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≪個人名誉賞≫ 計 68 名
部　名 No. 学部／学科 学年 氏　名 大会名 成　績

庭球部 1 スポーツ科学部 4年 林　　　恵里奈 第60回全日本学生テニス選手権大会 女子シングルス：優勝
女子ダブルス：優勝

2 スポーツ科学部 2年 上　　　唯　希 第60回全日本学生テニス選手権大会 女子ダブルス：優勝
3 スポーツ科学部 1年 小　林　雅　哉 第84回全日本学生テニス選手権大会 男子シングルス：優勝

漕艇部 4 人間科学部 4年 亀　本　咲季子 第43回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝
5 スポーツ科学部 4年 佐　藤　紫生乃 第43回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝
6 教育学部 4年 土　井　鈴　奈 第43回全日本大学選手権大会 女子舵手無しペア：優勝
7 スポーツ科学部 3年 石　上　璃　奈 第43回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝
8 スポーツ科学部 3年 木野田　沙帆子 第43回全日本大学選手権大会 女子ダブルスカル：優勝
9 スポーツ科学部 3年 木　下　美　奈 第43回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝
10 商学部 3年 田　口　えり花 第43回全日本大学選手権大会 女子舵手無しペア：優勝
11 スポーツ科学部 2年 米　川　志　保 第43回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォドルプル：優勝
12 スポーツ科学部 1年 木　下　弥　桜 第43回全日本大学選手権大会 女子ダブルスカル：優勝

水泳部 13 人間科学部 4年 荒　木　優　介 第92回日本学生選手権水泳競技大会 競泳男子　400mメドレーリレー：優勝
14 スポーツ科学部 4年 瀬　戸　大　也 第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ） 競泳男子　400m個人メドレー：3位

第92回日本学生選手権水泳競技大会　 男子400mメドレーリレー：優勝（大会新記録）
15 スポーツ科学部 3年 坂　井　聖　人 第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ） 競泳男子	200mバタフライ：2位

第92回日本学生選手権水泳競技大会 男子200mバタフライ：優勝
男子400mメドレーリレー：優勝

16 社会科学部 3年 徳　用　万里奈 第10回アジア水泳選手権大会 水球競技：準優勝
17 スポーツ科学部 2年 渡　辺　一　平 第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ） 競泳男子　200m平泳ぎ：6位

（準決勝にてオリンピックレコード樹立）
第10回東京都選手権水泳競技大会・KITAJIMA	CUP	2017 競泳男子　200m平泳ぎ：優勝（世界新記録樹立）
第92回日本学生選手権水泳競技大会 競泳男子　100m平泳ぎ：優勝

競泳男子　200m平泳ぎ：優勝
競泳男子　400mメドレーリレー：優勝（大会新記録）

18 スポーツ科学部 2年 渡　部　香生子 第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ） 競泳女子　100m平泳ぎ：出場
競泳女子　200m平泳ぎ：出場

競走部 19 スポーツ科学部 4年 愛　敬　彰太郎 第100回日本陸上競技選手権リレー競技会 4×400mリレー：優勝
20 政治経済学部 5年 芦　田　　　創 リオ2016パラリンピック競技大会（第15回夏季大会） 4×100mリレー（T42－47）：3位

男子走り幅跳び（T45/T46/T47）：12位
21 スポーツ科学部 3年 石　田　裕　介 第100回日本陸上競技選手権リレー競技会 4×400mリレー：優勝
22 スポーツ科学部 3年 加　藤　修　也 第100回日本陸上競技選手権リレー競技会 4×400mリレー：優勝

第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ） 4×400mリレー：出場
23 スポーツ科学部 3年 徳　山　　　黎 第100回日本陸上競技選手権リレー競技会 4×400mリレー：優勝

スキー部 24 スポーツ科学部 4年 小　林　諭　果 第59回HBCカップジャンプ大会 スキージャンプ　女子ラージヒル：優勝
第28回ユニバーシアード冬季競技大会（2017アルマティ） スキージャンプ女子団体：優勝

