
2017 年度小泉体育賞（受賞者）  
 

 

 体育会 弓術部 

森田 夏葉 

（第 65回全日本学生弓道選手権大会 個人 優勝） 

 

 体育会 端艇部 

野方 千裕 

（第 44回全日本大学選手権大会 女子舵手なしペア 2000ｍ 優勝） 

 

 体育会 水泳部競泳部門 

大和田明日楓 

（Fina airweave Swimming World Cup 2017 50m平泳ぎ 優勝） 

 

 体育会 野球部 

岩見 雅紀 

（第 29回ユニバーシアード競技大会 野球競技 優勝） 

（平成 29年度東京六大学野球リーグ戦 連続本塁打 新記録樹立 シーズン最多本

塁打タイ記録 年間最多本塁打新記録樹立） 

 

 体育会 庭球部 

上杉 海斗 

（三菱全日本テニス選手権 92nd ミックスダブルス 優勝） 

（第 29回ユニバーシアード競技大会 テニス競技 ミックスダブルス 優勝） 

 

 体育会 競走部 

竹内 爽香 

（第 29回ユニバーシアード競技大会 陸上競技 女子 4×100ｍリレー 3位） 

 

 体育会 競走部 

小池 祐貴 

（天皇賜盃第 86回日本学生陸上競技対校選手権大会 男子 200m 優勝） 

 

 体育会 ソッカー部 

工藤 真子 

（第 29回ユニバーシアード競技大会 女子サッカー競技 準優勝） 

 

 体育会 スケート部フィギュア部門 

棟尾 観月 

（第 23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） 

 

 体育会 ヨット部 

皆川 綾菜  村瀬 海里 

（第 26回全日本学生女子ヨット選手権大会 470級 優勝） 

 

 体育会 ヨット部 

関口 舜一  出口 廣智  江頭 英翔 

斎藤 文人  村瀬 志綱  樫本 達真 

柳内 航平 

（第 82回全日本学生ヨット選手権大会 470級 優勝） 

 



 体育会 射撃部 

井尻 圭亮 

（第 21回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 50m ライフル伏射 60発競技 優勝） 

 

 体育会 射撃部 

渡邊 拓樹  井尻 圭亮  宇山 幸佑 

（文部科学大臣賞争奪 2017年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 50mライフル伏

射 60発競技男子団体 優勝） 

 

 体育会 自動車部 

新関 孝一  鈴木 大介  清水佑一郎 

高橋 幸輝  馬場悠太朗  由利 直輝 

西野 浩司 

（平成 29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） 

 

 体育会 航空部 

保谷蒼有森  武田 信洋  葉山 智大 

松村 亮汰  山崎 大輔  黒住さくら 

手塚 祐輔  高木  翼 

（第 58回全日本学生グライダー競技会選手権大会 団体優勝） 

 

 体育会 少林寺拳法部 

金野 光秀 

（第 51回少林寺拳法全日本学生大会 立合評価法男子軽量級の部 優勝） 

 

 体育会 ラクロス部 

井上 裕太  北濱 諒輔  原  拓輝 

杉山 達也  細川 優作  丸山 翔平 

関根 魁星  仲川 悠樹  青木裕太郎 

石田 啓樹  田中 聡貴  井熊  優 

片山 瑛人  川上 拓純  菊岡  達 

杉本  健  松平 悠希  一瀬 拓也 

川崎 元照  池垣 陽介  小笠原圭允 

淺岡 大地  江原  健  中居 諒介 

竹内  豪  脇本 堅太  立石 真也 

（第 9回全日本ラクロス大学選手権大会 男子優勝） 

 

 体育会 ラクロス部 

出原佳代子  友岡 芽唯  白子 未祐 

大橋 知佳  横田 真央  望月 早紀 

力丸  絢  飯豊 広奈  山﨑茉莉花 

竹村  薫  大木 茉莉  伊藤 香奈 

大沢かおり  櫨本 美咲  石川のどか 

小久保磨里奈 友岡 阿美  橋本ひかる 

西村沙和子  吉岡 美波  脇坂 遥香 

清水 珠理 

（第 28回ラクロス全日本選手権大会 女子優勝） 

（第 9回全日本ラクロス大学選手権大会 女子優勝） 

  



2017 年度小泉体育努力賞（受賞者）  
 

 

