
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【小泉体育賞】

（*は小泉体育賞の重複者）
1. 体育会 弓術部（1名）

法学部法律学科3年 本郷 一輝
第66回全日本学生弓道選手権大会　個人優勝

2. 体育会 競走部（1名）
総合政策学部4年 永田　駿斗

天皇杯第87回日本学生陸上競技対校選手権大会　男子100ｍ優勝

3. 体育会 競走部（1名）
総合政策学部3年 池田　ブライアン雅貴

World Para Athletics公認　2018ジャパンパラ陸上競技大会　男子200ｍ(T70)　優勝

4. 体育会 スケート部スピード部門（1名）
環境情報学部4年 谷本　光

第29回ユニバーシアード冬季競技会ショートトラックスピードスケート
3000メートルリレー  準優勝

5. 体育会 フェンシング部（1名）
経済学部4年 宮脇　花綸

2018国際フェンシングフルーレグランプリ上海　女子フルーレ個人準優勝
第18回アジア競技大会2018ジャカルタバレンバンフェンシング　女子フルーレ団体優勝

6. 体育会 自動車部（7名）
商学部4年 馬場　悠太朗 理工学部4年 安武　優希
経済学部4年 高橋　幸輝 理工学部4年 近藤　有理
環境情報学部4年 杉江　優 経済学部2年 由利　直輝
理工学部2年 西野　浩司

全日本学生自動車連盟年間総合杯　男子団体の部　優勝

7. 体育会 自動車部（1名）
* 理工学部4年 安武　優希

全日本学生自動車連盟年間総合杯　女子個人の部　優勝

8. 体育会 航空部（9名）
法学部政治学科3年　 手塚　祐輔 法学部政治学科3年 武藤　祐貴
理工学部4年 武田　信洋 理工学部4年 坪井　亮洋
文学部2年 杉森　千穂 文学部2年 土岐　三冬
経済学部2年 小林　拓哉 経済学部2年 山路　優輝
理工学部2年 土屋　朱美果

 第59回全日本学生グライダー競技大会　団体総合優勝

9. 体育会 航空部（1名）
* 経済学部2年 山路　優輝

第59回全日本学生グライダー競技大会　個人総合優勝

10. 体育会 洋弓部（1名）
環境情報学部3年 武藤　弘樹

Hyundai Archery World Cup 2018-Stage 1 RC男子　70ｍ　団体準優勝
Hyundai Archery World Cup 2018-Stage 2 RC男子　70ｍ　団体準優勝

平成31年3月31日

平成30年度小泉体育賞･小泉体育努力賞　受賞者　
○小泉体育賞　 15件 (44名)(実数42名）

○小泉体育努力賞42件（164名）（実数149名）
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11. 体育会 自転車競技部（1名）
医学部3年 大前　翔

全日本学生選手権第30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　
男子の部　31.2ｋｍ　優勝

12. 体育会 自転車競技部（1名）
経済学部3年 福田　咲絵

全日本学生選手権第30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　
女子の部　25.2ｋｍ　優勝
第34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60ｋｍ　優勝

13. 体育会 水上スキー部（12名）
法学部政治学科4年 本間　雄二郎 経済学部4年 福井　梨乃
経済学部4年 竹村　立輝 法学部政治学科4年 宮﨑　高行
法学部政治学科4年 森山　雄太 商学部4年 中川　礼二郎
環境情報学部4年 物集女　凱 経済学部3年 花畑　雄哉
法学部政治学科3年 力石　敬介 商学部3年 田中　紳太郎
商学部3年 三木　寛之 総合政策学部3年 濱島　祐貴

第63回桂宮杯全日本学生水上スキー選手権大会　男子総合優勝

14. 体育会   水泳部競泳部門 （高等学校）（1名）
3年 深沢　大和

2018Jr Pan Pacific Swimming Championships　 100ｍ平泳ぎ3位　200ｍ平泳ぎ3位
4×100ｍメドレーリレー2位、4×100ｍミックスメドレーリレー3位

15. 体育会   フェンシング部 （高等学校）（5名）
2年 新井　謙信 2年 佐藤　謙太郎 2年 金子　直人
2年 山本　裕太郎 1年 水野　怜央名 　

平成30年度第43回全国高等学校選抜フェンシング大会　男子フルーレ学校対校　優勝

以上
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【小泉体育賞努力賞】
（*は小泉体育努力賞の重複者）