スキージャンプ混合団体：3位
25 スポーツ科学部 4年 廣　島　聖　也 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 男子アルペン　スラローム競技：優勝
26 スポーツ科学部 4年 山　元　　　豪 第28回ユニバーシアード冬季競技大会（2017アルマティ） ノルディック複合競技　団体戦　K95	10KM：3位　

ノルディック複合競技　個人戦　マススタート：5位
ノルディック複合競技　個人戦　K95	10KM：5位

27 スポーツ科学部 3年 宇　田　彬　人 第28回ユニバーシアード冬季競技大会（2017アルマティ） ノルディッククロスカントリー競技30Kマススタート：7位
ノルディッククロスカントリー競技

男子スプリントクラシカル：8位
ノルディッククロスカントリー競技4×7.5KMリレー：4位

秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 男子クロスカントリー 10K	クラシカル競技：優勝
28 教育学部 3年 大　森　芽　萌 第72回北海道スキー選手権大会アルペン競技（技術系GS） スキーアルペン　ジャイアントスラローム：優勝
29 社会科学部 3年 小　川　彩也香 第1回旭川スキー連盟杯GS競技大会 スキーアルペン　ジャイアントスラローム：優勝

秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 女子アルペン　ジャイアントスラローム：優勝
30 スポーツ科学部 3年 滝　沢　こずえ 第28回ユニバーシアード冬季競技大会（2017アルマティ） ノルディッククロスカントリー競技15Kマススタート：7位

ノルディッククロスカントリー競技
女子スプリントクラシカル：6位

ノルディッククロスカントリー競技
ミックスチームスプリント：7位

第8回アジア冬季競技大会（2017/札幌） 女子クロスカントリー 10Kフリー：4位
31 スポーツ科学部 3年 田　中　聖　人 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 男子クロスカントリー 30K	フリー競技：優勝
32 スポーツ科学部 3年 松　本　達　希 第29回ゴールドウインカップ阿寒スラローム大会 スキーアルペン　スラローム：優勝

第8回アジア冬季競技大会（2017/札幌） 男子アルペン　ジャイアントスラローム競技：5位
33 スポーツ科学部 2年 村　岡　桃　佳 2017	IPC	ALPINE	SKIING	WORLD	CHAMPIONSHIPS 女子　座位　スラローム競技：4位

女子　座位　ジャイアントスラローム競技：3位
女子　座位　ダウンヒル競技：3位

34 スポーツ科学部 2年 渡　邉　祐　佳 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 女子クロスカントリーリレー 3×5K（3走）：優勝
35 スポーツ科学部 1年 石　島　瑶　子 第19回ぬかびら源泉郷GS大会 スキーアルペン　ジャイアントスラローム：優勝

秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 女子アルペン　スラローム競技：優勝
36 スポーツ科学部 1年 酒　井　結　衣 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 女子クロスカントリーリレー 3×5K（1走）：優勝
37 スポーツ科学部 1年 佐　藤　　　葵 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 女子クロスカントリー女子リレー 3×5K（2走）：優勝

卓球部 38 教育学部 4年 岩　渕　幸　洋 リオ2016パラリンピック競技大会（第15回夏季大会） 卓球競技男子シングルス（クラス9）：出場
体操部 39 スポーツ科学部 1年 河　崎　羽珠愛 第69回全日本新体操選手権大会 個人総合：優勝
空手部 40 国際学術院国際コミュ

ニケーション研究科
修士
2年

國　米　　　櫻 2016年	世界大学空手道選手権大会
（The	2016	FISU	World	University	Championships）

形（女子個人）：2位

バレーボール部 41 スポーツ科学部 4年 山　口　頌　平 第5回アジアカップ男子大会 バレーボール競技：3位　ベストセッター賞
レスリング部 42 スポーツ科学部 4年 多胡島　伸　佳 「明治杯」20周年記念　平成28年度全日本レスリング選手権大会 フリースタイル70kg級：優勝