 体育会 柔道部 

蓜島  剛 

（平成 29年度東京都ジュニア柔道体重別選手権大会兼，JOC ジュニアオリンピックカ

ップ  

平成 29年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 東京都予選会 男子 100kg超級 

優勝） 

 

 体育会 弓術部 

本郷 一輝 

（第 63回東西学生弓道選抜対抗試合 10人立 射道優秀賞受賞） 

 

 体育会 弓術部 

加藤 和樹  葛西 勇人  日野 浩明 

恩田 悠暉  蜂谷康一郎  平井遼太郎 

本郷 一輝  小林研一郎 

（第 29回全国大学弓道選抜大会 5人立 準優勝） 

 

 体育会 端艇部 

内田 優志  新井 勇大 

（第 39回全日本軽量級選手権大会 男子舵手なしペア 2000ｍ 準優勝） 

 

 体育会 水泳部競泳部門 

髙崎 有紀 

（Fina airweave Swimming World Cup 2017 50m平泳ぎ 準優勝） 

 

 体育会 野球部 

照屋  塁  棒田 航平  小原 徳仁 

塩 健一郎  倉田 直幸  明渡  稜 

瀬尾  翼  石井 康平  岩見 雅紀 

清水 翔太  天野 康大  小幡 真之 

三枝遼太郎  植田 清太  河合 大樹 

石井 雄也  津留﨑大成  柳町  達 

杉本 京平  髙橋 亮吾  小原 和樹 

郡司 裕也  髙橋 佑樹  中村 健人 

佐藤 宏樹  関根 智輝 

（平成 29年度東京六大学野球秋季リーグ戦 リーグ優勝） 

 

 体育会 野球部 

清水 翔太 

（平成 29年度東京六大学野球秋季リーグ戦 首位打者受賞） 

 

 体育会 庭球部 

上杉 海斗  高木隆之介  韓  成民 

逸﨑 凱人  畠山 成冴  山﨑 瑛二 

福田 真大  中村進之介  甲斐 直登 

平山 浩大  今村 昌倫 

（平成 29年度全日本大学テニス王座決定試合 準優勝） 

 



 体育会 庭球部 

逸﨑 凱人  畠山 成冴 

（全日本学生テニス選手権大会 男子 85回/女子 61回 男子ダブルス 準優勝） 

 

 体育会 庭球部 

上杉 海斗 

（第 29回ユニバーシアード競技大会 テニス競技 男子ダブルス 3位） 

 

 体育会 庭球部 

江代 純菜 

（全日本学生テニス選手権大会 男子 85回/女子 61回 女子シングルス 準優勝） 

 

 体育会 庭球部 

村瀬 早香  押野 紗穂 

（全日本学生テニス選手権大会 男子 85回/女子 61回 女子ダブルス 準優勝） 

 

 体育会 庭球部 

押野 紗穂  向井マリア 

（平成 29年度全日本学生室内テニス選手権大会 女子ダブルス 準優勝） 

 

 体育会 競走部 

竹内 爽香 

（第 96回関東学生陸上競技対校選手権大会 女子 1部 200ｍ 優勝） 

 

 体育会 競走部 

池田ブライアン雅貴 

（第 23回夏季デフリンピック競技大会 男子 4×400m リレー 5位） 

 

 体育会 スキー部 

田村みのり 

（FIS Junior World Ski Championships2017 スーパーコンバイン 2位 アルペン

大回転 3位） 

 

 体育会 ヨット部 

太中  賢  小川 昭人 

（2017年度関東学生ヨット個人選手権大会 スナイプ級 優勝） 

 

 体育会 ヨット部 

片山 拓哉  関口 舜一  小澤  駿 

畠  広樹  太中  賢  越川 智博 

（2017年度関東学生ヨット春季選手権大会 スナイプ級 優勝） 

 

 体育会 射撃部 

井尻 圭亮 

（平成 29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） 

（文部科学大臣賞争奪 2017年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 50mライフル 3

姿勢 120発競技 準優勝） 

 

 体育会 射撃部 

比留間 葵 

（平成 29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



伏射 60発競技 優勝） 

 

 体育会 バレーボール部 

樫村 大仁 

（第 15回世界ユース男子選手権大会 U-19 3位） 

 

 体育会 自動車部 

馬場悠太朗 

（平成 29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） 

 

 

