
２００７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 庭球部 

総合政策学部１年   會田 翔    

環境情報学部 1年   喜多 文明     

平成 19 年度全日本学生テニス選手権大会 ダブルス 優勝 

 

2. 慶應義塾体育会 競走部 

総合政策学部 2年   横田 真人    

      第 91 回日本陸上競技選手権大会 男子 800m 優勝 

記録：1分 49 秒 51 

 

3． 慶應義塾体育会 自動車部 

         経済学部 4年     加藤 岬造     

文学部 4年      瀬古 貴之        

理工学部 4年     相田 英亮     

理工学部 3年     小柴 信一郎      

理工学部 3年     塚谷 知也     

経済学部 2年     河西 英文      

      理工学部 1年          原地 芳暢      

平成 19 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 

 

4.  慶應義塾体育会 航空部                

理工学部 3年     奥田 徳幸               

第 48 回全日本学生グライダー競技選手権大会 個人の部 優勝 

 

5.  慶應義塾体育会 少林寺拳法部 

         経済学部 2年     佐藤 駿      

第 41 回少林寺拳法全日本学生大会 運用法男子有段の部 優秀拳士及び全日本学生連盟賞 

 

6.  慶應義塾体育会 フェンシング部（高等学校） 

2 年          三宅 諒          

2007 年世界ジュニア・カデ・フェンシング選手権大会 カデ男子フルーレ 優勝 

以上 



【小泉体育努力賞】 

1. 慶應義塾体育会 野球部 

環境情報学部 4年   加藤 幹典    

北京オリンピックプレ大会 優勝 
 

2. 慶應義塾体育会 蹴球部 

商学部 4年      金井 健雄   

経済学部 3年     荒井 元太 

法学部法律学科 4年  岡田 龍    

法学部政治学科 4年  山崎 真二朗    

商学部 4年      小田 龍司   

総合政策学部 4年   千葉 和哉     

総合政策学部 4年   山田 章仁   

環境情報学部 4年   稲場 直     

環境情報学部 4年   皆良田 勝   

環境情報学部 4年   中濵 聡志       

経済学部 3年     柳澤 秀彦   

商学部 3年      小柳 貴裕           

総合政策学部 3年   出雲 隆佑   

総合政策学部 3年     川本 祐輝  

総合政策学部 3年   花﨑 亮    

環境情報学部 3年   伊藤 隆大  

環境情報学部 3年   福岡 良樹   

法学部政治学科 2年  川村 慎  

法学部政治学科 2年  濵本 将人   

環境情報学部 2年   廣畑 光太朗  

環境情報学部 2年   松本 大輝   

総合政策学部 1年   小澤 直輝      

環境情報学部 1年   保坂 梓郎   

環境情報学部 1年     増田 慶介     

環境情報学部 1年    村田 毅                

第 44 回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 準優勝 

           

 

 

 

 



3. 慶應義塾体育会 庭球部 

 経済学部 4年         鳥山 洋       

理工学部 4年         小酒井 隆記 

     経済学部 4年         村上 将一     

法学部法律学科 3年  松尾 大輔        

総合政策学部 3年   平木 義大     

環境情報学部 3年     伊東 学    

     環境情報学部 3年     松井 大和     

経済学部 2年        鎌田 健太郎      

     総合政策学部 2年     小野 加寿也   

商学部 1年           松本 賢      

総合政策学部 1年     國盛 充知人       

総合政策学部 1年     富田 玄輝    

平成 19 年度全日本大学対抗テニス王座決定試合 準優勝 

 

4.  慶應義塾体育会 器械体操部 

          経済学部 4年         堀津 康之     

経済学部 4年         桜井 峻    

        経済学部 4年         森 敬之       

商学部 4年           長江 正太郎       

      理工学部 3年         植田 光         

第 40 回東日本学生トランポリン競技選手権大会 大学対抗戦男子 優勝 

 

5. 慶應義塾体育会 ボクシング部 

     経済学部 3年         櫻井 秀     

第 77 回全日本選手権 ミドル級 準優勝 

 

6．慶應義塾体育会 航空部 

経済学部 4年         飯出 雅人 

環境情報学部 4年     佐藤 洋介 

経済学部 3年         建川 萌        

第 48 回全日本学生グライダー競技選手権大会 団体の部 準優勝 

 

 

 

 

 

 



7. 慶應義塾体育会 合氣道部 

         文学部 4年           寅井 真沙美   

文学部 4年           野村 勇貴       

         理工学部 4年         伊藤 慶       

理工学部 4年         河端 克幸      

         経済学部 3年         尾崎 真央     

商学部 3年           髙山 敏史       

         経済学部 2年         加藤 紘幹     

第 27 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 

 

8． 慶應義塾体育会 少林寺拳法部 

         法学部政治学科 3年   福岡 友輔      

第 44 回少林寺拳法関東学生大会 運用法男子三段以上の部 最優秀拳士 

 

9． 慶應義塾体育会 四谷部 競走部 

医学部 4年           金田  和也     

医学部 5年           藤井  健太郎 

医学部 3年           入來  景悟    

医学部 2年          世良 泰       

第 66 回全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権大会 男子 4×100ｍリレー 優勝 

記録：43”30 

 

10．慶應義塾体育会 四谷部 ゴルフ部 

         医学部 3年           伊吹 省       

医学部 3年           吉松 裕介             

         医学部 6年           中島 大輔     

医学部 5年           近藤 崇之 

         医学部 5年           白川 公亮     

医学部 5年           藤井 祥太              

         医学部 5年           皆川 卓也     

医学部 3年           阿部 善彦             

      平成 19 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. 慶應義塾体育会 四谷部 ゴルフ部   

     医学部 4年           窪田 あやか   

医学部 5年           植野 華子                    

         医学部 4年       藤田 紘子             

平成 19 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 優勝 



12. 慶應義塾体育会 弓術部（高等学校）  

3 年                  礒野 晋作     

3 年           村田 祐太 

        3 年                  小林 宏輔     

2 年                  赤松 憲 

         2 年                  高山 論           

第 51 回関東高等学校弓道大会 団体優勝 

 

13. 慶應義塾体育会 馬術部（高等学校）  

3 年                  呉 達人      

3 年                  清水 友和                  

     3 年                  富澤 司                   

第 43 回関東高等学校自馬競技大会 団体総合優勝 

 

14. 慶應義塾体育会 弓術部（女子高等学校） 

3 年                  生駒 理佐子   

3 年                  守 彩加                

3 年                  池本 茉由     

3 年                  佐藤 梓紗 

         3 年                  平井 里枝     

3 年                  守時 春菜                         

1 年                  佐々田 美奈                   

平成 19 年度全国高等学校総合体育大会 女子団体 3 位            

 

 

以上 

                            