１． 体育会 水泳部（競泳部門）（1名）
経済学部4年 夏目 大志

第94回日本学生選手権水泳競技大会　男子100ｍ背泳ぎ　準優勝

2. 体育会   水泳部（競泳部門）（1名）
環境情報学部4年 髙﨑 有紀

ジャパンオープン2018　女子50m平泳ぎ　準優勝

3. 体育会 野球部（30名）
総合政策学部4年 河合　大樹 法学部政治学科4年 小林　由佳
法学部政治学科4年 菊地  恭志郎 法学部政治学科4年 長谷川　晴哉
商学部4年 大久保　貴裕 商学部4年 三枝　遼太郎
商学部4年 泉名　翔大郎 総合政策学部4年 植田　清太
総合政策学部4年 内田　蓮 環境情報学部4年 大平　亮
環境情報学部4年 田中　裕貴 商学部3年 石井　雄也
商学部3年 植田　将太 商学部3年 田中　凌馬
商学部3年 津留﨑　大成 商学部3年 柳町　達
理工学部3年 杉本　京平 総合政策学部3年 髙橋　亮吾
環境情報学部3年 小原　和樹 環境情報学部3年 郡司　裕也
環境情報学部3年 髙橋　佑樹 環境情報学部3年 中村　健人
法学部政治学科2年 瀬戸西　純 商学部2年 木澤　尚文
環境情報学部2年 佐藤　宏樹 環境情報学部2年 嶋田　翔
環境情報学部2年 関根　智輝 法学部政治学科1年 正木　智也
環境情報学部1年 橋本　典之 環境情報学部1年 渡部　遼人

平成30年度東京六大学野球春季リーグ戦　優勝

4. 体育会 庭球部（1名）
環境情報学部1年 羽澤　慎治

全日本学生テニス選手権大会　男子86回/女子62回　男子シングルス　準優勝
三菱全日本テニス選手権93ｒｄ　男子ダブルス　準優勝

5. 体育会 庭球部（1名）
環境情報学部2年 今村　昌倫

平成30年度全日本学生室内テニス選手権大会　男子シングルス　準優勝

6. 体育会 庭球部（11名）
商学部3年 中村　進之介 経済学部4年 山中　麟太朗
環境情報学部4年 逸﨑　凱人 環境情報学部4年 畠山　成冴
環境情報学部4年 山﨑　瑛二 商学部3年 福田　真大
環境情報学部3年 甲斐　直登 環境情報学部3年 平山　浩大

* 環境情報学部2年 今村　昌倫 総合政策学部1年 成　耀韓
* 環境情報学部1年 羽澤　慎治

平成30年度全日本大学対抗テニス王座決定試合　男子72回/女子54回　男子団体  準優勝

7. 体育会 庭球部（1名）
環境情報学部1年 末野　聡子

平成30年度関東学生テニス選手権大会　女子シングルス　優勝
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8. 体育会 競走部（4名）
総合政策学部4年 永田　駿斗 理工学研究科修士2年 和田　佑太
総合政策学部4年 小倉　亮介 法学部政治学科3年 大川　弘太郎

