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平成２８年度小泉体育賞･小泉体育努力賞 受賞者 

                   

 ○小泉体育賞   20件（65 名） 

                       ○小泉体育努力賞 59 件（329名）（実数 257名） 

【小泉体育賞】 

1． 体育会  弓術部（8名） 

 総合政策学部 4年   稲熊 渉    経済学部 4年    古川 彗太 

法学部法律学科 4年  菅谷 脩    環境情報学部 4年  佐久間 淳 

文学部 3年      日野 浩明   商学部 3年     蜂谷 康一郎 

商学部 2年      山下 健太   法学部法律学科 1年 本郷 一輝 

第 28回全国大学弓道選抜大会 5人立 優勝 

 

2． 体育会 野球部（1名） 

法学部政治学科 4年 加藤 拓也 

第 28回ハーレムベースボールウィーク 2016 最優秀防御率受賞 

 

3． 体育会  庭球部（2名） 

 環境情報学部 2年 逸﨑 凱人     環境情報学部 2年 畠山 成冴 

全日本学生テニス選手権大会男子 84回 男子ダブルス 優勝 

平成 28 年度全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝 

 

4． 体育会  庭球部（1名） 

 環境情報学部 3年 上杉 海斗 

平成 28 年度全日本学生室内テニス選手権大会 男子シングルス 優勝 

 

5.  体育会 器械体操部（1名） 

 環境情報学部 3年 棟朝 銀河 

第 31回オリンピック競技大会 トランポリン競技 男子個人 ４位 

第 51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 

 

6.  体育会  競走部（1名） 

総合政策学部 1年 池田 ブライアン雅貴 

World Deaf Athletics Championships 2016 男子 4×400ｍリレー 準優勝 

 

7． 体育会  スケート部フィギュア部門（1名） 

文学部 3年 棟尾 観月 

第 22回全日本シンクロナイズドスケーティング選手権大会 優勝 

 

8. 体育会 空手部（1名） 

環境情報学部 4年 清和田 雅美 

EAKF第 6回東アジアシニア及び第 5回東アジアジュニア&カデット空手道選手権大会 

シニア女子個人形 準優勝 

 

9. 体育会  ヨット部（2名） 

法学部法律学科 4年 細沼 豪太     法学部法律学科 3年 畠 広樹 
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2016年度全日本学生ヨット個人選手権大会 スナイプ級 優勝 

 

10.  体育会  アメリカンフットボール部（2名） 

  総合政策学部４年 李 卓      商学部３年 染矢 優生 

第 2回アメリカンフットボール大学世界選手権大会 ３位 

 

11.  体育会  フェンシング部（1名） 

経済学部 2年 宮脇 花綸 

ジュニアワールドカップ ティミショアラ大会 女子フルーレ個人 優勝 

 

12.  体育会  フェンシング部（1名） 

商学部 4年 武田 仁 

第 69回全日本フェンシング選手権大会 男子エペ個人 優勝 

 

13.  体育会  洋弓部（1名） 

環境情報学部2年 窪田 晟也 

第 55回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 ７０M 優勝 

 

14.  体育会  ラクロス部（25名） 

法学部政治学科 4年 山田 晃平   法学部政治学科 4年 金友 崇晃 

経済学部 4年    大坪 厚介   経済学部 4年    岡村 佳祐 

法学部法律学科 4年 荻野 裕貴   法学部法律学科 4年 今橋 勇太朗 

法学部政治学科 4年 北川 拓    法学部政治学科 4年 木全 隼人 

法学部政治学科 4年 野上 力    法学部政治学科 4年 丸山 翔平 

商学部 4年    栗林 良行   商学部 4年     仁熊 健太 

経済学部 3年    井上 裕太   経済学部 3年    杉山 達也 

経済学部 3年    原 拓輝    法学部法律学科 3年 石山 博貴 

商学部 3年     青木 裕太郎  商学部 3年     河村 剛志 

商学部 3年     田中 聡貴   理工学部 3年    曽根 叙臣 

経済学部 2年    山 瑛人    経済学部 2年    川上 拓純 

経済学部 2年    杉本 健    経済学部 2年    松平 悠希 

理工学部 2年   竹内 豪 

第 8回全日本ラクロス大学選手権大会 優勝 

 

