
監督表彰

年度 部名 監督 部門監督
2016 庭球部 土橋 登志久
2016 漕艇部 内田 大介
2016 柔道部 川田 一洋
2016 梶川 悟
2016 中嶋 孝行 水球
2016 競走部 礒 繁雄
2016 スキー部 一戸 剛
2016 ア式蹴球部 福島 廣樹 女子
2016 永山 健一
2016 櫻井 茂雄 女子
2016 体操部 馬場 亮輔
2016 空手部 福田 聡
2016 バレーボール部 松井 泰二
2016 レスリング部 山方 隆之
2016 米式蹴球部 濱部 昇
2016 ヨット部 関口 功志
2016 フェンシング部 中村 立雄
2016 軟式庭球部 小野寺 剛
2016 バドミントン部 川合 光
2016 ウエイトリフティング部 岡田 純一
2016 射撃部 平山 聡
2016 合気道部 谷繁 強志
2016 アーチェリー部 守屋麻樹
2016 少林寺拳法部 永井 周一
2015 野球部 髙橋 広
2015 庭球部 土橋 登志久
2015 漕艇部 内田 大介
2015 柔道部 吉村 拓郎
2015 水泳部 梶川 悟 競泳
2015 水泳部 中嶋 孝行 水球
2015 競走部 礒 繁雄
2015 スキー部 倉田 秀道
2015 スケート部 石幡 忠雄 スピード
2015 バスケットボール部 萩原 美樹子 女子
2015 ア式蹴球部 古賀 聡 男子
2015 ア式蹴球部 福島 廣樹 女子
2015 卓球部 永山 健一 男子
2015 体操部 土屋 純
2015 レスリング部 山方 隆之
2015 米式蹴球部 濱部 昇
2015 ヨット部 関口 功志
2015 ハンドボール部 荒木 進 男子
2015 フェンシング部 中村 立雄
2015 軟式庭球部 小野寺 剛
2015 バドミントン部 今井 茂満
2015 航空部 鳴河 洋二
2015 ウエイトリフティング部 岡田 純一
2015 合気道部 嶋田 典弘
2015 少林寺拳法部 永井 周一
2014 庭球部 土橋 登志久

