
小泉体育賞　17件124名(実数95名）（*は小泉体育賞複数受賞）

1. 体育会 弓術部（13名）

経済学部4年 八尾　貴大

経済学部4年 金森　大空

法学部政治学科4年 前原　栞太

文学部3年 石黒　慧磨

経済学部3年 佐藤　淳志

経済学部3年 関口　敦正

経済学部3年 丸山　陽彦

経済学部3年 南嶋　洋平

環境情報学部3年 市川　弘樹

理工学部2年 上田　悦大

理工学部2年 藤本　諒

経済学部1年 宮尾　賢太郎

商学部1年 中村　久高

第69回全日本学生弓道王座決定戦　優勝

2. 体育会 端艇部カヌー部門（１名）

環境情報学3年 久保　領雄音

第57回全日本学生カヌースプリント選手権大会

　男子カヤックシングル　200m　優勝

3. 体育会 水泳部競泳部門(1名)

* 商学部2年 佐藤　翔馬

第97回日本選手権水泳競技大会　男子100ｍ・200ｍ平泳ぎ　優勝

ジャパンオープン2021（50ｍ）　男子100ｍ・200ｍ平泳ぎ　優勝

第97回日本学生選手権水泳競技大会　男子100ｍ・200ｍ平泳ぎ　優勝

4. 体育会 野球部(30名)

環境情報学部4年 福井　章吾

商学部4年 湯川　適

経済学部4年 笠井　建吾

経済学部4年 長谷川　聡太

法学部法律学科4年 石川　涼

法学部政治学科4年 新美　貫太

法学部政治学科4年 正木　智也

法学部政治学科4年 米倉　孝太郎

商学部4年 上田　寛太

商学部4年 衛藤　晃

商学部4年 中澤　慎太郎

商学部4年 森田　晃介

商学部4年 森野　壮眞

商学部4年 綿引　達也

環境情報学部4年 橋本　典之

環境情報学部4年 若林　将平

環境情報学部4年 渡部　遼人

法学部政治学科3年 渡部　淳一

商学部3年 下山　悠介

商学部3年 宮尾　将

総合政策学部3年 北村　謙介

総合政策学部3年 増居　翔太
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総合政策学部3年 生井　惇己

環境情報学部3年 朝日　晴人

環境情報学部3年 萩尾　匡也

環境情報学部3年 橋本　達弥

環境情報学部3年 古川　智也

商学部2年 廣瀬　隆太

商学部2年 善波　力

商学部1年 斎藤　快太

第70回全日本大学野球選手権記念大会　優勝

5. 体育会   庭球部（1名）

* 環境情報学部2年 藤原　智也

2021年度全日本学生テニス選手権大会　男子シングルス　優勝

6. 体育会   庭球部（2名）

環境情報学部4年 羽澤　慎治

* 環境情報学部2年 藤原　智也

2021年度全日本学生テニス選手権大会　男子ダブルス　優勝

7. 体育会   庭球部（2名）

* 環境情報学部2年 藤原　智也

法学部法律学科１年 下村　亮太朗

2021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

8. 体育会   庭球部（1名）

* 総合政策学部4年 平田　歩

2021年度全日本学生テニス選手権大会　女子シングルス　優勝

9. 体育会   庭球部（8名）

* 総合政策学部4年 平田　歩

理工学部3年 森　優衣

環境情報学部3年 今田　穂

環境情報学部3年 高橋　悠

環境情報学部3年 佐藤　南帆

総合政策学部3年 永田　杏里

環境情報学部2年 大川　美佐

環境情報学部2年 堤　華蓮

2021年度全日本大学対抗テニス王座決定試合　女子団体　優勝

10. 体育会 スキー部(1名)

環境情報学部2年 小林　朔太郎 （2020年度追加受賞のため、学年は当時のもの）

全日本大学スキー大会　ノルディックコンバインド10kmフリー　優勝

(第94回全日本学生スキー選手権大会の代替大会＠北海道)