15.  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 28回全日本学生個人ロードタイムトライアル自転車競技大会 

個人ロードタイムトライアル男子 優勝 

 

16.  体育会 自転車競技部（1名） 

  経済学部 2 年 福田 咲絵 

文部科学大臣杯第 72 回全日本大学対抗選手権自転車競技大会  

女子個人ロードレース 優勝 
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17.  体育会 水上スキー部（11 名） 

法学部政治学科 4年 井澤 健太朗  経済学部 4年    久保田 渉 

経済学部 4年    髙井 鴻    経済学部 4年    村田 寛樹 

経済学部 3年    志村 詢    法学部法律学科 3年 二ノ宮 孝介 

法学部政治学科 3年 今橋 典宏   法学部政治学科 3年 三冨 宗 

商学部 3年     小美濃 克有  商学部 2年     草野 眞也 

商学部 2年     中川 礼二郎 

第 61回全日本学生水上スキー選手権大会 スラローム、トリック、ジャンプ 男子総合優勝 

 

18. 体育会 四谷部 空手部（1名） 

    医学部 6年 岩田 樹里 

空手 1プレミアリーグ 沖縄 2016 女子個人形 ７位 

 

19. 体育会 端艇部 （高等学校）（2名） 

3年 武井 優           3年 鍛治田 有史 

第 27回全国高等学校選抜ボート大会 男子ダブルスカル 2000m 優勝 

 

20. 体育会 庭球部 （高等学校）（１名） 

2年 伊藤 竹秋 

2016ジュニアデビスカップ・ジュニアフェドカップ決勝大会 ５位 

 

 

 

以上 
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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４年 後藤 隆太郎 

平成 28 年度全日本学生柔道体重別選手権大会 100kg級 準優勝 

 

2． 体育会  端艇部（2名） 

 法学部法律学科 3年 細田 外嗣    法学部政治学科 3年 内田 優志 

第 38回全日本軽量級選手権大会 男子舵手なしペア 2000ｍ 準優勝 

 

3． 体育会  端艇部（3名） 

 法学部政治学科 4年 米澤 一也    理工学部 4年 髙林 拓海 

経済学部 2年    吉田 高寅 

第 43回全日本大学選手権大会 男子舵手付きペア 2000ｍ 準優勝 

第 94回全日本選手権大会 男子舵手付きペア 2000ｍ 準優勝 

 

4． 体育会 庭球部（1名） 

環境情報学部 3年 上杉 海斗 

平成 28 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 

 

5.  体育会  庭球部（2名） 

*環境情報学部 3年 上杉 海斗        環境情報学部 3年 韓 成民 

   橋本総業 東京有明国際オープンテニストーナメント 男子ダブルス ３位 

 

6．体育会 庭球部（1 名） 
環境情報学部 1年 甲斐 直登 

平成 28 年度関東学生新進テニス選手権大会 男子シングルス 優勝 
 

7．体育会 庭球部（2 名） 
*総合政策学部 3 年 韓 成民      商学部 1年    福田 真大 
平成 28 年度関東学生新進テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝 
 

8.  体育会  庭球部（1名） 

環境情報学部 3年 村瀬 早香 

第 69 回北信越テニス選手権大会 女子シングルス 優勝 

 

9.  体育会 競走部（4名） 

総合政策学部 3年 清水 友紀     総合政策学部 3年 竹内 爽香 

文学部 2年    足立 梨紗     総合政策学部 1年 川村 知巳 

天皇賜盃第 85回日本学生陸上競技対校選手権大会 女子 4×100ｍリレー 準優勝 

 

