
平成２７年度小泉体育賞･小泉体育努力賞 受賞者 

                   

 ○小泉体育賞   23件（51 名）（実数 46名） 

                         ○小泉体育努力賞 48件（185名）（実数 157 名） 

   

【小泉体育賞】 

 

1． 体育会  弓術部（1名） 

 法学部法律学科 4年 村田 賢祐 

第 46回全日本学生弓道遠的選手権大会 個人優勝 

 

2． 体育会 水泳部競泳部門（1名） 

経済学部 4年       梅本 雅之 

第 28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州）  

男子 200mバタフライ 3位および男子 4×100m メドレーリレー 3位 

  第 91回日本学生選手権水泳競技大会 男子 100mバタフライ 優勝 

 

3． 体育会  野球部（2名） 

 総合政策学部 4年   横尾 俊建             商学部 4年         谷田 成吾 

第 28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州） 優勝 

 

4． 体育会  庭球部（1名） 

 環境情報学部 2年  上杉 海斗  

第 28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州） 男子ダブルス 3位 

 

5． 体育会  庭球部（2名）  

 環境情報学部 4年   髙田 航輝           *環境情報学部 2年   上杉 海斗 

平成 27年度全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝 

 

6.  体育会 庭球部（1名） 

 総合政策学部 4年   西本 恵 

第 59回全日本学生テニス選手権大会 女子シングルス 優勝 

 

7.  体育会  ソッカー部（1名） 

   総合政策学部 4年  端山 豪 

第 28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州） サッカー競技 3位 

 

8.  体育会  ヨット部（4名） 

商学部 4年         武井 裕子             環境情報学部 4年   阿部 七海   

環境情報学部 4年   長堀 友香                総合政策学部 4年   窪田 明莉 

日建・レンタコムカップ第 24回全日本学生女子ヨット選手権大会   

スナイプ級優勝、470 級準優勝、総合優勝 
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9.  体育会  アメリカンフットボール部（1名） 

総合政策学部 3年   李  卓 

第 5回 IFAF アメリカンフットボール世界選手権アメリカ大会 準優勝 

 

10. 体育会 フェンシング部（8名） 

法学部政治学科 4年 小松崎 鉄雄                経済学部 4年       石井 洋也 

理工学部 4年       川村 健史                商学部 3年         上田 昌弘 

商学部 3年         武田 仁                 法学部法律学科 2年 田村 昌之 

商学部 2年         渋谷 崇行                  法学部法律学科 1年 篠﨑 誠 

第 65回全日本学生フェンシング王座決定戦 男子エペ団体 優勝 

 

11. 体育会  フェンシング部（1名） 

*商学部 3年         武田 仁 

第 4回アジア U-23フェンシングチャンピオンシップス(2015/ウランバートル) 男子エペ団体 3位 

 

12. 体育会  自動車部（1名） 

 総合政策学部 3年   針山 朋泰 

平成 27年度全日本学生自動車連盟年間総合杯 男子個人の部 優勝 

 

13. 体育会  自動車部（5名） 

理工学部 3年       佐野 勝也               経済学部 2年       若杉 達也 

理工学部 3年       近藤 貴之               *総合政策学部 3年   針山 朋泰 

経済学部 1年       高橋 幸輝 

平成 27年度全日本学生自動車運転競技選手権大会 男子団体 優勝 

 

14. 体育会  重量挙部（1名） 

経済学部 3年       山本 進吾  

第 19回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会 男子ジュニア 59kg級 優勝 

 

15. 体育会  重量挙部（1名） 

環境情報学部 4年   津 圭悟  

第 12回全日本学生ウェイトリフティング選抜大会 男子 77kg 級 クリーン＆ジャーク 優勝 

 

16. 体育会  航空部（5名） 

経済学部 4年          青池 秀人           理工学部 3年     三浦 慶介 

理工学部 4年       三輪 岳誠                      法学部法律学科 3年   松澤 弘樹            

法学部法律学科 3年   野澤 悠太 

第 56回全日本学生グライダー競技選手権大会 団体の部 優勝 

 