11. 体育会 スキー部(1名)

環境情報学部1年 山中　新汰

第95回全日本学生スキー選手権大会　アルペン男子　スーパー大回転　優勝

12. 体育会 レスリング部（1名）

* 環境情報学部1年 尾﨑　野乃香

明治杯全日本選抜選手権　優勝

レスリング世界選手権　第3位

13. 体育会　 自動車部（4名)

環境情報学部4年 坂田　佳哉
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法学部法律学科4年 相方　志悠

文学部3年 小野　徳馬

経済学部3年 菰田　千也

2021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　優勝

14. 体育会 ラクロス部(26名)

* 法学部法律学科4年 八星　輝

* 法学部政治学科4年 野上　達也

* 経済学部4年 中名生　三四郎

* 法学部法律学科4年 榊田　大貴

* 法学部法律学科4年 藤井　凱章

* 法学部政治学科4年 小笠原　洋允

* 法学部政治学科4年 久保田　悠介

* 法学部政治学科4年 添田　大生

* 法学部政治学科4年 田村　脩眞

* 商学部4年 岡　慎之介

* 理工学部4年 阿曽　寛之

* 理工学部4年 加賀　一希

* 理工学部4年 清水　崇弘

* 経済学部3年 中名生　幸四郎

* 経済学部3年 吉田　結貴

* 法学部法律学科3年 齋藤　侑輝

* 法学部法律学科3年 中根　之斗

* 法学部政治学科3年 貝柄　海大

* 商学部3年 石井　慶治

* 商学部3年 小川　司

* 商学部3年 神津　悠生

* 商学部3年 中林　翔央

* 医学部3年 入谷　公基

* 法学部政治学科2年 塩原　健司

* 法学部政治学科1年 小川　健

* 法学部政治学科1年 藤岡　凛大

第31回ラクロス全日本選手権大会　優勝

15. 体育会 ラクロス部(29名)

* 法学部法律学科4年 八星　輝

* 法学部政治学科4年 野上　達也

* 経済学部4年 中名生　三四郎

* 法学部法律学科4年 榊田　大貴

* 法学部法律学科4年 藤井　凱章

* 法学部政治学科4年 小笠原　洋允

* 法学部政治学科4年 久保田　悠介

* 法学部政治学科4年 添田　大生

* 法学部政治学科4年 田村　脩眞

* 商学部4年 岡　慎之介

* 理工学部4年 阿曽　寛之

* 理工学部4年 加賀　一希

* 理工学部4年 清水　崇弘

経済学部3年 鈴木　海翔

* 経済学部3年 中名生　幸四郎

経済学部3年 松澤　耕作

* 経済学部3年 吉田　結貴

法学部法律学科3年 岸　晋太郎

* 法学部法律学科3年 齋藤　侑輝

* 法学部法律学科3年 中根　之斗

3



* 法学部政治学科3年 貝柄　海大

* 商学部3年 石井　慶治

* 商学部3年 小川　司

* 商学部3年 神津　悠生

* 商学部3年 中林　翔央

* 医学部3年 入谷　公基

* 法学部政治学科2年 塩原　健司

* 法学部政治学科1年 小川　健

* 法学部政治学科1年 藤岡　凛大

第12回ラクロス全日本大学選手権大会　優勝

16. 体育会 庭球部 （高等学校）（2名）

3年 菅谷　優作

3年 有本　響

令和3年度全国高等学校総合体育大会テニス競技大会　個人の部ダブルス　優勝

17. 体育会   フェンシング部 （高等学校）（1名）

3年 坂藤　秀昌

令和3年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技大会　男子個人対抗エペ　優勝

小泉体育努力賞　32件177名（実数128名）。(*は小泉体育努力賞複数受賞、※は小泉体育賞も受賞）

1. 体育会 水泳部競泳部門(1名)

* 法学部法律学科3年 深沢　大和

第97回日本学生選手権水泳競技大会　男子100ｍ・200ｍ平泳ぎ　準優勝

2. 体育会 水泳部競泳部門(1名)