10.  体育会 スケート部スピード部門（1名） 

環境情報学部 2年 谷本 光 

第 36回東日本ショートトラック選手権大会 3000m 優勝 
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11.  体育会 スケート部ホッケー部門（2名） 

環境情報学部 3年 阪本 航大     法学部政治学科 2年 滝 智弥 

第 71回国民体育大会冬季大会 アイスホッケー競技会 準優勝 

 

12.  体育会 空手部（1名） 

環境情報学部 4年 清和田 雅美 

第 44回関東学生空手道選手権大会 女子個人形 優勝 

第 60回全日本学生空手道選手権大会並びに東西対抗戦 女子個人形 準優勝 

 

13． 体育会 ヨット部（17 名） 

法学部政治学科 4年  佐藤 帆    経済学部 4年     樋口 瑛一 

法学部法律学科 4年  細沼 豪太    法学部政治学科 4年  多田羅 友貴 

法学部政治学科 4年  増田 健吾    環境情報学部 4年   中嶋 颯 

経済学部 3年     小澤 駿     経済学部 3年     片山 拓哉 

経済学部 3年     出口 廣智    法学部法律学科 3年  畠 広樹 

法学部法律学科 3年  太中 賢     法学部政治学科 3年  江頭 英翔 

法学部政治学科 3年  越川 智博    法学部政治学科 3年  皆川 綾菜 

商学部 3年      樋口 舵     経済学部 2年     石和 正浩 

理工学部 2年     村瀬 志綱 

2016年度関東学生ヨット春季選手権大会 スナイプ級優勝、470級 2位、総合優勝 

 

14.  体育会 ヨット部（12名） 

  *法学部政治学科 4年 佐藤 帆     *法学部法律学科 4年 細沼 豪太 

*法学部政治学科 4年 多田羅 友貴    *法学部政治学科 4年 増田 健吾 

環境情報学部 4年  鳥羽 雄太         *環境情報学部 4年  中嶋 颯 

*経済学部 3年    片山 拓哉         *経済学部 3年    出口 廣智 

*法学部法律学科 3年 畠 広樹           *法学部政治学科 3年 江頭 英翔 

*商学部 3年     樋口 舵        理工学部 3年    関口 舜一 

      第 83 回関東学生ヨット選手権大会 スナイプ級優勝、470級 2位、総合優勝 

 

15.   体育会 ヨット部（14名） 

*法学部政治学科 4年 佐藤 帆      法学部法律学科 4年 五島 美香子 

*法学部法律学科 4年 細沼 豪太          *法学部政治学科 4年 多田羅 友貴 

*法学部政治学科 4年 増田 健吾      商学部 4年     松下 航也 

*環境情報学部 4年  鳥羽 雄太          *環境情報学部 4年  中嶋 颯 

*経済学部 3年    片山 拓哉          *経済学部 3年    出口 廣智 

*法学部法律学科 3年 畠 広樹            *法学部政治学科 3年 江頭 英翔 

*商学部 3年     樋口 舵       *理工学部 3年    関口 舜一 

第 81回全日本学生ヨット選手権大会 スナイプ級 2位、470級 3位、総合準優勝 

 

16.  体育会 ボクシング部（1名） 

総合政策学部 4年 田中 和樹 

第 71回国民体育大会ボクシング競技 関東ブロック大会 バンタム級優勝 
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17.  体育会 フェンシング部（4名） 

  商学部 4年     上田 昌弘       商学部 4年     武田 仁 

法学部政治学科 3年 華原 浩鷹         総合政策学部 1年  平野 裕也 

第 69回関東学生フェンシング連盟リーグ戦 男子エペ団体 優勝 

 

18.  体育会 フェンシング部（1名） 

*商学部 4年 武田 仁 

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 

 

19. 体育会 自動車部（3名） 

総合政策学部 4年 針山 朋泰      理工学部 3年 近藤 貴之 

商学部 3年    鈴木 大介 

平成 28 年度全日本学生ダートトライアル選手権大会 男子団体の部 準優勝 

 