2014 漕艇部 内田 大介

2014 水泳部 奥野 景介

2014 水泳部 中嶋 孝行 水球

2014 競走部 磯 繁雄

2014 スキー部 倉田 秀道

2014 スケート部 石幡 忠雄

2014 バスケットボール部 萩原 美樹子 女子

2014 卓球部 永山 健一

水泳部

卓球部
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監督表彰

年度 部名 監督 部門監督
2014 卓球部 櫻井 茂雄 女子

2014 体操部 土屋 純

2014 レスリング部 山方 隆之

2014 自動車 岡島 昭英

2014 ヨット部 関口 功志

2014 フェンシング部 中村 立雄

2014 軟式庭球部 小野寺 剛

2014 自転車部 鈴木 芳文

2014 航空部 麻生 真也

2014 ウエイトリフティング部 岡田 純一

2014 射撃部 平山 聡

2014 合気道部 嶋田 典弘

2014 ソフトボール部 吉村 正

2014 少林寺拳法部 永井 周一

2013 庭球部 土橋 登志久

2013 漕艇部 岡本 剛

2013 水泳部 奥野 景介

2013 競走部 磯 繁雄

2013 スキー部 倉田 秀道

2013 草島 武彦

2013 本間 康彦 スピード

2013 ラグビー蹴球部 後藤 禎和

2013 ア式蹴球部 長岡 義一 女子

2013 卓球部 小笠原 剛士

2013 体操部 土屋 純

2013 バレーボール部 吉井 勝彦

2013 レスリング部 山方 隆之

2013 ハンドボール部 荒木 茂徳

2013 フェンシング部 中村 立雄

2013 軟式庭球部 小野寺 剛

2013 自転車部 鈴木 芳文

2013 バドミントン部 今井 茂満

2013 航空部 麻生 真也

2013 ウエイトリフティング部 岡田 純一

2013 合気道部 嶋田 典弘

2013 ソフトボール部 吉村 正

2013 ラクロス部 嶋田 雄二

2013 少林寺拳法部 永井 周一

2012 野球 岡村 猛

2012 庭球 土橋登志久

2012 漕艇 岡本 剛

2012 水泳 奥野 景介

2012 競走 礒 繁雄

2012 スキー 倉田 秀道

2012 スケート 本間 康彦

2012 萩原 美樹子 女子部門

2012 古賀 聡

2012 長岡 義一 女子部門

2012 馬術 児玉 彰

2012 小笠原 剛士

2012 櫻井 茂雄 女子部門

スケート部

ア式蹴球

卓球
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監督表彰

年度 部名 監督 部門監督
2012 体操 渡辺 良隆

2012 レスリング 山方 隆之

2012 ハンドボール 荒木 茂徳

2012 フェンシング 中村 立雄

2012 軟式庭球 小野寺 剛

2012 自転車 鈴木 芳文

2012 バドミントン 今井 茂満

2012 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 岡田 純一

2012 ソフトボール 吉村 正

2012 少林寺拳法 永井 周一

2011 庭球 土橋登志久

2011 漕艇 岡本 剛

2011 米田 文彦

2011 丸田 綾希 女子部門

2011 水泳 奥野 景介

2011 礒 繁雄

2011 渡辺 康幸 駅伝部門

2011 山岳 水田 幹久

2011 スキー 倉田 秀道

2011 スケート 草島 武彦

2011 倉石 平

2011 萩原 美樹子 女子部門

2011 古賀 聡

2011 長岡 義一 女子部門

2011 伊藤 誠

2011 櫻井 茂雄 女子部門

2011 レスリング 山方 隆之

2011 米式蹴球 朝倉 孝雄

2011 ハンドボール 大城 章

2011 フェンシング 中村 立雄

2011 軟式庭球 小野寺 剛

2011 準硬式野球 畑中 秀之

2011 自転車 鈴木 芳文

2011 バドミントン 今井 茂満

2011 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 岡田 純一

2011 射撃 平山 聡

2011 合気道 小林 卓

2011 日本拳法 神川 紀信

2011 ラクロス 嶋田 雄二

2011 少林寺拳法 永井 周一

2010 野 球 應武 篤良

2010 庭 球 土橋登志久

2010 漕 艇 岡本 剛

2010 剣 道 辻 篤典

2010 水 泳 奥野 景介

2010 競 走 礒 繁雄 渡辺 康幸駅伝部門監督

2010 ラグビー蹴球 辻 高志

2010 スキー 倉田 秀道

2010 スケート 草島 武彦 末吉 隼人 スピード部門監督

2010 ア式蹴球 古賀 聡 長岡 義一 女子部監督

2010 馬 術 児玉 彰

弓道

競走

バスケットボール

ア式蹴球

卓球
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監督表彰

年度 部名 監督 部門監督
2010 卓 球 伊藤 誠 櫻井 茂雄 女子部監督

2010 レスリング 伊江 邦男

2010 自動車 岡島 昭英