* ※商学部2年 佐藤　翔馬

第32回オリンピック水泳競技大会　男子100ｍ・200ｍ平泳ぎ、混合400ｍメドレーリレー平泳ぎ　出場

3. 体育会 野球部(30名)

* ※環境情報学部4年 福井　章吾

* ※商学部4年 湯川　適

* ※経済学部4年 笠井　建吾

※経済学部4年 長谷川　聡太

* ※法学部法律学科4年 石川　涼

* ※法学部政治学科4年 新美　貫太

* ※法学部政治学科4年 正木　智也

* ※法学部政治学科4年 米倉　孝太郎

* ※商学部4年 上田　寛太

※商学部4年 衛藤　晃

* ※商学部4年 中澤　慎太郎

* ※商学部4年 森田　晃介

* ※商学部4年 森野　壮眞

* ※商学部4年 綿引　達也

* ※環境情報学部4年 橋本　典之

* ※環境情報学部4年 若林　将平

* ※環境情報学部4年 渡部　遼人

* ※法学部政治学科3年 渡部　淳一

* ※商学部3年 下山　悠介

* ※商学部3年 宮尾　将

* ※総合政策学部3年 北村　謙介

2021年度　小泉体育努力賞
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* ※総合政策学部3年 増居　翔太

* ※総合政策学部3年 生井　惇己

* ※環境情報学部3年 朝日　晴人

* ※環境情報学部3年 萩尾　匡也

* ※環境情報学部3年 橋本　達弥

* ※環境情報学部3年 古川　智也

* ※商学部2年 廣瀨　隆太

* ※商学部2年 善波　力

* ※商学部1年 斎藤　快太

令和3年度東京六大学野球春季リーグ戦　優勝

4. 体育会 野球部(28名)

* ※環境情報学部4年 福井　章吾

* ※商学部4年 湯川　適

* ※経済学部4年 笠井　建吾

* ※法学部法律学科4年 石川　涼

* ※法学部政治学科4年 新美　貫太

* ※法学部政治学科4年 正木　智也

* ※法学部政治学科4年 米倉　孝太郎

* ※商学部4年 上田　寛太

* ※商学部4年 中澤　慎太郎

* ※商学部4年 森田　晃介

* ※商学部4年 森野　壮眞

* ※商学部4年 綿引　達也

* ※環境情報学部4年 橋本　典之

* ※環境情報学部4年 若林　将平

* ※環境情報学部4年 渡部　遼人

* ※法学部政治学科3年 渡部　淳一

* ※商学部3年 下山　悠介

* ※商学部3年 宮尾　将

* ※総合政策学部3年 北村　謙介

* ※総合政策学部3年 増居　翔太

* ※総合政策学部3年 生井　惇己

* ※環境情報学部3年 朝日　晴人

* ※環境情報学部3年 萩尾　匡也

* ※環境情報学部3年 橋本　達弥

* ※環境情報学部3年 古川　智也

* ※商学部2年 廣瀨　隆太

* ※商学部2年 善波　力

* ※商学部1年 斎藤　快太

明治神宮外苑創建95年記念第52回明治神宮野球大会　準優勝

令和3年度東京六大学野球秋季リーグ戦　優勝

5. 体育会   庭球部（1名）

* ※環境情報学部4年 羽澤　慎治

大正製薬リポビタン全日本テニス選手権96th　男子ダブルス　準優勝

6. 体育会   庭球部（2名）

* 総合政策学部4年 成　耀韓

* 環境情報学部4年 佐々木　健吾

2021年度関東学生テニストーナメント大会　男子ダブルス　優勝

7. 体育会   庭球部（11名）

* ※環境情報学部4年 羽澤　慎治

* 経済学部4年 林　春輝
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* 法学部法律学科4年 伊藤　竹秋