20. 体育会 自動車部（4名） 

*総合政策学部 4年 針山 朋泰     *理工学部 3年 近藤 貴之 

経済学部 2年   高橋 幸輝      商学部 2年  馬場 悠太朗 

平成 28 年度全日本学生自動車運転競技選手権大会 男子団体の部 準優勝 

 

21. 体育会  自動車部（5名） 

 *総合政策学部 4年 針山 朋泰   *商学部 3年    鈴木 大介 

*理工学部 3年   近藤 貴之   *経済学部 2年 高橋 幸輝 

*商学部 2年    馬場 悠太朗 

全日本学生自動車連盟年間総合杯 男子団体の部 準優勝 

 

22.  体育会 自動車部（4名） 

*総合政策学部 4年 針山 朋泰      経済学部 3年 新関 孝一 

*商学部 3年    鈴木 大介     *商学部 2年  馬場 悠太朗 

関東学生対抗軽自動車 6時間耐久レース 加盟校の部 優勝 

 

23.  体育会 自動車部（1名） 

*理工学部 3年 近藤 貴之 

平成 28 年度全関東学生自動車運転競技選手権大会 男子小型乗用の部東コース 優勝 

 

24.  体育会 自動車部（1名） 

    理工学部 2年 安武 優希 

平成 28 年度全日本学生自動車運転競技選手権大会 女子小型貨物の部 準優勝 

  

25.  体育会  自動車部（1名） 

*理工学部 3年 近藤 貴之 

平成 28 年度全日本学生自動車運転競技選手権大会 男子小型乗用の部 Bコース 優勝 

 

26.  体育会  自動車部（1名） 

*総合政策学部 4年 針山 朋泰 

平成 28 年度全日本学生自動車運転競技選手権大会 男子小型貨物の部 A コース 優勝 
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27.  体育会 準硬式野球部（1名） 

  商学部 1年 市野澤 文太 

平成 28 年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 首位打者 

 

28.  体育会 準硬式野球部（1名） 

    法学部政治学科 4年 猪砂 雄介 

平成 28 年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 最優秀選手賞 

 

29.  体育会 準硬式野球部（25名）  

*法学部政治学科 4年 猪砂 雄介        法学部政治学科 4年 田中 優作 

経済学部 4年    岡村 雄太     経済学部 4年    片井 琳太郎 

経済学部 4年    川崎 竜志     経済学部 4年    藤川 淳 

     法学部政治学科 4年 潮田 博紀     商学部 4年     大瀬 裕太 

    商学部 4年     名田屋 秀平    商学部 4年     渡邊 勁介 

   環境情報学部 4年  髙木 健太郎    経済学部 3年    井筒 陽介 

   経済学部 3年    富田 雅基     法学部政治学科 3年 嶋内 隆介 

   商学部 3年     有賀 慎一郎    商学部 3年     田口 勝康 

   理工学部 3年    竹原 雅貴     総合政策学部 3年  大島 一輝 

   文学部 2年     城下 陸      経済学部 2年    村石 就昭 

   総合政策学部 2年  齋藤 直之     法学部法律学科 1年 鱗原 成也 

   法学部政治学科 1年 泉 款太      *商学部 1年     市野澤 文太 

   商学部 1年     神田 裕大 

平成 28 年度東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 優勝 

 

30． 体育会 合氣道部（6名） 

経済学部 4年    太田 賢      経済学部 4年    有坂 隆弘 

法学部法律学科 4年 市川 聖武     法学部政治学科 4年 石橋 大地 

理工学部 4年    勝田 力康     経済学部 3年    田内 創 

第 35回 全日本心身統一合氣道競技大会 団体の部 学生の部 金賞 

 

31． 体育会 合氣道部（2名） 

*法学部法律学科 4年 市川 聖武    経済学部 2年    杉江 駿哉 

第 35回 全日本心身統一合氣道競技大会 個人の部 学生の部 金賞 

 