 体育会 自動車部 

鈴木 大介 

（平成 29年度全日本学生ダートトライアル選手権大会 男子個人の部 準優勝） 

 

 体育会 自動車部 

新関 孝一  鈴木 大介  清水佑一郎 

杉江  優  高橋 幸輝  馬場悠太朗 

（全日本エコドライブチャンピオンシップ 2017 総合優勝） 

 

 体育会 自動車部 

新関 孝一  鈴木 大介  清水佑一郎 

馬場悠太朗  近藤 有理 

（第 21回関東学生対抗軽自動車 5時間耐久レース加盟校の部 優勝） 

 

 体育会 自動車部 

山村 雅也  杉江  優  高橋 幸輝 

安武 優希  城戸  崚 

（第 21回関東学生対抗軽自動車 5時間耐久レース学生一般の部 優勝） 

 

 体育会 自動車部 

高橋 幸輝  馬場悠太朗  由利 直輝 

西野 浩司 

（平成 29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） 

 

 体育会 自動車部 

由利 直輝 

（平成 29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 優勝） 

 

 体育会 自動車部 

高橋 幸輝 

（平成 29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 B 優勝） 

 

体育会 自動車部 

鈴木 大介 

（平成 29年度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） 

 

 体育会 重量挙部 

東  真彦 

（文部科学大臣杯争奪第 36回ジュニア全日本パワーリフティング選手権大会 スク

ワット，ベンチプレス，デッドリフト 66kg級 準優勝） 

 



 体育会 洋弓部 

大井 一輝  西濱  巧  福田宗一郎 

中村 優太  永澤 勇樹  藤 聡一郎 

福井 健策  窪田 晟也  関澤 良太 

武藤 弘樹  巽  優大 

（2017年度関東学生アーチェリー連盟男女リーグ戦 男子 1部リーグ 優勝） 

 

 体育会 洋弓部 

窪田 晟也 

（第 56回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 リカーブ男子 準優勝） 

 

 体育会 洋弓部 

武藤 弘樹 

（第 20回アジアアーチェリー選手権大会 リカーブミックス 準優勝） 

（第 59回全日本ターゲットアーチェリー選手権大会 男子リカーブ部門 準優勝） 

 

 体育会 少林寺拳法部 

金野 光秀 

（第 54回少林寺拳法関東学生大会 立合評価法男子個人の部 優勝） 

 

 体育会 少林寺拳法部 

中村 陽久  金野 光秀  栗原  弘 

佐藤 太紀 

（第 54回少林寺拳法関東学生大会 立合評価法男子団体の部 優勝） 

 

 体育会 少林寺拳法部 

李   遊 

（第 51回少林寺拳法全日本学生大会 立合評価法男子中量級の部 準優勝） 

 

 体育会 拳法部 

田中 耀貴  入交 亮太 

（日本拳法第 10回東日本大学選手権 二人形の部 優勝） 

 

体育会 ラクロス部 

井上 裕太  北濱 諒輔  原  拓輝 

杉山 達也  細川 優作  矢島荘太朗 

丸山 翔平  関根 魁星  仲川 悠樹 

石田 啓樹  青木裕太郎  曽根 叙臣 

井熊  優  片山 瑛人  川上 拓純 

杉本  健  松平 悠希  一瀬 拓也 

川崎 元照  小笠原圭允  山本 陽亮 

淺岡 大地  江原  健  中居 諒介 

竹内  豪  脇本 堅太  立石 真也 

（第 30回記念関東学生ラクロスリーグ戦 男子優勝） 

 



 体育会 ラクロス部 

出原佳代子  友岡 芽唯  白子 未祐 

大橋 知佳  横田 真央  望月 早紀 

力丸  絢  飯豊 広奈  山﨑茉莉花 

竹村  薫  大木 茉莉  伊藤 香奈 

大沢かおり  櫨本 美咲  石川のどか 

小久保磨里奈 友岡 阿美  橋本ひかる 

西村沙和子  吉岡 美波  清水 珠理 

（第 30回記念関東学生ラクロスリーグ戦 女子優勝） 

 

 体育会 軟式野球部 

植田 信照 

（平成 29年度東京六大学軟式野球秋季リーグ戦 最多勝利 最多奪三振受賞） 

 