天皇杯第87回日本学生陸上競技対校選手権大会　男子4×100ｍリレー　準優勝

9. 体育会 競走部（1名）
環境情報学部1年 酒井　由吾

第17回Ｕ20世界陸上競技選手権大会　男子走幅跳　5位
第97回関東学生陸上競技対校選手権大会　男子1部走幅跳　優勝

10. 体育会 競走部（1名）
* 理工学研究科修士2年 和田　佑太

第97回関東学生陸上競技対校選手権大会　男子3部100ｍ　優勝

11. 体育会 競走部（1名）
総合政策学部2年 樺沢　和佳奈

第97回関東学生陸上競技対校選手権大会　女子1部1500ｍ　優勝

12. 体育会 競走部（1名）
総合政策学部3年 池田　ブライアン雅貴

第15回日本聴覚障害者陸上競技選手権大会　男子200ｍ　400ｍ　準優勝　

13. 体育会 スケート部スピード部門（1名）
環境情報学部4年 谷本　光

第42回全日本選抜選手権大会ショートトラックスピードスケート選手権大会　
1500ｍ　3000ｍ　準優勝

14. 体育会 空手部（1名）
環境情報学部4年 松本　葉

第46回関東学生空手道選手権大会　女子個人組手　優勝

15. 体育会 ヨット部（2名）
法学部法律学科4年 斎藤　洋童 環境情報学部2年 加藤　卓

2018年度全日本学生ヨット個人選手権大会　スナイプ級　準優勝

16 体育会 ヨット部（8名）
理工学部4年 村瀬　志綱 経済学部4年 小泉　一裕
経済学部4年 小川　昭人 経済学部4年 松世　拓也

* 法学部法律学科4年 斎藤　洋童 法学部政治学科4年 岡　豪太
経済学部3年 曽我　駿亮 * 環境情報学部2年 加藤　卓

第85回関東学生ヨット秋季選手権大会　スナイプ級　優勝

17. 体育会 射撃部（1名）
経済学部4年 井尻　圭亮

平成30年度埼玉県知事賞争奪　関東学生スポーツ射撃選手権春季大会　
50ｍライフル3姿勢120発競技　優勝
平成30年度埼玉県知事賞争奪　関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会　
50ｍライフル3姿勢120発競技　優勝
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18. 体育会 フェンシング部（1名）
法学部政治学科1年 久末　汐里

2018年度全日本学生フェンシング選手権大会　女子エペ個人　準優勝

19. 体育会 自動車部（7名）
商学部4年 馬場　悠太朗 理工学部4年 安武　優希
経済学部4年 高橋　幸輝 理工学部4年 近藤　有理
環境情報学部4年 杉江　優 経済学部2年 由利　直輝
理工学部2年 西野　浩司

全日本学生自動車連盟関東支部年間総合杯　男子団体の部　優勝

20. 体育会 自動車部（1名）
* 商学部4年 馬場　悠太朗

全日本学生自動車連盟関東支部年間総合杯　男子個人の部　優勝

21. 体育会 自動車部（1名）
* 理工学部4年 安武　優希

全日本学生自動車連盟関東支部年間総合杯　女子個人の部　優勝

22. 体育会 合氣道部（6名）
経済学部4年 新　高虎 経済学部4年 飯泉　嶺
文学部4年 宮地　ゆきか 理工学部4年 三浦　俊次
法学部政治学科3年 緒方　彪人 経済学部2年 宮﨑　寛治

第37回全日本心身統一合氣道部競技大会　団体の部　学生の部　金賞

23. 体育会 拳法部（2名）
文学部2年 戸嶋　隆介 法学部法律学科2年 村上　裕太郎

日本拳法第11回東日本大学形選手権　二人形の部　優勝

24. 体育会 ラクロス部（22名）
法学部政治学科4年 友岡　阿美 商学部4年 柳井　純央
文学部4年 小出　優香 経済学部4年 石田　百伽
経済学部4年 伊藤　香奈 経済学部4年 大沢　かおり
経済学部4年 櫨本　美咲 法学部政治学科4年 石川　のどか
法学部政治学科4年 小久保　磨里奈 法学部政治学科4年 橋本　ひかる
商学部4年 西村　沙和子 理工学部4年 吉岡　美波
経済学部3年 荒井　理沙 経済学部3年 脇坂　遥香
法学部政治学科3年 石井　有花子 法学部政治学科3年 西村　佳子
商学部3年 平井　淑恵 経済学部2年 井上　ゆり子
経済学部2年 溝口　友梨奈 商学部2年 清水　珠理
商学部2年 野々垣　眞希 商学部2年 日野　美咲

第31回関東学生ラクロスリーグ戦　優勝

25. 体育会 四谷部 端艇部（2名）
医学部6年 岡村　駿 医学部6年 塩野　泰良

第61回東日本医科学生総合体育大会　ボート競技　男子ダブルスカル　1000ｍ　優勝

26. 体育会 四谷部 水泳部競泳部門（4名）
医学部4年 木村　あやの 医学部6年 山根　希望
医学部4年 北村　愛花 医学部2年 小川　夏実

第61回東日本医科学生総合体育大会　水泳競技　
女子400ｍフリーリレー　200ｍフリーリレー　優勝
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27. 体育会 四谷部 水泳部競泳部門（4名）
医学部4年 松下　友哉 医学部5年 吉田　大蔵
医学部4年 清水　誠仁 医学部2年 冨樫　悠磨