32.  体育会 洋弓部（1名） 

法学部法律学科 3年 大井 一輝 

第 27回全日本学生アーチェリー東日本大会 ７０M  優勝 

2016年ワールドカップ アンタルヤ大会 日本チーム７０M ９位 

 

33.  体育会 少林寺拳法部（1名） 

商学部 2年 金野 光秀 

第 53 回少林寺拳法関東学生大会 立会評価法 男子個人の部 優勝 

 

34.  体育会 少林寺拳法部（1名） 

法学部政治学科 4年 青木 真秀 

第 50回記念少林寺拳法全日本学生大会 立会評価法 男子中量級の部 準優勝 
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35.  体育会 ラクロス部（25名） 

法学部政治学科 4年 山田 晃平    法学部政治学科 4年 金友 崇晃 

経済学部 4年    大坪 厚介    経済学部 4年    岡村 佳祐 

法学部法律学科 4年 荻野 裕貴    法学部政治学科 4年 今橋 勇太朗 

法学部政治学科 4年 北川 拓     法学部政治学科 4年 木全 隼人 

法学部政治学科 4年 野上 力     法学部政治学科 4年 丸山 翔平 

商学部 4年     栗林 良行    商学部 4年     仁熊 健太 

経済学部 3年    井上 裕太    経済学部 3年    杉山 達也 

経済学部 3年    原 拓輝     法学部法律学科 3年 石山 博貴 

商学部 3年     青木 裕太郎   商学部 3年     河村 剛志 

商学部 3年     田中 聡貴    理工学部 3年    曽根 叙臣 

経済学部 2年    山 瑛人    経済学部 2年    川上 拓純 

経済学部 2年    雜賀 健志朗    経済学部 2年    杉本 健 

経済学部 2年    松平 悠希 

第 29回関東学生ラクロスリーグ戦 優勝 

 

36.  体育会 ラクロス部（25名） 

*法学部政治学科 4年 山田 晃平   *法学部政治学科 4年 金友 崇晃 

*経済学部 4年    大坪 厚介   *経済学部 4年    岡村 佳祐 

*法学部法律学科 4年 荻野 裕貴   *法学部法律学科 4年 今橋 勇太朗 

*法学部政治学科 4年 北川 拓    *法学部政治学科 4年 木全 隼人 

*法学部政治学科 4年 野上 力    *法学部政治学科 4年 丸山 翔平 

*商学部 4年     栗林 良行   *商学部 4年     仁熊 健太 

*経済学部 3年     井上 裕太   *経済学部 3年    杉山 達也 

*経済学部 3年    原 拓輝    *法学部法律学科 3年 石山 博貴 

*商学部 3年     青木 裕太郎  *商学部 3年     河村 剛志 

*商学部 3年     田中 聡貴   *理工学部 3年    曽根 叙臣 

*経済学部 2年    山 瑛人   *経済学部 2年    川上 拓純 

*経済学部 2年    杉本 健    *経済学部 2年    松平 悠希 

理工学部 2年    竹内 豪 

第 27回全日本ラクロス選手権大会 準優勝 

 

37.  体育会 自転車競技部（1名） 

  経済学部 2年 福田 咲絵 

第 32回全日本学生選手権 個人ロードレース大会 女子個人ロードレース 準優勝 

 

38.  体育会 軟式野球部（1名） 

  商学部 3年 土志田 寛也 

平成 28 年度東京六大学軟式野球春季リーグ戦 首位打者 

 

39.  体育会 四谷部 柔道部（1名） 

 医学部 6年 藤塚 捷 

第 59回東日本医科学生総合体育大会 柔道競技 男子個人戦 66ｋg級 優勝 

 

40.  体育会 四谷部 水泳部（1名） 

  医学部 2年 北村 愛花 

第 59回東日本医科学生総合体育大会 水泳競技 女子 50メートル自由形 優勝 
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41.  体育会 四谷部 競走部（1名） 