 体育会 軟式野球部 

中村 健人 

（平成 29年度東京六大学軟式野球秋季リーグ戦 最多本塁打受賞） 

 

 体育会 水上スキー部 

岩谷 大悟 

（第 62回全日本学生水上スキー選手権大会 トリック競技 Ｕ-21日本新記録） 

 

 体育会 四谷部 弓道部 

人見  諒 

（第 51回全日本医科学生体育大会 王座決定戦 個人戦 優勝） 

 

 体育会 四谷部 水泳部競泳部門 

徳岡  旭  吉田 大蔵  清水 誠仁 

松下 友哉 

（第 60回東日本医科学生総合体育大会 水泳競技 男子 800ｍフリーリレー 優勝） 

 

 体育会 四谷部 水泳部競泳部門 

吉田 大蔵 

（第 60回東日本医科学生総合体育大会 水泳競技 男子 50ｍ自由形 優勝） 

 

 体育会 四谷部 水泳部競泳部門 

北村 愛花 

（第 60回東日本医科学生総合体育大会 水泳競技 女子 50ｍ自由形 優勝） 

 

 体育会 四谷部 硬式庭球部 

堀江 和史  二宮慎太郎  米澤 賢吾 

青木 拓万  稲葉  亮  藤原 弘毅 

大塚 啓介  松川 雄太 

（第 60回東日本医科学生総合体育大会 テニス競技 大学対抗戦 優勝） 

 

 体育会 四谷部 競走部 

金子 健洋 

（第 60回東日本医科学生総合体育大会 陸上競技 男子 5000ｍ 優勝） 

 

 体育会 四谷部 競走部 

宮澤 剛史 

（第 60回東日本医科学生総合体育大会 陸上競技 男子 400m 優勝） 

 



 体育会 四谷部 バレーボール部 

中西 杏奈  横溝真由美  奥田 有紀 

小関 真子  塩澤 優花  永津 佳奈 

清水 亮子  田辺 伶奈  幸田 真実 

竹原 与優  大内 初音 

（第 60回東日本医科学生総合体育大会 バレーボール競技 優勝） 

 

 体育会 四谷部 ゴルフ部 

廣瀬  怜  福山 隆博  古川 宏幸 

清水  嶺  福井 貫太  江川 拓実 

原田 崚我 

（平成 29年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） 

 

 体育会 四谷部 ゴルフ部 

野田莉香子  鳴釜里彩子  古川 貴子 

荒木 梨沙 

（平成 29年全日本医科大学ゴルフ連盟春季大会 女子団体 優勝） 

 

 体育会 四谷部 ゴルフ部 

野田莉香子 

（平成 29年全日本医科大学ゴルフ連盟春季大会 女子個人 優勝） 

 

 体育会 矢上部 少林寺拳法部 

鬼丸 夏季 

（少林寺拳法創始 70周年記念 2017 少林寺拳法世界大会 inカリフォルニア USA 

一般男女級拳士の部 優勝） 
  



 

2017 年度小泉体育奨励賞（受賞者）  
 

 

 スキー 

公認学生団体「リーゼンスキークラブ」 

メンバー 

榎森  遥（法学部），佐伯 琴音（法学部） 

三輪 恵子（商学部），藤村知瑛子（理工学部） 

第 44 回全国学生岩岳スキー大会（アルペン競技の部）において，女子クラブ総合優

勝を獲得。 

 

 少林寺拳法 

秋山 和樹（法学部） 

少林寺拳法世界連合（WSKO）主催の国際大会である 2017 少林寺拳法世界大会 inカリ

フォルニア，USAにて，一般男女級拳士の部で第 1位を獲得。 

 

 ラグビー 

塩崎 優衣（総合政策学部） 

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会主催の第 3回全国女子ラグビーフットボ

ール選手権大会（一般の部）において，チーム優勝を果たしたほか，FW選手として

MVP に選ばれた。さらに，女子アジアラグビーチャンピオンシップ 2017日本対香港の

試合においても女子日本代表として出場し活躍した。 

 

 サッカー 

籾木 結花（総合政策学部） 

日本サッカー協会主催のキリンチャレンジカップ 2017 をはじめ，数多くの国際試合

において，サッカー日本代表チーム選手として出場し，活躍した。 

 

 一輪車 

佐藤 春佳（環境情報学部） 

公益社団法人日本一輪車協会主催の第 40回さわやか全日本一輪車競技大会ペア演技

部門において，総合優勝を獲得。 
 

 