17. 体育会  洋弓部（6名） 

理工学部 4 年       原 秀器                   理工学部 4 年       若林 洸葵 

経済学部 2 年       藤本 真央                 法学部法律学科 2 年  大井 一輝 

商学部 1年         関澤 良太                 環境情報学部 1年   窪田 晟也  

第 54回全日本学生アーチェリー男子王座決定戦 オリンピックラウンド団体戦 優勝 

 

2 
 



18. 体育会  洋弓部（1名） 

*環境情報学部 1年   窪田 晟也 

第 28回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会 世界選手権ラウンド 優勝 

 

19. 体育会  洋弓部（1名） 

*法学部法律学科 2 年 大井 一輝 

第 25 回全日本室内アーチェリー選手権大会  リカーブ部門男子  優勝 

第 16 回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会  リカーブ部門男子  優勝 

 

20. 体育会  ラクロス部（3名） 

法学部政治学科 4 年 居塚 大岳              法学部法律学科 3 年 荻野 裕貴   

商学部 2年         河村 剛志  

第 7回 APLU アジアパシフィック選手権大会 優勝 

 

21. 体育会  ラクロス部（2名） 

経済学部 4年        高橋 未帆                  法学部政治学科 4年  鈴木 智子 

第 7回 APLU アジアパシフィック選手権大会 優勝 

 

22. 体育会 水泳部競泳部門（高等学校）（1名） 

 3年         大場 法隆 

第 70回国民体育大会水泳競技会 少年男子 A 800mフリーリレー 優勝 

 

23. 体育会 弓術部（湘南藤沢高等部）（1名） 

3年                 本郷 一輝 

第 70回国民体育大会弓道競技会 近的少年男子 優勝 
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【小泉体育努力賞】 

1.  体育会  柔道部（1名） 

法学部政治学科 3年 後藤 隆太郎 

平成 27年度全日本学生柔道体重別選手権大会 個人 100㎏以下級 準優勝 

第 28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州） 柔道競技 団体 優勝、個人 100㎏以下級 5位 

 

2.  体育会  弓術部（1名） 

法学部法律学科 4年 村田 賢祐 

第 63回全日本学生弓道選手権大会 個人準優勝 

 

3.  体育会  弓術部（1名） 

看護医療学部 4年   小林 由紀恵 

第 39回女子東西学生弓道選抜対抗試合 東軍優勝 

 

4.  体育会  端艇部（3名） 

 環境情報学部 4年  森崎 光洋                商学部 2年         今村 匠 

 商学部 2年     小坂 哲生 

第 42回全日本大学選手権大会 男子舵手付きペア 準優勝 

 

5.  体育会  水泳部競泳部門（1名） 

 経済学部 4年    梅本 雅之 

第 91回日本学生選手権水泳競技大会 男子 200mバタフライ 準優勝 

 

6.  体育会  庭球部（10名） 

環境情報学部 4年   谷本 真人                 法学部法律学科 4年  植野 佑紀   

総合政策学部 4年   渡邉 将司                 環境情報学部 4年   髙田 航輝   

法学部政治学科 3年 野田 哲平                 商学部 3年         井上   智文   

総合政策学部 2年   韓 成民                   環境情報学部 2年   上杉 海斗   

環境情報学部 1年   逸﨑 凱人                 環境情報学部 1年   畠山 成冴 

平成 27年度全日本大学対抗テニス王座決定試合 準優勝 

 

7.  体育会  庭球部（1名） 

*環境情報学部 2年  上杉 海斗 

   平成 27年度関東学生テニストーナメント大会 男子シングルス 優勝 

 

8.  体育会  庭球部（2名） 

総合政策学部 4年    西本 恵                   環境情報学部 4年   池田 玲 

第 51回島津全日本室内テニス選手権大会 女子ダブルス  準優勝 

 

9.  体育会  庭球部（1名） 

環境情報学部 3年    小林 夏実 

平成 27年度関東学生テニストーナメント大会 女子シングルス 優勝 
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10. 体育会  庭球部（2名） 

環境情報学部 3年    安形 玲耶        環境情報学部 2年   村瀬 早香 

平成 27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 

 

