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≪個人名誉賞≫

部　名 学　部 学年 氏　名 大会名 成　績
庭球部 スポーツ科学部 4年 河　野　優　平 第85回全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

スポーツ科学部 3年 坂　井　勇　仁 第85回全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

第54回全日本学生室内テニス選手権大会 男子ダブルス：優勝

スポーツ科学部 2年 島　袋　　　将 第85回全日本学生テニス選手権大会 男子シングルス：優勝

スポーツ科学部 1年 田　中　優之介 第54回全日本学生室内テニス選手権大会 男子シングルス：優勝

男子ダブルス：優勝

スポーツ科学部 3年 上　　　唯　希 第54回全日本学生室内テニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

スポーツ科学部 3年 大　矢　　　希 第54回全日本学生室内テニス選手権大会 女子ダブルス：優勝

スポーツ科学部 1年 清　水　映　里 第61回全日本学生テニス選手権大会 女子シングルス：優勝

第54回全日本学生室内テニス選手権大会 女子シングルス：優勝

水泳部 スポーツ科学部 4年 坂　井　聖　人 第93回日本選手権水泳競技大会 競泳　男子200mバタフライ：優勝

第93回日本学生選手権水泳競技大会 競泳　男子200mバタフライ：優勝

競泳　男子4×100mメドレーリレー：優勝

第17回世界水泳選手権大会 競泳　男子200mバタフライ：6位

スポーツ科学部 3年 井　上　奨　真 第93回日本学生選手権水泳競技大会 競泳　男子4×100mメドレーリレー：優勝

スポーツ科学部 3年 古　川　慎一郎 第93回日本学生選手権水泳競技大会 競泳　男子4×100mメドレーリレー：優勝

スポーツ科学部 3年 渡　辺　一　平 第17回世界水泳選手権大会 競泳　男子200m平泳ぎ：3位

第93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4×100mメドレーリレー：優勝

スポーツ科学部 1年 竹　内　智　哉 FINAスイミングワールドカップ2017東京大会 競泳　男子400m個人メドレー：5位

スポーツ科学部 1年 幌　村　　　尚 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） 競泳　男子200mバタフライ：優勝

第93回日本学生選手権水泳競技大会 競泳　男子100mバタフライ：優勝

競泳　男子4×100mメドレーリレー：優勝

社会科学部 4年 徳　用　万里奈 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） 水球　女子：3位

スポーツ科学部 3年 渡　部　香生子 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） 競泳　女子100m平泳ぎ：優勝

競泳　女子200m平泳ぎ：優勝

競泳　女子4×100mメドレーリレー：優勝

第93回日本学生選手権水泳競技大会 競泳　女子100m平泳ぎ：優勝

競泳　女子200m平泳ぎ：優勝

競走部 スポーツ科学部 4年 野　本　周　成 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） 男子110mH：5位

スポーツ科学部 3年 仲　野　春　花 第101回日本陸上競技選手権大会 女子走高跳：優勝

天皇賜盃第86回日本学生陸上競技対校選手権大会 女子走高跳：優勝

相撲部 スポーツ科学部 2年 橋　本　侑　京 第42回全国学生相撲個人体重別選手権大会 135kg未満級：優勝

山岳部 スポーツ科学部 4年 福　田　倫　史 ネパールヒマラヤラジョダダ峰登山 登山：未踏峰への初登頂

「体育名誉賞」とは

早稲田大学体育名誉賞は、昭和23年度から優秀な成績をおさめた部に授与され、昭和32年度からは、部員のうち優秀なる成績をおさ

めた者にも授与されてきた。

昭和34	年に名誉賞の選考基準が制定され、主に全国制覇とみなされる試合・大会において優勝した場合に「団体名誉賞」、またはそれ

に準ずる部に「奨励賞」が与えられ、個人としては国際または全国大会において、世界または日本新記録の樹立や選手権の獲得、または

優勝した者に「個人名誉賞」が与えられる。

団体名誉賞は賞状と部旗に付けるリボンが、個人名誉賞は賞状とメダルが与えられる。このメダルは、元早稲田大学名誉教授今井兼次

先生のデザインによるもので、群を抜いた進取の大鵬翼と勝利の栄冠を主題とし、それをめざし競う群鳥と端雲を配したもので、まわり

のラテン語は学園名と「体育賞」を示している。
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部　名 学　部 学年 氏　名 大会名 成　績
スキー部 スポーツ科学部 4年 宇　田　彬　人 秩父宮杯・秩父宮妃杯第91回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー

	 男子4×7.5kmリレー（4走）：優勝

スポーツ科学部 4年 田　中　聖　土 秩父宮杯・秩父宮妃杯第91回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー
	 男子4×7.5kmリレー（3走）：優勝

スポーツ科学部 3年 山　口　敦　史 秩父宮杯・秩父宮妃杯第91回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー
	 男子4×7.5kmリレー（1走）：優勝

スポーツ科学部 2年 傳　田　英　郁 秩父宮杯・秩父宮妃杯第91回全日本学生スキー選手権大会 男子ノルディックコンバインド：優勝

スポーツ科学部 1年 山　下　陽　暉 秩父宮杯・秩父宮妃杯第91回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー
	 男子4×7.5kmリレー（2走）：優勝

社会科学部 4年 小　川　彩也香 秩父宮杯・秩父宮妃杯第91回全日本学生スキー選手権大会 アルペン　女子大回転：優勝

スポーツ科学部 4年 滝　沢　こずえ 全日本スキー連盟A級公認大会ワンウェイ杯クロスカントリー
レース2018

女子1.4kmスプリントクラシカル：優勝

秩父宮杯・秩父宮妃杯第91回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー　女子15㎞クラシカル：優勝

クロスカントリー
	 女子3×5kmリレー（1走）：優勝

スポーツ科学部 4年 傳　田　佳　代 秩父宮杯・秩父宮妃杯第91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：優勝

スポーツ科学部 3年 村　岡　桃　佳 2018	IPCワールドカップ 女子　座位　ダウンヒル（滑降）：2位

2018	IPCワールドカップ 女子　座位　スーパー大回転：3位

2018ジャパンパラアルペンスキー競技大会 女子　座位　スラローム：優勝

平昌2018パラリンピック冬季競技大会 アルペンスキー：出場

スポーツ科学部 3年 渡　邉　祐　佳 秩父宮杯・秩父宮妃杯第91回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー
	 女子3×5kmリレー（3走）：優勝

スポーツ科学部 1年 小　林　千　佳 秩父宮杯・秩父宮妃杯第91回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー
	 女子3×5kmリレー（2走）：優勝

スポーツ科学部 1年 松　本　なのは 秩父宮杯・秩父宮妃杯第91回全日本学生スキー選手権大会 アルペン　女子回転：優勝

スケート部 スポーツ科学部 2年 石　川　将　之 第37回全日本学生スピードスケート選手権大会 総合選手権部門　男子500m：優勝

バスケットボール部 スポーツ科学科 3年 田　中　真美子 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） バスケットボール女子：2位

スポーツ科学部 2年 中　田　珠　未 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） バスケットボール女子：2位

ア式蹴球部 スポーツ科学部 4年 鈴　木　準　弥 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） サッカー男子：優勝

スポーツ科学部 3年 小　島　亨　介 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） サッカー男子：優勝

スポーツ科学部 4年 奥　川　千　沙 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） サッカー女子：2位

スポーツ科学部 4年 中　村　みづき 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） サッカー女子：2位

スポーツ科学部 4年 平　國　瑞　希 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） サッカー女子：2位

スポーツ科学部 4年 松　原　有　沙 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） サッカー女子：2位

スポーツ科学部 3年 河　野　朱　里 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） サッカー女子：2位

スポーツ科学部 3年 木　付　優　衣 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） サッカー女子：2位

スポーツ科学部 3年 熊　谷　汐　華 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） サッカー女子：2位

スポーツ科学部 3年 三　浦　紗津紀 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） サッカー女子：2位

卓球部 スポーツ科学部 3年 阿　部　愛　莉 第14回全日本学生選抜卓球選手権大会 女子シングルス：優勝

体操部 スポーツ科学部 4年 竹　中　貴　一 第71回全日本学生体操競技選手権大会 種目別つり輪：優勝

スポーツ科学部 2年 河　崎　羽珠愛 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） 新体操　女子個人種目別決勝・フープ：8位

第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） 新体操　女子個人種目別決勝・リボン：5位

第70回全日本新体操選手権大会 女子種目別決勝・フープ：優勝

第70回全日本新体操選手権大会 女子種目別決勝・ボール：優勝

スポーツ科学部 1年 内　山　由　綺 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） 体操競技　女子団体：3位

