3年    西本 恵                  *環境情報学部 3年    池田 玲 

平成 26 年度関東学生テニストーナメント大会 女子ダブルス 優勝 

平成 26 年度関東学生テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝 

 

5.  体育会  庭球部（1名） 

*総合政策学部 3年   西本 恵 

平成 26 年度全日本学生テニス選手権大会 女子シングルス 準優勝 

 

6.  体育会  庭球部（2名） 

*環境情報学部 3年    池田 玲         環境情報学部 2年   安形 玲耶 

平成 26 年度全日本学生室内テニス選手権大会 女子ダブルス 準優勝 

 

7.  体育会  馬術部（3名） 

商学部 4年      小澤 和紀 商学部 4年      安 知世 

経済学部 2年     岡 俊作 

第 57 回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 団体 準優勝 
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8.  体育会  空手部（1名） 

   法学部政治学科 3年  中嶋 俊文 

第 42 回関東学生空手道個人選手権大会 男子個人形の部 優勝 

第 45 回関東空手道選手権大会 男子個人形の部 優勝 

 

9. 体育会  ヨット部（9名） 

商学部 4年      玉田 玲奈              商学部 3年       大辻 眞理子 

商学部 3年      武井 裕子                 総合政策学部 3年   窪田 明莉 

環境情報学部 3年   阿部 七海              環境情報学部 3年   長堀 友香 

環境情報学部 2年   角田 きあら               法学部政治学科 1年  皆川 綾菜 

総合政策学部 1年   村瀬 海里   

第 23 回全日本学生女子ヨット選手権大会 総合準優勝 

 

10． 体育会  アメリカンフットボール部（1名） 

    法学部政治学科 4年  高木 翼 

2014 年度オール関東 24 ベストクォーターバックに選出 

 

11. 体育会  フェンシング部（1名） 

   商学部 2年      武田 仁 

      第 3回アジア U-23 フェンシング競技大会 男子エペ 個人 3位、団体 3位 

2014 年度全日本学生フェンシング選手権大会 男子エペ個人 準優勝 

 

12.  体育会  自動車部（6名） 

*理工学部 4年     戸田 敬介             *法学部法律学科 4年  梁 貴泰 

*総合政策学部 4年   大崎 悠悟              *理工学部 3年      佐野 勝也 

理工学部 2年     五十嵐 将司             *理工学部 2年     近藤 貴之 

平成 26 年度全日本学生自動車連盟年間総合杯 男子団体の部 準優勝 

 

13.  体育会  合氣道部（6名） 

   理工学部 4年     髙須 公仁              法学部法律学科 4年  岩出 慎之介 

   商学部 4年      濵川 恒久              理工学部 4年     守時 麻衣 

文学部 3年      鈴木 康平              経済学部 3年     九冨 由理 

第 33 回全日本心身統一合氣道競技大会 学生団体の部 金賞 

 

14.  体育会  洋弓部（1名） 

 法学部法律学科 1年  大井 一輝 

第 25 回全日本学生アーチェリー 東日本大会 優勝     

2014 年度関東学生アーチェリー個人選手権大会本選 優勝 

第 27 回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会 準優勝 

 

15. 体育会  ラクロス部（3名） 

 経済学部 4年     田浦 貴大            法学部法律学科 4年   陳野 眞澄 

法学部政治学科 3年  越後 哲朗 

第 27 回関東学生ラクロスリーグ戦 優勝 
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16. 体育会 四谷部 柔道部（1名） 

  医学部 4年      藤塚 捷 

第 57 回東日本医科学生総合体育大会 柔道競技 男子個人戦 73 ㎏級 優勝 

 

17. 体育会 四谷部 水泳部（15 名）  

医学部 4年      松本 雄暉 医学部 6 年      山田 浩貴 

医学部 5年      杉浦 祐太郎               医学部 5年       髙谷 健人 

   医学部 5年       千田 彰彦         医学部 4年       高田 啓志 

   医学部 4年      田中 健太郎              医学部 4年       早川 道太郎 

   医学部 3年      枝浪 元紀              医学部 3年       德岡 旭 

医学部 3年      仲尾 航                   医学部 2年       安藤 拓 

   医学部 2年      酒井 順         医学部 2年       西 祐進 

医学部 1年      吉田 大蔵 

第 57 回東日本医科学生総合体育大会 水泳競技 男子総合優勝 

 