	2017年度小泉体育賞（受賞者）
	 体育会　弓術部
	森田　夏葉
	（第65回全日本学生弓道選手権大会　個人　優勝）

	 体育会　端艇部
	野方　千裕
	（第44回全日本大学選手権大会　女子舵手なしペア　2000ｍ　優勝）

	 体育会　水泳部競泳部門
	大和田明日楓
	（Fina airweave Swimming World Cup 2017　50m平泳ぎ　優勝）

	 体育会　野球部
	岩見　雅紀
	（第29回ユニバーシアード競技大会　野球競技　優勝）
	（平成29年度東京六大学野球リーグ戦　連続本塁打　新記録樹立　シーズン最多本塁打タイ記録　年間最多本塁打新記録樹立）

	 体育会　庭球部
	上杉　海斗
	（三菱全日本テニス選手権92nd　ミックスダブルス　優勝）
	（第29回ユニバーシアード競技大会　テニス競技　ミックスダブルス　優勝）

	 体育会　競走部
	竹内　爽香
	（第29回ユニバーシアード競技大会　陸上競技　女子4×100ｍリレー　3位）

	 体育会　競走部
	小池　祐貴
	（天皇賜盃第86回日本学生陸上競技対校選手権大会　男子200m　優勝）

	 体育会　ソッカー部
	工藤　真子
	（第29回ユニバーシアード競技大会　女子サッカー競技　準優勝）

	 体育会　スケート部フィギュア部門
	棟尾　観月
	（第23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）

	 体育会　ヨット部
	皆川　綾菜　　村瀬　海里
	（第26回全日本学生女子ヨット選手権大会　470級　優勝）

	 体育会　ヨット部
	関口　舜一　　出口　廣智　　江頭　英翔
	斎藤　文人　　村瀬　志綱　　樫本　達真
	柳内　航平
	（第82回全日本学生ヨット選手権大会　470級　優勝）

	 体育会　射撃部
	井尻　圭亮
	（第21回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会　50mライフル伏射60発競技　優勝）

	 体育会　射撃部
	渡邊　拓樹　　井尻　圭亮　　宇山　幸佑
	（文部科学大臣賞争奪2017年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会　50mライフル伏射60発競技男子団体　優勝）

	 体育会　自動車部
	新関　孝一　　鈴木　大介　　清水佑一郎
	高橋　幸輝　　馬場悠太朗　　由利　直輝
	西野　浩司
	（平成29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）

	 体育会　航空部
	保谷蒼有森　　武田　信洋　　葉山　智大
	松村　亮汰　　山崎　大輔　　黒住さくら
	手塚　祐輔　　高木　　翼
	（第58回全日本学生グライダー競技会選手権大会　団体優勝）

	 体育会　少林寺拳法部
	金野　光秀
	（第51回少林寺拳法全日本学生大会　立合評価法男子軽量級の部　優勝）

	 体育会　ラクロス部
	井上　裕太　　北濱　諒輔　　原　　拓輝
	杉山　達也　　細川　優作　　丸山　翔平
	関根　魁星　　仲川　悠樹　　青木裕太郎
	石田　啓樹　　田中　聡貴　　井熊　　優
	片山　瑛人　　川上　拓純　　菊岡　　達
	杉本　　健　　松平　悠希　　一瀬　拓也
	川崎　元照　　池垣　陽介　　小笠原圭允
	淺岡　大地　　江原　　健　　中居　諒介
	竹内　　豪　　脇本　堅太　　立石　真也
	（第9回全日本ラクロス大学選手権大会　男子優勝）

	 体育会　ラクロス部
	出原佳代子　　友岡　芽唯　　白子　未祐
	大橋　知佳　　横田　真央　　望月　早紀
	力丸　　絢　　飯豊　広奈　　山﨑茉莉花
	竹村　　薫　　大木　茉莉　　伊藤　香奈
	大沢かおり　　櫨本　美咲　　石川のどか
	小久保磨里奈　友岡　阿美　　橋本ひかる
	西村沙和子　　吉岡　美波　　脇坂　遥香
	清水　珠理
	（第28回ラクロス全日本選手権大会　女子優勝）
	（第9回全日本ラクロス大学選手権大会　女子優勝）