* 総合政策学部4年 成　耀韓

* 環境情報学部4年 佐々木　健吾

* 商学部3年 菅谷　拓郎

* 環境情報学部3年 白藤　成

* 環境情報学部2年 藤原　智也

* 法学部法律学科1年 下村　亮太朗

* 総合政策学部1年 高木　翼

* 環境情報学部1年 脇坂　留衣

2021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

8. 体育会   庭球部（13名）

* ※環境情報学部4年 羽澤　慎治

* 経済学部4年 林　春輝

* 法学部法律学科4年 伊藤　竹秋

* 総合政策学部4年 成　耀韓

* 環境情報学部4年 佐々木　健吾

* 商学部3年 菅谷　拓郎

* 環境情報学部3年 白藤　成

商学部2年 今鷹　洸太

理工学部2年 林　航平

* 環境情報学部2年 藤原　智也

* 法学部法律学科1年 下村　亮太朗

* 総合政策学部1年 高木　翼

* 環境情報学部1年 脇坂　留衣

2021年度王座出場決定トーナメント　男子団体　優勝

9. 体育会   庭球部（1名）

* 環境情報学部3年 今田　穂

2021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

10. 体育会   庭球部（2名）

* ※総合政策学部4年 平田　歩

* ※総合政策学部3年 永田　杏里

2021年度全日本学生テニス選手権大会　女子ダブルス　準優勝

11. 体育会   庭球部（1名）

* 総合政策学部3年 永田　杏里

2021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

12. 体育会   庭球部（10名）

* ※総合政策学部4年 平田　歩

※理工学部3年 森　優衣

総合政策学部4年 末野　聡子

商学部3年 石島　和香

※環境情報学部3年 今田　穂

※環境情報学部3年 高橋　悠

※環境情報学部3年 佐藤　南帆

* ※総合政策学部3年 永田　杏里

※環境情報学部2年 大川　美佐

※環境情報学部2年 堤　華蓮

2021年度王座出場校決定トーナメント　女子団体　優勝

13. 体育会   庭球部（1名）

* ※総合政策学部3年 永田　杏里
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2021年度全日本学生室内テニス選手権大会　女子シングルス　準優勝

14. 体育会 スキー部（1名）

総合政策学部4年　　　小林　大翔

第92回宮様スキー大会国際競技会　アルペン競技　大回転　準優勝

15. 体育会 スキー部(1名)

法学部法律学科4年 古野　慧

北京2022オリンピック　フリースタイルスキー　男子スキークロス　出場

16. 体育会 スキー部(1名)

法学部法律学科4年 五十嵐　紫乃

第95回全日本学生スキー選手権大会　アルペン女子　スーパー大回転　準優勝

第37回全日本学生チャンピオン大会（技術系）　アルペンアルペン女子　スーパー大回転　準優勝

17. 体育会 スキー部(1名)

※環境情報学部3年 小林　朔太郎

第95回全日本学生スキー選手権大会　ノルディックコンバインド男子　準優勝

18. 体育会 空手部（1名）

* 総合政策学部1年 山田　和花

第65回全日本学生空手道選手権大会　女子個人形　準優勝

19. 体育会 空手部（4名）

看護医療学部4年 白石　愛

総合政策学部3年 田野　恵都

環境情報学部3年 川上　菜菜

* 総合政策学部1年 山田　和花

第65回全日本学生空手道選手権大会　女子団体形　準優勝

20. 体育会   フェンシング部（1名）

法学部法律学科3年 原田　紗季

第74回全日本選手権大会（個人戦）　女子エペ個人　準優勝

21. 体育会   フェンシング部（1名）

総合政策学部4年 藤倉　類

全日本学生フェンシング選手権大会　男子フルーレ　準優勝

22. 体育会 航空部(9名)