18．体育会 四谷部 水泳部（1名） 

 医学部 4年      矢野 由希子 

第 57 回東日本医科学生総合体育大会 水泳競技 女子 50ｍ自由形ならびに 100ｍ自由形 優勝 

 

19. 体育会 四谷部 競走部（1名） 

医学部 4年      島田 嵩 

第 57 回東日本医科学生総合体育大会 陸上競技 ハンマー投げ 優勝 

 

20. 体育会 四谷部 競走部（1名） 

   医学部 4年      岩部 佳穂 

第 57 回東日本医科学生総合体育大会 陸上競技 女子 100m ならびに 200m ならびに 400m 優勝 

 

21. 体育会 四谷部 空手部（1名） 

   医学部 4年      岩田 樹里 

第 57 回東日本医科学生総合体育大会 空手道競技部門 女子個人形 優勝 

 

22. 体育会 四谷部 空手部（6名） 

   医学部 4年      小川 茂樹              医学部 6年        和田 真孝 

医学部 5年      篠原 嶺         医学部 4年        相原 佑貴 

医学部 4年           北間 翼 医学部 1年            山中 健史 

第 57 回東日本医科学生総合体育大会 空手道競技部門 男子総合優勝 

 

23. 体育会 四谷部 ゴルフ部（6名） 

   医学部 4年           小池 一康              医学部 4年        加藤 恭介 

   医学部 6年           秋葉 庸平              医学部 5年        春日 良介 

   医学部 5年      田中 朋陽              医学部 2年        古川 宏幸 

平成 26 年度全日本医科大学ゴルフ連盟春季大会・秋季大会 春秋総合男子団体Ａリーグ 優勝 
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24. 体育会 四谷部 ゴルフ部（3名） 

医学部 4年      大岡 令奈                 医学部 3年        高田 ちひろ 

   医学部 2年      野田 莉香子 

平成 26 年度全日本医科大学ゴルフ連盟秋季大会 女子団体優勝 

 

25.  体育会 水泳部競泳部門（高等学校）（1名） 

   2 年          大場 法隆 

平成 26 年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 男子 400m 自由形 準優勝 

 

26.  体育会  ホッケー部（高等学校）（18 名） 

   3 年          永野 裕太              3 年          前川 奎樹 

   3 年          今泉 翔         3 年          岩濱 聡汰 

   3 年         大久保 遼              3 年          大橋 俊介   

3 年          小川 修平              3 年          金田 翼 

   3 年          草野 洵哉              3 年          黒宮 一真   

3 年          河本 倫太郎              3 年          小島 遼 

3 年          櫻井 翔         3 年          孫 亨    

3 年          波多野 翔太              3 年          平野 邦彦 

2 年          竹内 佑太              2 年          吉川 大地 

第 69 回国民体育大会 関東ブロック大会 ホッケー競技 少年男子の部 優勝 

 

27.  体育会 スキー部（高等学校）（1名） 

     2 年         石渡 健 

   平成 26 年度全国高等学校総合体育大会 第 64 回全国高等学校スキー大会  

アルペン競技 男子大回転種目 準優勝 

 

28.  体育会  ヨット部（高等学校）（10 名） 

  3 年          村瀬 志綱              3 年           小泉 一裕 

3 年             石和 正浩               3 年           野田 直希 

3 年             松世 拓也               2 年           樫本 達真 

2 年            久保田 空               2 年           高宮 豪太 

    2 年          柳内 航平               2 年                  吉村 彰人 

第 66 回関東高等学校ヨット大会 男子ＦＪ級ソロ競技 優勝、男子ＦＪ級デュエット競技 優勝 

 

29.  体育会  弓術部（湘南藤沢高等部）（5名） 

2 年          廣田 将也           2 年                 畑 直樹  

1 年          浦上 峻輔 1 年                 本郷 一輝   

1 年          八巻 晴彦 

第 13 回東日本高等学校弓道大会 5 人制男子 優勝 

 
以上 