	2017年度小泉体育努力賞（受賞者）
	 体育会　柔道部
	蓜島　　剛
	（平成29年度東京都ジュニア柔道体重別選手権大会兼，JOCジュニアオリンピックカップ
	平成29年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　東京都予選会　男子100kg超級　優勝）

	 体育会　弓術部
	本郷　一輝
	（第63回東西学生弓道選抜対抗試合10人立　射道優秀賞受賞）

	 体育会　弓術部
	加藤　和樹　　葛西　勇人　　日野　浩明
	恩田　悠暉　　蜂谷康一郎　　平井遼太郎
	本郷　一輝　　小林研一郎
	（第29回全国大学弓道選抜大会　5人立　準優勝）

	 体育会　端艇部
	内田　優志　　新井　勇大
	（第39回全日本軽量級選手権大会　男子舵手なしペア　2000ｍ　準優勝）

	 体育会　水泳部競泳部門
	髙崎　有紀
	（Fina airweave Swimming World Cup 2017　50m平泳ぎ　準優勝）

	 体育会　野球部
	照屋　　塁　　棒田　航平　　小原　徳仁
	塩　健一郎　　倉田　直幸　　明渡　　稜
	瀬尾　　翼　　石井　康平　　岩見　雅紀
	清水　翔太　　天野　康大　　小幡　真之
	三枝遼太郎　　植田　清太　　河合　大樹
	石井　雄也　　津留﨑大成　　柳町　　達
	杉本　京平　　髙橋　亮吾　　小原　和樹
	郡司　裕也　　髙橋　佑樹　　中村　健人
	佐藤　宏樹　　関根　智輝
	（平成29年度東京六大学野球秋季リーグ戦　リーグ優勝）

	 体育会　野球部
	清水　翔太
	（平成29年度東京六大学野球秋季リーグ戦　首位打者受賞）

	 体育会　庭球部
	上杉　海斗　　高木隆之介　　韓　　成民
	逸﨑　凱人　　畠山　成冴　　山﨑　瑛二
	福田　真大　　中村進之介　　甲斐　直登
	平山　浩大　　今村　昌倫
	（平成29年度全日本大学テニス王座決定試合　準優勝）

	 体育会　庭球部
	逸﨑　凱人　　畠山　成冴
	（全日本学生テニス選手権大会　男子85回/女子61回　男子ダブルス　準優勝）

	 体育会　庭球部
	上杉　海斗
	（第29回ユニバーシアード競技大会　テニス競技　男子ダブルス　3位）

	 体育会　庭球部
	江代　純菜
	（全日本学生テニス選手権大会　男子85回/女子61回　女子シングルス　準優勝）

	 体育会　庭球部
	村瀬　早香　　押野　紗穂
	（全日本学生テニス選手権大会　男子85回/女子61回　女子ダブルス　準優勝）

	 体育会　庭球部
	押野　紗穂　　向井マリア
	（平成29年度全日本学生室内テニス選手権大会　女子ダブルス　準優勝）

	 体育会　競走部
	竹内　爽香
	（第96回関東学生陸上競技対校選手権大会　女子1部200ｍ　優勝）

	 体育会　競走部
	池田ブライアン雅貴
	（第23回夏季デフリンピック競技大会　男子4×400mリレー　5位）

	 体育会　スキー部
	田村みのり
	（FIS Junior World Ski Championships2017　スーパーコンバイン　2位　アルペン大回転　3位）

	 体育会　ヨット部
	太中　　賢　　小川　昭人
	（2017年度関東学生ヨット個人選手権大会　スナイプ級　優勝）

	 体育会　ヨット部
	片山　拓哉　　関口　舜一　　小澤　　駿
	畠　　広樹　　太中　　賢　　越川　智博
	（2017年度関東学生ヨット春季選手権大会　スナイプ級　優勝）

	 体育会　射撃部
	井尻　圭亮
	（平成29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）
	（文部科学大臣賞争奪2017年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会　50mライフル3姿勢120発競技　準優勝）

	 体育会　射撃部
	比留間　葵
	（平成29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ライフル伏射60発競技　優勝）