2010 米式蹴球 朝倉 孝雄

2010 ヨット 畠山 知己

2010 フェンシング 川名 宏美

2010 軟式庭球 小野寺 剛

2010 自転車 鈴木 芳文

2010 バドミントン 今井 茂満

2010 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 岡田 純一

2010 合気道 小林 卓

2010 ラクロス 嶋田 雄二

2010 少林寺拳法 永井 周一

2009 野球 應武 篤良

2009 庭球 土橋 登志久

2009 漕艇 岡本 剛

2009 剣道 辻 篤典

2009 水泳 奥野 景介

2009 競走 礒 繁雄 渡辺康幸駅伝部門監督

2009 ラグビー蹴球 辻 高志

2009 スキー 倉田 秀道

2009 スケート 草島 武彦 末吉隼人スピード部門監督

2009 ア式蹴球 古賀 聡 長岡義一女子部監督

2009 馬術 児玉 彰

2009 卓球 伊藤 誠 櫻井茂雄女子部監督

2009 レスリング 伊江 邦男

2009 自動車 岡島 昭英

2009 米式蹴球 朝倉 孝雄

2009 ヨット 畠山 知己

2009 フェンシング 川名 宏美

2009 軟式庭球 小野寺 剛

2009 自転車 鈴木 芳文

2009 バドミントン 今井 茂満

2009 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸ 岡田 純一

2009 合気道 小林 卓

2009 ラクロス 嶋田 雄二

2009 少林寺拳法 永井 周一

2008 庭球 土橋 登志久

2008 漕艇 岡本 剛

2008 柔道 吉村 拓郎

2008 水泳 奥野 景介

2008 競走 礒 繁雄

2008 ラグビー蹴球 中竹 竜二

2008 スキー 倉田 秀道

2008 スケート 石幡 忠雄 松原達哉アイスホッケー部門監督

2008 ア式蹴球 今井 敏明 長岡義一女子部監督

2008 馬術 児玉 彰

2008 卓球 伊藤 誠 櫻井茂雄女子部監督

2008 体操 渡辺 良隆

2008 レスリング 伊江 邦男

2008 自動車 岡島 昭英
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監督表彰

年度 部名 監督 部門監督
2008 ヨット 畠山 知己

2008 ホッケー 小田 洋一郎 寺本崇女子部監督

2008 フェンシング 川名 宏美

2008 軟式庭球 小野寺 剛

2008 自転車 鈴木 芳文

2008 バドミントン 今井 茂満

2008 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 岡田 純一

2008 合気道 小林 卓

2008 アーチェリー 本田 浩一

2008 ソフトボール 吉村 正

2008 少林寺拳法 永井 周一

2007 野球 應武 篤良

2007 庭球 土橋 登志久

2007 漕艇 島谷 健

2007 弓道 庭田裕巳女子部監督

2007 水泳 奥野 景介

2007 競走 礒 繁雄 渡辺康幸駅伝監督

2007 ラグビー蹴球 中竹 竜二

2007 スキー 倉田 秀道

2007 スケート 石幡 忠雄

2007 ア式蹴球 長岡義一女子部監督

2007 卓球 伊藤 誠 櫻井茂雄女子部監督

2007 体操 渡辺 良隆

2007 レスリング 伊江 邦男

2007 自動車 岡島 昭英

2007 ヨット 畠山 知己

2007 フェンシング 川名 宏美

2007 軟式庭球 小野寺 剛

2007 自転車 鈴木 芳文

2007 バドミントン 今井 茂満

2007 航空 布田 浩二

2007 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 岡田 純一

2007 合気道 小林 卓

2007 ソフトボール 吉村 正

2007 日本拳法 篠田 隆矢

2006 野球 應武 篤良

2006 庭球 土橋 登志久

2006 漕艇 島谷 健

2006 水泳 地平 達郎 奥野景介

2006 競走 渡辺 康幸 礒繁雄

2006 ラグビー蹴球 中竹 竜二

2006 スキー 倉田 秀道

2006 スケート 石幡 忠雄 小笠原健一、福原美和

2006 ア式蹴球 大榎 克己 長岡義一

2006 卓球 河原 智

2006 ボクシング 後藤 秀作

2006 体操 渡辺 良隆

2006 レスリング 伊江 邦男

2006 ヨット 畠山 知己

2006 フェンシング 川名 宏美

2006 軟式庭球 小野寺 剛
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監督表彰

年度 部名 監督 部門監督
2006 準硬式野球 遠藤 泰寿

2006 自転車 鈴木 芳文

2006 バドミントン 今井 茂満

2006 航空 布田 浩二

2006 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 岡田 純一

2006 射撃 溝部 政司

2006 合気道 嶋田 典弘

2006 ソフトボール 吉村 正

6 早稲田大学競技スポーツセンター