11. 体育会 庭球部（11名） 

環境情報学部 4年    今橋 真優           法学部政治学科 4年 坂元 君佳 

*総合政策学部年 4年  西本 恵                 *環境情報学部 4年   池田 玲 

法学部法律学科 3年  滝口 理華子            *環境情報学部 3年   安形 玲耶 

総合政策学部 2年    江代 純菜               環境情報学部 2年   首藤 みさき 

*環境情報学部 2年    村瀬 早香               総合政策学部 1年   西田 奈生 

環境情報学部 1年    押野 紗穂     

平成 27年度関東大学テニスリーグ 優勝 

 

12. 体育会 庭球部（7名） 

*環境情報学部 4年    今橋 真優           *総合政策学部 4年   西本 恵 

  *環境情報学部 4年    池田 玲              *環境情報学部 3年   安形 玲耶 

  *総合政策学部 2年    江代 純菜               *環境情報学部 2年   村瀬 早香 

  *環境情報学部 1年    押野 紗穂 

平成 27年度全日本大学対抗テニス王座決定試合 準優勝 

 

13. 体育会 競走部（1名） 

環境情報学部 1年    前山 陽軌   

2015日本学生陸上競技個人選手権大会 男子 400mハードル 準優勝 

 

14．体育会 競走部（1名） 

   総合政策学部 3年    松本 岳大 

第 94回関東学生陸上競技対校選手権大会 男子 400mハードル 優勝 

 

15. 体育会 競走部（1名） 

  環境情報学部 3年    児島 有伸 

      第 94回関東学生陸上競技対校選手権大会 男子三段跳び 優勝 

 

16. 体育会 ヨット部（14名） 

総合政策学部 4年   成川 健一          文学部 4年         橋本 麻紀 

法学部政治学科 4 年 ムルター大島オーウェン圭介 環境情報学部 4 年   長堀 友香 

法学部法律学科 3 年 細沼 豪太                 法学部政治学科 3年 佐藤 帆 

法学部政治学科 3 年 増田 健吾                  商学部 3 年         松下 航也   

理工学部 3 年       大山 誠人                 環境情報学部 3 年   鳥羽 雄太 

環境情報学部 3年   中嶋 颯                   経済学部 2年       片山 拓哉 

法学部政治学科 2 年 江頭 英翔                  商学部 2 年         樋口 舵 

平成 27年度関東学生ヨット春季選手権大会 470級優勝、スナイプ級優勝、総合優勝 
 

17. 体育会 ヨット部（4名） 

商学部 4年          武井 裕子                   総合政策学部 4年    窪田 明莉 

環境情報学部 4年    阿部 七海                  *環境情報学部 4年     長堀 友香   

平成 27年度関東学生女子ヨット春季選手権大会 470級 3位、スナイプ級優勝、総合優勝 
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18. 体育会 ヨット部（2名） 

 *商学部 4年          武井 裕子                  *環境情報学部 3年   中嶋 颯 

平成 27年度関東学生ヨット個人選手権大会 470級 優勝 

 

19. 体育会 フェンシング部（1名） 

  経済学部 1年        宮脇 花綸 

第 67回関東学生フェンシング選手権大会 女子フルーレ個人 優勝 

2015年シニアフェンシング世界選手権大会 女子フルーレ団体 7位 

 

20. 体育会 自動車部（1名） 

  理工学部 3年        佐野 勝也 

平成 27年度全関東学生自動車運転競技選手権大会 男子小型乗用の部（西コース） 優勝 

 

21. 体育会 自動車部（9名） 

*理工学部 3年        佐野 勝也            経済学部 2年      若杉 達也   

理工学部 3年        近藤 貴之            商学部 2年        山村 雅也   

理工学部 2年        清水 佑一郎                  環境情報学部 2年  杉江 優 

経済学部 1年        高橋 幸輝             商学部 1年        馬場 悠太朗                    

環境情報学部 1年    田中 大地 

第 19回関東学生対抗軽自動車 6時間耐久レース 学生一般の部 優勝 

 

22. 体育会  重量挙部（1名） 

経済学部 2年        林 弘一郎  

第 19回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会 男子ジュニア 66kg級 準優勝 

 