	 体育会　バレーボール部
	樫村　大仁
	（第15回世界ユース男子選手権大会　U-19　3位）

	 体育会　自動車部
	馬場悠太朗
	（平成29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）

	 体育会　自動車部
	鈴木　大介
	（平成29年度全日本学生ダートトライアル選手権大会　男子個人の部　準優勝）

	 体育会　自動車部
	新関　孝一　　鈴木　大介　　清水佑一郎
	杉江　　優　　高橋　幸輝　　馬場悠太朗
	（全日本エコドライブチャンピオンシップ2017　総合優勝）

	 体育会　自動車部
	新関　孝一　　鈴木　大介　　清水佑一郎
	馬場悠太朗　　近藤　有理
	（第21回関東学生対抗軽自動車5時間耐久レース加盟校の部　優勝）

	 体育会　自動車部
	山村　雅也　　杉江　　優　　高橋　幸輝
	安武　優希　　城戸　　崚
	（第21回関東学生対抗軽自動車5時間耐久レース学生一般の部　優勝）

	 体育会　自動車部
	高橋　幸輝　　馬場悠太朗　　由利　直輝
	西野　浩司
	（平成29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）

	 体育会　自動車部
	由利　直輝
	（平成29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　優勝）

	 体育会　自動車部
	高橋　幸輝
	（平成29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B　優勝）
	体育会　自動車部
	鈴木　大介
	（平成29年度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）

	 体育会　重量挙部
	東　　真彦
	（文部科学大臣杯争奪第36回ジュニア全日本パワーリフティング選手権大会　スクワット，ベンチプレス，デッドリフト　66kg級　準優勝）

	 体育会　洋弓部
	大井　一輝　　西濱　　巧　　福田宗一郎
	中村　優太　　永澤　勇樹　　藤　聡一郎
	福井　健策　　窪田　晟也　　関澤　良太
	武藤　弘樹　　巽　　優大
	（2017年度関東学生アーチェリー連盟男女リーグ戦　男子1部リーグ　優勝）

	 体育会　洋弓部
	窪田　晟也
	（第56回全日本学生アーチェリー個人選手権大会　リカーブ男子　準優勝）

	 体育会　洋弓部
	武藤　弘樹
	（第20回アジアアーチェリー選手権大会　リカーブミックス　準優勝）
	（第59回全日本ターゲットアーチェリー選手権大会　男子リカーブ部門　準優勝）

	 体育会　少林寺拳法部
	金野　光秀
	（第54回少林寺拳法関東学生大会　立合評価法男子個人の部　優勝）

	 体育会　少林寺拳法部
	中村　陽久　　金野　光秀　　栗原　　弘
	佐藤　太紀
	（第54回少林寺拳法関東学生大会　立合評価法男子団体の部　優勝）

	 体育会　少林寺拳法部
	李　　　遊
	（第51回少林寺拳法全日本学生大会　立合評価法男子中量級の部　準優勝）

	 体育会　拳法部
	田中　耀貴　　入交　亮太
	（日本拳法第10回東日本大学選手権　二人形の部　優勝）
	体育会　ラクロス部
	井上　裕太　　北濱　諒輔　　原　　拓輝
	杉山　達也　　細川　優作　　矢島荘太朗
	丸山　翔平　　関根　魁星　　仲川　悠樹
	石田　啓樹　　青木裕太郎　　曽根　叙臣
	井熊　　優　　片山　瑛人　　川上　拓純
	杉本　　健　　松平　悠希　　一瀬　拓也
	川崎　元照　　小笠原圭允　　山本　陽亮
	淺岡　大地　　江原　　健　　中居　諒介
	竹内　　豪　　脇本　堅太　　立石　真也
	（第30回記念関東学生ラクロスリーグ戦　男子優勝）

	 体育会　ラクロス部
	出原佳代子　　友岡　芽唯　　白子　未祐
	大橋　知佳　　横田　真央　　望月　早紀
	力丸　　絢　　飯豊　広奈　　山﨑茉莉花
	竹村　　薫　　大木　茉莉　　伊藤　香奈
	大沢かおり　　櫨本　美咲　　石川のどか
	小久保磨里奈　友岡　阿美　　橋本ひかる
	西村沙和子　　吉岡　美波　　清水　珠理
	（第30回記念関東学生ラクロスリーグ戦　女子優勝）

