
2020 年度小泉体育賞（受賞者） 
 

 

 体育会 弓術部 

牧原 俊介  平澤 優人  金森 大空 

五島 健太  前原 栞太  石黒 慧磨 

佐藤 淳志  関口 敦正  宮脇 颯真 

（第 68回全日本学生弓道選手権大会 5人立 優勝） 

 

 体育会 端艇部カヌー 

岩田 祥吾  久保領雄音 

（令和 2 年度 SUBARU日本カヌースプリント選手権大会 令和 2年度日本パラカヌー選

手権大会兼 2021 カヌースプリント・パラカヌー海外派遣選手一次選考会 男子カヤッ

クペア 500m 優勝） 

 

 体育会 水泳部競泳部門 

佐藤 翔馬 

（ジャパンオープン 2020（50m）男子 100m平泳ぎ 優勝） 

（ジャパンオープン 2020（50m）男子 200m平泳ぎ 優勝） 

（第 96回日本選手権水泳競技大会 男子 100m平泳ぎ 優勝） 

（第 96回日本学生選手権水泳競技大会 男子 100m平泳ぎ 優勝） 

（第 96回日本学生選手権水泳競技大会 男子 200m平泳ぎ 優勝） 

 

 体育会 庭球部 

羽澤 慎治  藤原 智也 

（2020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） 

 

 体育会 器械体操部 

山﨑 広輝 

（第 74回全日本学生体操競技選手権大会 種目別選手権 つり輪 優勝） 

 

 体育会 スキー部 

小林朔太郎 

（第 93回全日本学生スキー選手権大会 男子 1 部ノルディックコンバインド競技

10km 優勝） 

 
 体育会 スキー部 

五十嵐紫乃 

（第 98回全日本スキー選手権大会（アルペン競技スピード系） アルペン競技スピ

ード系種目スーパー大回転 優勝） 

 

  



2020 年度小泉体育努力賞（受賞者） 
 

 

 体育会 端艇部ボート 

桒原 侃生  鍛冶田有史  勝野  健 

足利 海知  野村 瑛斗 

（第 47回全日本大学選手権大会 男子舵手なしフォア 2000m 2位） 

 

 体育会 水泳部競泳部門 

佐藤 翔馬 

（第 62回日本選手権（25m）水泳競技大会 男子 200m平泳ぎ 準優勝） 

（第 96回日本選手権水泳競技大会 男子 200m平泳ぎ 準優勝） 

 

 体育会 庭球部 

今村 昌倫 

（三菱全日本テニス選手権 95th 男子シングルス 準優勝） 

 

 体育会 庭球部 

平田  歩 

（2020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） 

 

 体育会 庭球部 

平田  歩  永田 杏里 

（2020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 

細井 衿菜 

（第 99回関東学生陸上競技対校選手権大会 女子 1部 800m 優勝） 

 

 体育会 競走部 

樺沢和佳奈 

（第 99回関東学生陸上競技対校選手権大会 女子 1部 1500m 優勝） 

 

 体育会 スキー部 

五十嵐紫乃 

（第 93回全日本学生スキー選手権大会 女子 1部アルペン競技 スーパー大回転 準

優勝） 

 

 体育会 スキー部 

久保田 拓 

（第 35回全日本学生アルペンチャンピオン大会（技術系） アルペン競技大回転第 1

戦優勝、大回転第 2 戦優勝、回転優勝） 

 

 体育会 レスリング部 

大山 泰吾 

（令和元年 東日本学生レスリング選手権大会（秋季大会） フリー 86kg級 優

勝） 

 

 体育会 合氣道部 

玉木  譲 

（第 39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） 

 



 体育会 合氣道部 

磯野 裕斗 

（第 39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） 

 

 体育会 ラクロス部 

立石 真也  安藤 太樹  足立 征歩 

池田航太郎  川名 隆公  永井 裕貴 

根岸  克  矢澤 大基  石塚  遼 

中根 卓馬  宮越 陸人  中名生三四郎 

八星  輝  藤井 凱章  小笠原洋允 

田村 脩眞  野上 達也  岡 慎之介 

阿曽 寛之  中名生幸四郎  齋藤 侑輝 

中根 之斗  貝柄 海大  黒栁 直輝 

石井 慶治  小川  司  中林 翔央 

（関東学生ラクロス 2020特別大会 優勝） 

 

 体育会 軟式野球部 

小林 優太  金井 洸樹  柳澤 慶樹 

堀池 寛明  鮎川 拓実  飯田  瞬 

小杉 哲平  中村 健人  堀江 晃生 

磯田 珠輝  窪田 享真  毛島 亮介 

内藤進之介  平野孔太郎  三鍋 啓悟 

安井 健耀  廣瀨 太一  田中 雅也 

早船 祥希  長谷川健太  新倉 悠平 

伊藤  翼  一ノ瀬大悟  春日 亮汰 

小林 優介  田村 誓悟  廣田 俊明 

丸尾  司  小川 直央  松田  淳 

三宅晃太郎  諸星 良祐  金光 功誠 

清水 理生 

（令和 2 年度東京六大学軟式野球秋季リーグ戦優勝） 

 

 体育会 水上スキー部 

安藤  瑛 

（第 65回 桂宮杯 全日本学生水上スキー選手権大会 男子ジャンプ個人 優勝） 

 

 

 

  



2020 年度小泉体育奨励賞（受賞者） 
 

 

 チアダンス 

チア＆ソングリーダーズ UNICORNS 

第 18 回全日本学生チアダンス選手権大会に出場し、Pom部門大学生 small編成におい

て第 1位。 

 

 ライフセービング 

野田 瑛太（経済学部） 

第 11 回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権大会に出場し、男子 200m障

害物スイムにおいて、大会新記録にて第 1 位。 

 

 チアダンス 

下﨑芽莉沙（法学部） 

2020ICU 世界チアリーディング選手権大会日本代表選考会に出場し、Team Cheer 

Freestyle Pom部門において日本代表選出。 

 

 ライフセービング 

高村  星（総合政策学部） 

2020 Italian Age Group Championshipsに出場し、女子 200m 障害物スイムにおい

て、日本新記録樹立。 
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