第61回東日本医科学生総合体育大会　水泳競技　男子200ｍ　フリーリレー　優勝

28. 体育会 四谷部 水泳部競泳部門（1名）
* 医学部4年 北村　愛花

第61回東日本医科学生総合体育大会　水泳競技　女子50ｍ自由形　100ｍ自由形　優勝

29. 体育会 四谷部 水泳部競泳部門（7名）
* 医学部4年 木村　あやの * 医学部6年 山根　希望

医学部5年 志水　里瑛子 * 医学部4年 北村　愛花
医学部3年 山屋　杏奈 * 医学部2年 小川　夏実
医学部1年 南澤　利咲

第61回東日本医科学生総合体育大会　水泳競技　女子団体　優勝

30. 体育会 四谷部 競走部（1名）
医学部2年 北村　卓也

第61回東日本医科学生総合体育大会　陸上競技部門　男子ハンマー投げ　優勝

31. 体育会 四谷部 空手部（3名）
医学部4年 齋藤　直宏 医学部4年 安永　浩基
医学部3年 中山　晃

第61回東日本医科学生総合体育大会　空手道競技部門　男子団体形　優勝

32. 体育会 四谷部 ゴルフ部（5名）
医学部4年 廣瀬　怜 医学部6年 福山　隆博
医学部4年 清水　嶺 医学部3年 嵯峨濃　瑞
医学部2年 原田　崚我

平成30年全日本医科大学ゴルフ連盟春季大会　男子団体Ａリーグ　優勝

33. 体育会 四谷部 ゴルフ部（4名）
医学部4年 荒木　梨沙 医学部4年 武山　真奈美
医学部5年 古川　貴子 医学部4年 宮崎　史帆里

第61回東日本医科学生総合体育大会　ゴルフ競技　女子団体　優勝
平成30年全日本医科大学ゴルフ連盟秋季大会　女子団体　優勝

34. 体育会 四谷部 ゴルフ部（1名）
* 医学部4年 荒木　梨沙

第61回東日本医科学生総合体育大会　ゴルフ競技　女子個人　優勝

35. 体育会   端艇部 （高等学校）（7名）
3年 髙山　瑞基 3年 大下　陽士 3年 矢野　航希
3年 磯田　大貴 3年 大森　琉斗 2年 佐藤　亮
2年 降籏　翔星

第29回全国高等学校選抜ボート大会　男子舵手付きクォドルプル　2000ｍ　準優勝

36. 体育会   水泳部競泳部門 （高等学校）（4名）
3年 長野　巧 3年 深沢　大和 3年 佐藤　翔馬
1年 石田　虎流

平成30年度関東高等学校水泳競技大会　4×100ｍ　メドレーリレー　優勝

6



37. 体育会   水泳部競泳部門 （高等学校）（1名）
* 1年 石田　虎流

第86回日本高等学校選手権水泳競技大会　200ｍ自由形 準優勝

38. 体育会   相撲部 （高等学校）（1名）
3年 中村　隼輔

平成30年第66回関東高等学校相撲大会　重量級　優勝

39. 体育会   フェンシング部 （高等学校）（1名）
1年 水野　怜央名

2018年フェンシングヨーロッパ・カデサーキットハンガリー大会　フルーレ　団体優勝

40. 体育会   フェンシング部 （高等学校）（5名）
2年 新井　謙信 2年 佐藤　謙太郎 2年 清水　虎太朗
2年 山本　裕太郎 1年 * 水野　怜央名

平成30年度第38回関東高等学校選抜フェンシング大会　男子フルーレ学校対校　優勝

41. 体育会   フェンシング部 （高等学校）（5名）
2年 大木　基嗣 2年 木下　秀信 2年 山田　海大
2年 山田　翔也 1年 赤羽　崇

平成30年度第38回関東高等学校選抜フェンシング大会　男子サーブル学校対校　優勝

42. 体育会   空手部 （志木高等学校）（1名）
1年 阿部　倖地

第17回アジアジュニア＆カデット、-21空手道選手権大会　Cadet Kata Male　優勝
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