医学部 6年 岩部 佳穂 

第 59回東日本医科学生総合体育大会 陸上競技部門 200ｍ 優勝 

 

42.  体育会 四谷部 競走部（1名） 

  医学部 6年 島田 嵩 

第 59回東日本医科学生総合体育大会 陸上競技部門 ハンマー投げ 優勝 

 

43.  体育会 四谷部 競走部（1名） 

医学部 3年 金子 健洋 

第 59回東日本医科学生総合体育大会 陸上競技部門 5000ｍ 優勝 

 

44.  体育会 四谷部 競走部（33名） 

医学部 4年 勝谷 祐介       医学部 4年 太田 昌志 

医学部 6年 祝田 勇輝       医学部 6年 岩本 創哉 

医学部 6年 沖 尚彦        *医学部 6年 島田 嵩 

医学部 6年 滝瀬 義明       医学部 6年 山下 修平 

医学部 5年 石原 啓成       医学部 5年 大津 陽 

医学部 5年 清水 俊志       医学部 5年 若原 聡汰 

医学部 4年 四方 翔平       医学部 4年 宗 大貴 

医学部 4年 宮川 明        医学部 3年 青木 拓万 

*医学部 3年 金子 健洋       医学部 3年 河田 健斗 

医学部 3年 杉浦 康平       医学部 3年 千田 晋太郎 

医学部 3年 中村 成旼       医学部 2年 新川 将弘 

医学部 2年 亀苔 昌平       医学部 2年 鈴木 亮介 

医学部 2年 武井 啓剛       医学部 2年 中馬 和也 

医学部 2年 鶴嶋 史哉       医学部 2年 宮澤 剛史 

医学部 1年 酒井 冴南       医学部 1年 福井 貫太 

医学部 1年 道振 悠介       医学部 1年 村上 太朗 

医学部 1年 森田 真司 

第 59回東日本医科学生総合体育大会 陸上競技部門 男子トラック・フィールド総合部門 優勝 

 

45.  体育会 四谷部 空手部（7名） 

医学部 4年 浅田 愼太郎     医学部 4年 杉本 龍之介 

医学部 5年 中村 彰良      医学部 5年 松垣 道博 

医学部 4年 石田 典仁      医学部 1年 中山 晃 

医学部 1年 蓮沼 侑樹 

第 59回東日本医科学生総合体育大会 空手道競技部門 総合優勝 

 

46.  体育会 四谷部 空手部（1名） 

  医学部 6年 岩田 樹里 

第 59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 
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47. 体育会 四谷部 ヨット部（６名） 

医学部 5年 松井 友哉        医学部 5年 矢野 海斗 

医学部 5年 矢野 修平        医学部 4年 闍彌 一貴 

医学部 3年 安本 大地        医学部 3年 横山 祐磨 

第 59回東日本医科学生総合体育大会 ヨット競技 団体の部 470級 優勝 

 

48. 体育会 四谷部 ヨット部（２名） 

*医学部 5年 松井 友哉      *医学部 4年   闍彌 一貴 

   第 59回東日本医科学生総合体育大会 ヨット競技 個人の部 470級 優勝 

 

49. 体育会 四谷部 ゴルフ部（６名） 

医学部 4年 古川 宏幸      医学部 4年 福山 隆博 

医学部 6年 小池 一康      医学部 4年 荻野 麟太郎 

医学部 2年 廣瀬 怜       医学部 2年 清水 嶺 

   平成 28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 

 

50. 体育会 四谷部 ゴルフ部（５名） 

医学部 4年 野田 莉香子     医学部 5年 高田 ちひろ 

医学部 4年 鳴釜 里彩子     医学部 3年 古川 貴子 

医学部 2年 武山 真奈美 

   平成 28年度全日本医科大学ゴルフ連盟春季大会・秋季大会 春秋総合女子団体 優勝 

 

51. 体育会 矢上部 少林寺拳法部（１名） 

    理工学部 2年 鬼丸 夏季 

   2016年少林寺拳法全国大会 in おおいた 男女級拳士の部（組演武） 準優勝 

 