	 体育会　軟式野球部
	植田　信照
	（平成29年度東京六大学軟式野球秋季リーグ戦　最多勝利　最多奪三振受賞）

	 体育会　軟式野球部
	中村　健人
	（平成29年度東京六大学軟式野球秋季リーグ戦　最多本塁打受賞）

	 体育会　水上スキー部
	岩谷　大悟
	（第62回全日本学生水上スキー選手権大会　トリック競技　Ｕ-21日本新記録）

	 体育会　四谷部　弓道部
	人見　　諒
	（第51回全日本医科学生体育大会　王座決定戦　個人戦　優勝）

	 体育会　四谷部　水泳部競泳部門
	徳岡　　旭　　吉田　大蔵　　清水　誠仁
	松下　友哉
	（第60回東日本医科学生総合体育大会　水泳競技　男子800ｍフリーリレー　優勝）

	 体育会　四谷部　水泳部競泳部門
	吉田　大蔵
	（第60回東日本医科学生総合体育大会　水泳競技　男子50ｍ自由形　優勝）

	 体育会　四谷部　水泳部競泳部門
	北村　愛花
	（第60回東日本医科学生総合体育大会　水泳競技　女子50ｍ自由形　優勝）

	 体育会　四谷部　硬式庭球部
	堀江　和史　　二宮慎太郎　　米澤　賢吾
	青木　拓万　　稲葉　　亮　　藤原　弘毅
	大塚　啓介　　松川　雄太
	（第60回東日本医科学生総合体育大会　テニス競技　大学対抗戦　優勝）

	 体育会　四谷部　競走部
	金子　健洋
	（第60回東日本医科学生総合体育大会　陸上競技　男子5000ｍ　優勝）

	 体育会　四谷部　競走部
	宮澤　剛史
	（第60回東日本医科学生総合体育大会　陸上競技　男子400m　優勝）

	 体育会　四谷部　バレーボール部
	中西　杏奈　　横溝真由美　　奥田　有紀
	小関　真子　　塩澤　優花　　永津　佳奈
	清水　亮子　　田辺　伶奈　　幸田　真実
	竹原　与優　　大内　初音
	（第60回東日本医科学生総合体育大会　バレーボール競技　優勝）

	 体育会　四谷部　ゴルフ部
	廣瀬　　怜　　福山　隆博　　古川　宏幸
	清水　　嶺　　福井　貫太　　江川　拓実
	原田　崚我
	（平成29年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）

	 体育会　四谷部　ゴルフ部
	野田莉香子　　鳴釜里彩子　　古川　貴子
	荒木　梨沙
	（平成29年全日本医科大学ゴルフ連盟春季大会　女子団体　優勝）

	 体育会　四谷部　ゴルフ部
	野田莉香子
	（平成29年全日本医科大学ゴルフ連盟春季大会　女子個人　優勝）

	 体育会　矢上部　少林寺拳法部
	鬼丸　夏季
	（少林寺拳法創始70周年記念2017　少林寺拳法世界大会inカリフォルニアUSA
	一般男女級拳士の部　優勝）


	2017年度小泉体育奨励賞（受賞者）
	 スキー
	公認学生団体「リーゼンスキークラブ」
	メンバー
	榎森　　遥（法学部），佐伯　琴音（法学部）
	三輪　恵子（商学部），藤村知瑛子（理工学部）
	第44回全国学生岩岳スキー大会（アルペン競技の部）において，女子クラブ総合優勝を獲得。

	 少林寺拳法
	秋山　和樹（法学部）
	少林寺拳法世界連合（WSKO）主催の国際大会である2017少林寺拳法世界大会inカリフォルニア，USAにて，一般男女級拳士の部で第1位を獲得。

	 ラグビー
	塩崎　優衣（総合政策学部）
	公益財団法人日本ラグビーフットボール協会主催の第3回全国女子ラグビーフットボール選手権大会（一般の部）において，チーム優勝を果たしたほか，FW選手としてMVPに選ばれた。さらに，女子アジアラグビーチャンピオンシップ2017日本対香港の試合においても女子日本代表として出場し活躍した。

	 サッカー
	籾木　結花（総合政策学部）
	日本サッカー協会主催のキリンチャレンジカップ2017をはじめ，数多くの国際試合において，サッカー日本代表チーム選手として出場し，活躍した。

	 一輪車
	佐藤　春佳（環境情報学部）
	公益社団法人日本一輪車協会主催の第40回さわやか全日本一輪車競技大会ペア演技部門において，総合優勝を獲得。