23. 体育会  航空部（1名） 

経済学部 4年         青池 秀人  

第 56回全日本学生グライダー競技選手権大会 個人の部 準優勝 

 

24. 体育会 合氣道部（6名） 

経済学部 4年        小柴 義文                    商学部 4年         柴田 華那   

経済学部 4年        九冨 由理                    総合政策学部 4年    猪又 拓真 

法学部政治学科 3年  石橋 大地                    経済学部 2年       乾 悦一   

第 34回全日本心身統一合氣道競技大会 団体の部 大学の部 金賞 

 

25. 体育会 合氣道部（2名） 

*経済学部 4年      九冨 由理                    経済学部 3年       太田 賢 

第 34回全日本心身統一合氣道競技大会 個人の部 大学の部 金賞 

 

26. 体育会 自転車競技部（1名） 

    法学部政治学科 3年 池 聖 

全日本学生選手権第 27回個人ロードタイムトライアル自転車競技大会 2015 準優勝  

文部科学大臣杯第 71 回全日本大学対抗選手権自転車競技大会 2015  

4km インディヴィデュアル・パーシュート 準優勝 
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27. 体育会 四谷部  柔道部（1名） 

 医学部 5年      藤塚 捷 

第 58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 

 

28. 体育会 四谷部  端艇部（5名）  

医学部 3年     大河内 遼太郎                医学部 3年    大澤  響   

医学部 3年     原田  林太郎                  医学部 3年    星野  佑介    

医学部 2年     深瀬  友太 

第 58回東日本医科学生総合体育大会 ボート競技 男子舵手付きフォア 1000ｍ 優勝 

 

29. 体育会 四谷部  端艇部（29 名） 

医学部 4年     相澤  魁人                     医学部 3年   増渕  颯   

医学部 6年     小川  祥子                    医学部 6年   神谷  黎   

医学部 6年     菊岡  吉朗                     医学部 6年   鈴木  嵩弘   

医学部 5年     井上  隆博                     医学部 5年   金子  賢司   

医学部 5年     河本  ひかり                   医学部 5年   陳  世偉   

*医学部 3年     大河内  遼太郎               *医学部 3年   大澤  響   

医学部 3年     岡村  駿                      医学部 3年   塩野  泰良   

医学部 3年     島田  達哉                   *医学部 3年   原田  林太郎   

*医学部 3年     星野  佑介                    医学部 3年   三好  由夏   

医学部 2年     青木  優介                     医学部 2年   加藤  智尋   

医学部 2年     北澤  進之助                  医学部 2年   後藤  行   

医学部 2年     重原  光那                 *医学部 2年   深瀬  友太   

医学部 1年     青山  徹                     医学部 1年   折田  巧   

医学部 1年     黒宮  みの里                 医学部 1年   小池  久貴   

医学部 1年     麓  政人 

第 58回東日本医科学生総合体育大会 ボート競技 団体 優勝 

 

30. 体育会 四谷部  端艇部（1名） 

  *医学部 6年     菊岡 吉朗 

第 58回東日本医科学生総合体育大会 ボート競技 男子シングルスカル 1000m  優勝 

 

31. 体育会 四谷部  端艇部（2名） 

 *医学部 3年     三好  由夏                    *医学部 2年   重原  光那 

第 58回東日本医科学生総合体育大会 ボート競技 女子ダブルスカル 1000m  優勝 

 

32. 体育会 四谷部  競走部（1名） 

  医学部 5年         岩部 佳穂 

第 58回東日本医科学生総合体育大会 陸上競技 200m および 400m 優勝 

 

33. 体育会 四谷部  競走部（1名） 

  医学部 5年         島田  嵩 

第 58回東日本医科学生総合体育大会 陸上競技 ハンマー投 優勝 
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34. 体育会 四谷部  バスケットボール部（15名） 

医学部 4年         島  優作                       医学部 4年     曽賀野  純希 

   医学部 5年         神山  真人                     医学部 4年     新藤  隆英 

   医学部 3年         和泉  光倫                     医学部 3年     杉野  功佑 

   医学部 2年         柄澤  宏至                     医学部 2年     須賀  公佑 

   医学部 2年         田村  匡史                     医学部 1年     安藤  佑 

   医学部 1年         熊谷  光祐                     医学部 1年     杉本  遼太 

   医学部 1年         新妻  雄介                     医学部 1年     波多野  智紀 

   医学部 1年         寄森  駿 

第 49回全日本医科学生体育大会王座決定戦 バスケットボール競技 優勝 

 