2016年世界選手権（非オリンピック階級） フリースタイル70kg級：5位
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レスリング部 43 スポーツ科学部 2年 米　澤　　　圭 文部科学大臣杯	平成28年度	全日本学生レスリング選手権大会 フリースタイル65kg級：優勝
第42回	内閣総理大臣杯平成28年度全日本大学レスリング選手権大会 フリースタイル65kg級：優勝

44 スポーツ科学部 1年 宇　井　大　和 文部科学大臣杯
平成28年度全日本大学グレコローマンスタイル選手権大会

グレコローマンスタイル65kg：優勝

45 スポーツ科学部 1年 山　㟢　弥十朗 文部科学大臣杯	平成28年度	全日本学生レスリング選手権大会 フリースタイル74kg級：優勝
ヨット部 46 スポーツ科学部 3年 岡　田　奎　樹 470級ジュニア世界選手権（470	Junior	World	Championship） 国際470級男子：優勝

47 スポーツ科学部 1年 田　中　美紗樹 第30回全日本女子470級選手権大会 国際470級女子：優勝
フェンシング部 48 スポーツ科学部 2年 狩　野　愛　巳 2016アジアフェンシング選手権 女子フルーレ個人：3位

女子フルーレ団体：3位
49 スポーツ科学部 2年 才　藤　歩　夢 第66回全日本学生個人選手権大会 女子エペ個人：優勝

2016アジアフェンシング選手権 女子エペ団体：3位
50 スポーツ科学部 2年 松　山　恭　助 第69回全日本フェンシング選手権大会（個人戦） 男子フルーレ個人：優勝

第66回全日本学生個人選手権大会 男子フルーレ個人：優勝
2016年高円宮牌フェンシングワールドカップ 男子フルーレ団体：4位
2016アジアフェンシング選手権 男子フルーレ団体：3位

軟式庭球部 51 スポーツ科学部 4年 吉　川　純　平 第71回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 男子ダブルス：優勝
52 スポーツ科学部 3年 佐々木　聖　花 第8回アジアソフトテニス選手権大会 ミックスダブルス：優勝

第50回総理大臣杯全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 女子ダブルス：優勝
53 スポーツ科学部 3年 杉　脇　麻侑子 第50回総理大臣杯全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 女子ダブルス：優勝
54 社会科学部 3年 平久保　安　純 第8回アジアソフトテニス選手権大会 国別対抗女子団体：準優勝

第58回全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 女子シングルス：優勝
55 スポーツ科学部 2年 船　水　颯　人 第50回総理大臣杯全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 男子ダブルス：優勝

第58回全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 男子シングルス：優勝
第71回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 男子ダブルス：優勝
第71回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 男子ダブルス：優勝
第8回アジアソフトテニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

ミックスダブルス：優勝
国別対抗男子団体：優勝

56 スポーツ科学部 2年 星　野　慎　平 第50回総理大臣杯全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会 男子ダブルス：優勝
第71回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

57 スポーツ科学部 1年 内　本　隆　文 第8回アジアソフトテニス選手権大会 男子シングルスの部：優勝
男子ダブルスの部：準優勝

バドミントン部 58 スポーツ科学部 3年 中　里　裕　貴 第14回世界学生バドミントン選手権大会 混合ダブルス：ベスト8（5位入賞）
ウエイトリフティング部 59 スポーツ科学部 3年 生　頼　永　人 第13回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 男子69kg級：優勝

第62回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 男子69kg級：優勝
第62回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 男子69kg級：優勝

60 社会科学部 3年 千　葉　健　介 第62回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 男子62kg級：優勝
61 スポーツ科学部 2年 安　嶋　千　晶 第13回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 女子48Kg級：優勝

第17回全日本大学対抗女子ウエイトリフティング選手権大会 女子48Kg級：優勝
62 スポーツ科学部 2年 柏　木　麻　希 第13回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 女子69Kg級：優勝
63 スポーツ科学部 2年 知　念　勇　斗 第62回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 男子56Kg級：優勝