52. 体育会 端艇部（高等学校）（5名） 

3年 武井 優     3年 向井 新         3年 王田 恭之 

3年 原 和希         2年 朝日 捷太 

   平成 28年度関東高等学校ボート大会 兼 第 56回関東高等学校選手権競漕大会 

男子舵手付きクォドルプル 1000m 優勝 

 

53. 体育会 端艇部（高等学校）（5名） 

*2年 朝日 捷太     2年 甲斐 友太朗      2年 勝野 健 

2年 田中 智也       2年 諸江 優 

   平成 28年度関東高等学校選抜ボート大会(第 33回大会) 男子舵手付きクォドルプル 1000m 優勝 

      

54. 体育会 水泳部競泳部門（高等学校）（４名） 

3年 成田 虎太郎     3年 仲野 航平          2年 髙橋 海輝 

1年 深沢 大和 

   平成 28年度関東高等学校水泳競技大会 400mメドレーリレー 優勝 

   平成 28年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会（競泳） 400mメドレーリレー 準優勝 

 

55. 体育会 水泳部競泳部門（高等学校）（1名） 

     *2年 髙橋 海輝 

   平成 28年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会（競泳） 100m背泳ぎ 3位 
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56. 体育会 ヨット部（高等学校）（４名） 

2年 小木曽 涼       2年 兼子 烈         2年 佐藤 絋大 

3年 安江 輝浩 

   平成 28年度全国高等学校総合体育大会ヨット競技大会  

兼第 57 回全国高等学校ヨット選手権大会 男子ＦＪ級 準優勝 

 

57. 体育会 アメリカンフットボール部（高等学校）（61名） 

3年 渡邊 充      3年 宮川 諒      3年 天野  修太郎 

3年 井上 慶人     3年 植田 晃仁     3年 大川 悠 

3年 岡本 伊織     3年 川口 凌太郎    3年 黒川 瑠久 

3年 小山 健太     3年 齊藤 颯太     3年 斉藤 士力 

3年 坂本 衛亮     3年 佐藤 亮太     3年 柴田 光太郎 

3年 清野 佑      3年 妹尾  虎太郎    3年 相馬 秀哉 

3年 田中 駿伍     3年 中澤 大輔     3年 長嶋 浩輝 

3年 中津川 智也    3年 兵藤 正尚     3年 藤田 瑛介 

3年 藤田 直樹     3年 松原 在人     3年 三輪 忠暉 

3年 森田 大智     2年 荒川  侑哉     2年 石黒 瑶 

2年 乾 太朗      2年 伊能  和輝     2年 大河原  陸 

2年 岡元  健太     2年 菊池 太樹     2年 希代 遼輔  

2年 北島 知明     2年 工藤  眞輝     2年 久保田  大雅  

2年 小泉  祐達     2年 佐居 拓哉     2年 櫻井 真樹 

2年 佐藤  理貴     2年 清水  龍一     2年 隨念  佳祐  

2年 関根 崇将     2年 副島  侑人     2年 高根  駿介 

2年 高橋 俊輔     2年 谷藤 明拓     2年 橋本  拓哉  

2年 原 礼於奈     2年 冨川  翔生     2年 福住 高基 

2年 福田  悠希     2年 丸山  大輝     2年 簗瀨  真史  

2年 横尾  将太郎    2年 吉川 太一朗     2年 由水 槙一 

1年 石黒  真人 

   第 42 回 関東高等学校アメリカンフットボール大会 優勝 

 

58. 体育会 航空部（高等学校）（２名） 

 3年 芝 悠介       3年 山路 優輝 

   第 49 回全日本高等学校滑空選手権大会 団体優勝 

 

59. 体育会 航空部 （高等学校）（１名） 

     *3年 山路 優輝 

   第 49 回全日本高等学校滑空選手権大会 個人優勝 

 

以  上 
 

 

 

 

 

 

 

 