35. 体育会 四谷部  空手部（1名） 

  医学部 5年         岩田 樹里 

第 58回東日本医科学生総合体育大会 空手道競技 女子個人形 優勝 

 

36. 体育会 四谷部  空手部（1名） 

  医学部 2年          山中 健史 

第 58回東日本医科学生総合体育大会 空手道競技 男子個人形 優勝 

 

37. 体育会 四谷部  空手部（8名） 

  医学部 4年          中村  彰良                    医学部 4年      林  龍馬   

医学部 6年          篠原  嶺                      医学部 4年      松垣  道博   

医学部 3年          浅田  愼太郎                  医学部 3年      石田  典仁   

医学部 3年          杉本  龍之介                 *医学部 2年      山中  健史 

第 58回東日本医科学生総合体育大会 空手道競技 男子総合優勝 

 

38. 体育会 四谷部  アメリカンフットボール部（11名） 

  医学部 4年          池  将                      医学部 3年      杉山  祥基  

医学部 6年          明石  一浩                    医学部 6年      竹田  将人   

医学部 6年          三村  悠                      医学部 5年      鈴木  将平   

医学部 5年          松沢  優一                    医学部 5年      三輪  祐揮   

医学部 4年          池上  翔梧                    医学部 1年      青柳  裕太郎   

医学部 1年          近藤  慎一郎 

関東学生アメリカンフットボール連盟 2015 年度秋季リーグ戦 医科歯科１部リーグ 優勝 

 

39. 体育会 端艇部（高等学校）（2名） 

  2 年                 原  和希                      2年           山本  壮太郎 

平成 27年度関東高等学校選抜ボート大会 男子ダブルスカル 1000m 優勝 

 

40. 体育会 水泳部競泳部門（高等学校）（4名） 

  3年                 大場  法隆                 3年             村川  雄仁 

2年                 成田  虎太郎                  1年             初谷  智輝 

平成 27年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 男子 800ｍフリーリレー 第 2位 
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41. 体育会 水泳部競泳部門（高等学校）（1名） 

 *3年                  大場  法隆 

平成 27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  第 2位 

    第 70回国民体育大会水泳競技会 少年男子 A 400m自由形  第 2位 

 

42. 体育会 スキー部（高等学校）（1名） 

   3年                  石渡  健 

第 51回関東高等学校スキー大会アルペン競技大回転種目および回転種目 優勝 

 

43. 体育会 ヨット部（高等学校）（4名） 

3年          樫本  達真                   3年       柳内  航平 

1年          小木曽  涼                   1年       三田  健太郎 

第 67回関東高等学校ヨット大会  男子ＦＪ級 優勝 

 

44. 体育会 ヨット部（高等学校）（4名） 

  3 年          久保田  空                   3年       吉村  彰人 

2年          安江  輝浩                   1年       梅迫  良輔 

第 67回関東高等学校ヨット大会 男子 420級 優勝 

 

45. 体育会 航空部（高等学校）（4名） 

3年          手塚 祐輔                   2年       今福  諒平 

2年          芝  悠介                     2 年       山路  優輝 

第 48回全日本高等学校滑空選手権大会 第 1部団体戦 優勝 

 

46. 体育会 航空部（高等学校）（1名） 

 *2 年         山路  優輝 

第 48回全日本高等学校滑空選手権大会 第 1部個人戦 優勝 

 

47. 体育会 洋弓部（高等学校）（1名） 

  2 年          巽  優大 

第 34回関東高等学校アーチェリー選抜大会 個人決勝ラウンド 優勝 

 

48. 体育会 弓術部（湘南藤沢高等部）（1名） 

 3年          本郷 一輝 

第 34回関東高等学校弓道個人選手権選抜大会 男子の部 優勝 

第 70回国民体育大会弓道競技会 遠的少年男子 3位     

   

                           以上 
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