射撃部 64 スポーツ科学部 2年 千　葉　朔　海 第6回世界大学選手権大会 10mエアライフル女子立射40発競技：3位
第29回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 10mエアライフル女子立射40発競技：優勝

アーチェリー部 65 スポーツ科学部 2年 野　村　　　翼 第26回全日本室内アーチェリー選手権大会 リカーブ：優勝
少林寺拳法部 66 創造理工学部 4年 田部井　祐　介 第50回少林寺拳法全日本学生大会 男子二段以上の部：優勝

67 文化構想学部 3年 堂　脇　周　平 第50回少林寺拳法全日本学生大会 立会評価法　男子中量級の部：優勝
68 人間科学部 2年 村　上　　　健 第50回少林寺拳法全日本学生大会 男子二段以上の部：優勝

≪団体名誉賞≫ 計 11 部
部　名 No. 大会名 成　績

庭球部 69 第70回全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子団体：優勝
70 第52回全日本大学対抗テニス王座決定試合 女子団体：優勝

漕艇部 71 第43回全日本大学選手権大会 女子総合：優勝
柔道部 72 第25回全日本学生柔道優勝大会 女子3人制：優勝
スキー部 73 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 男子総合：優勝
ア式蹴球部 74 第25回全日本大学女子サッカー選手権大会 優勝
卓球部 75 第86回全日本大学総合卓球選手権大会 女子部門：優勝
ヨット部 76 第81回全日本学生ヨット選手権大会 総合：優勝
フェンシング部 77 第66回全日本学生フェンシング王座決定戦 女子エペ団体：優勝
軟式庭球部 78 第36回全日本大学ソフトテニス王座決定戦 男子団体：優勝

79 第70回文部科学大臣杯全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 男子団体：優勝
80 第36回全日本大学ソフトテニス王座決定戦 女子団体：優勝
81 第70回文部科学大臣杯全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 女子団体：優勝

合気道部 82 第47回全日本学生合気道競技大会 男子乱取り団体戦：優勝
少林寺拳法部 83 第50回少林寺拳法全日本学生大会 団体の部：優勝

≪奨励賞≫ 計 6 部
部　名 No. 大会名 成　績

水泳部 84 第92回日本学生選手権水泳競技大会 水球競技女子：準優勝
スキー部 85 秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会 女子総合：準優勝
米式蹴球部 86 第71回	三菱電機杯	毎日甲子園ボウル 準優勝
フェンシング部 87 第69回全日本フェンシング選手権大会(団体戦) 男子エペ団体：準優勝

88 第56回全日本大学対抗選手権大会 男子フルーレ団体：準優勝
バドミントン部 89 第67回全日本学生バドミントン選手権大会 団体戦女子：準優勝
アーチェリー部 90 第55回全日本学生アーチェリー男子王座決定戦 アーチェリー：準優勝

	≪監督表彰≫ 計 24 名
No. 部　名 部		門 氏　名
1 庭球部 土　橋　登志久
2 漕艇部 内　田　大　介
3 柔道部 川　田　一　洋
4 水泳部 梶　川　　　悟
5 水泳部 水球 中　嶋　孝　行
6 競走部 礒　　　繁　雄
7 スキー部 一　戸　　　剛
8 ア式蹴球部 女子 福　島　廣　樹

No. 部　名 部		門 氏　名
9 卓球部 永　山　健　一
10 卓球部 女子 櫻　井　茂　雄
11 体操部 馬　場　亮　輔
12 空手部 福　田　　　聡
13 バレーボール部 松　井　泰　二
14 レスリング部 山　方　隆　之
15 米式蹴球部 濱　部　　　昇
16 ヨット部 関　口　功　志

No. 部　名 部		門 氏　名
17 フェンシング部 中　村　立　雄
18 軟式庭球部 小野寺　　　剛
19 バドミントン部 川　合　　　光
20 ウエイトリフティング部 岡　田　純　一
21 射撃部 平　山　　　聡
22 合気道部 谷　繁　強　志
23 アーチェリー部 守　屋　麻　樹
24 少林寺拳法部 永　井　周　一
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