経済学部2年 市川　達也

環境情報学部3年 勝沼　千秋

商学部4年 北村　克樹

理工学部4年 田邊　悠介

* 経済学部3年 山路　優輝

経済学部2年 緑川 倫

理工学部2年 松本　健吾

経済学部2年 坂田　新之介

総合政策学部2年 ローゼンタール　アヤ　沙織

全日本学生グライダー交流会　団体　優勝

(第61回全日本学生グライダー競技大会の代替大会)

23. 体育会 航空部(1名)

* 経済学部3年 山路　優輝

全日本学生グライダー交流会　個人　優勝

(第61回全日本学生グライダー競技大会の代替大会)
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24. 体育会 合氣道部（1名）

文学部3年 玉木　譲

第40回　全日本心身統一合氣道競技大会　個人の部　大学部　剣技第1・第2　金賞

25. 体育会 合氣道部（1名）

文学部2年 橋山　龍乃介

第40回　全日本心身統一合氣道競技大会　個人の部　大学部　杖技第1・第2　金賞

26. 体育会 ラクロス部(30名)

※ 法学部法律学科4年 八星　輝

※ 法学部政治学科4年 野上　達也

※ 経済学部4年 中名生　三四郎

※ 法学部法律学科4年 榊田　大貴

※ 法学部法律学科4年 藤井　凱章

※ 法学部政治学科4年 小笠原　洋允

※ 法学部政治学科4年 久保田　悠介

※ 法学部政治学科4年 添田　大生

※ 法学部政治学科4年 田村　脩眞

※ 商学部4年 岡　慎之介

商学部4年 岡本　拓己

※ 理工学部4年 阿曽　寛之

※ 理工学部4年 加賀　一希

※ 理工学部4年 清水　崇弘

※ 経済学部3年 中名生　幸四郎

※ 経済学部3年 吉田　結貴

※ 法学部法律学科3年 岸　晋太郎

※ 法学部法律学科3年 齋藤　侑輝

※ 法学部法律学科3年 中根　之斗

※ 法学部政治学科3年 貝柄　海大

※ 商学部3年 石井　慶治

※ 商学部3年 小川　司

※ 商学部3年 神津　悠生

※ 商学部3年 中林　翔央

※ 医学部3年 入谷　公基

※ 法学部政治学科2年 塩原　健司

※ 法学部政治学科1年 小川　健

法学部政治学科2年 落合　優椰

※ 法学部政治学科1年 藤岡　凛大

環境情報学部1年 村田　陽世

第33回関東学生ラクロスリーグ戦　優勝

27. 体育会 水上スキー部（7名）

経済学部4年 鮫島　一樹

法学部法律学科4年 永田　瀬那

法学部法律学科4年 永代　佳穂

環境情報学部4年 清水　このか

環境情報学部4年 椎名　万里子

* 経済学部3年 樫本　りな

法学部法律学科3年 岩谷　亜樹

第66回桂野宮杯全日本水上スキー選手権大会　女子総合優勝

28. 体育会 水上スキー部（1名）

* 経済学部3年 樫本　りな

第66回桂野宮杯全日本水上スキー選手権大会　女子ジャンプ日本記録30.5M
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29 体育会 端艇部ボート(5名） （高等学校）

2年 岩本　流空

2年 古舘　弘光

2年 坂田　健太郎

2年 田所　俊祐

2年 谷水　祐仁

令和3年度関東高等学校選抜ボート大会　優勝

30. 体育会 フェンシング部(1名) （高等学校）

※3年 坂藤　秀昌

第8回全国ジュニア・エペフェンシング選手権大会　男子の部　準優勝

31. 体育会   フェンシング部（4名） （高等学校）

令和3年度　第41回関東高等学校選抜フェンシング大会　男子学校対抗エペ　優勝

2年 石上 皓英

2年 伊藤 海雲

2年 小城 颯人

1年 森田 駿介

32. 体育会   弓術部(4名） （高等学校）

2年 茂木　健人

1年 野村　海翔

2年 増田　啓吾

2年 駒井　大和

第40回記念全国高等学校弓道選抜大会団体競技男子の部　技能優秀賞

以上

2022.04.15現在
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