第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） 体操競技　種目別段違い平行棒：4位

レスリング部 スポーツ科学部 4年 香　山　芳　美 文部科学大臣杯平成29年度全日本学生レスリング選手権大会 女子60kg級：優勝

スポーツ科学部 3年 米　澤　　　圭 文部科学大臣杯平成29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

自動車部 政治経済学部 4年 森　田　　　真 平成29年度全日本学生ダートトライアル選手権大会 ダートトライアル　個人：優勝

ヨット部 スポーツ科学部 4年 岡　田　奎　樹 第47回全日本470級ヨット選手権大会 国際470級：優勝

2017年470級ジュニア世界選手権 国際470級：6位

創造理工学部 4年 川　上　健　太 2017年度全日本学生ヨット個人選手権大会 国際スナイプ級：優勝

スポーツ科学部 4年 永　松　　　礼 第70回全日本スナイプ級ヨット選手権大会 国際スナイプ級：優勝

2017年度全日本学生ヨット個人選手権大会 国際スナイプ級：優勝

政治経済学部 3年 神　宮　泰　祐 第70回全日本スナイプ級ヨット選手権大会 国際スナイプ級：優勝

スポーツ科学部 1年 松　尾　虎太郎 2017年470級ジュニア世界選手権 国際470級：6位

044-047_体育名誉賞受賞者.indd   45 2018/04/19   11:18



46

部　名 学　部 学年 氏　名 大会名 成　績
フェンシング部 スポーツ科学部 3年 松　山　恭　助 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） 男子フルーレ個人：2位

第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） 男子フルーレ団体：優勝

2017フェンシング世界選手権大会 男子フルーレ団体：7位

2017年高円宮杯フェンシングワールドカップ 男子フルーレ団体：3位

スポーツ科学部 2年 加　納　虹　輝 2017男子エペ　フランスワールドカップ大会 個人：3位

第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） 男子エペ団体：4位

スポーツ科学部 3年 狩　野　愛　巳 2017フェンシングアジア選手権大会 女子フルーレ個人：3位

2017フェンシングアジア選手権大会 女子フルーレ団体：2位

2017フェンシング世界選手権大会 女子フルーレ団体：8位

スポーツ科学部 3年 才　藤　歩　夢 2017年近代5種ワールドカップ・第1戦アメリカ大会 近代5種男女ペア・ミックスリレー：2位

軟式庭球部 スポーツ科学部 3年 船　水　颯　人 第59回全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 優勝

第24回全日本ソフトテニスシングルス選手権大会 優勝

第1回ソフトテニスアジアカップ（2017Korea	Cup	tournament）	 男子シングルス：優勝

社会科学部 2年 長　尾　景　陽 第51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

スポーツ科学部 2年 松　本　倫　旺 第51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

自転車部 スポーツ科学部 4年 中　井　　　琢 第58回全日本学生選手権トラック自転車競技大会 タンデム・スプリント：優勝

スポーツ科学部 1年 安　倍　大　成 第58回全日本学生選手権トラック自転車競技大会 タンデム・スプリント：優勝

バドミントン部 スポーツ科学部 3年 古　賀　　　穂 第68回全日本学生バドミントン選手権大会 男子シングルス：優勝

スポーツ科学部 4年 中　西　貴　映 第68回全日本学生バドミントン選手権大会 女子シングルス：優勝

ウエイト
リフティング部

スポーツ科学部 4年 生　頼　永　人 第63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77kg級：優勝

文部科学大臣杯第63回全日本大学対抗
	 ウエイトリフティング選手権大会（Ⅰ部）

男子69kg級：優勝

スポーツ科学部 4年 内　門　沙　綾 第29回全日本女子学生ウエイトリフティング選手権大会 女子58kg級：優勝

文部科学大臣杯第18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（Ⅰ部）

女子58kg級：優勝

スポーツ科学部 3年 安　嶋　千　晶 第29回全日本女子学生ウエイトリフティング選手権大会 女子53kg級：優勝

スポーツ科学部 3年 柏　木　麻　希 第29回全日本女子学生ウエイトリフティング選手権大会 女子75kg級：優勝

スポーツ科学部 1年 鈴　木　梨　羅 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） ウェイトリフティング　女子48kg級：6位

文部科学大臣杯第18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（Ⅰ部）

女子48kg級：優勝

スポーツ科学部 1年 戸　田　妃乃子 第29回全日本女子学生ウエイトリフティング選手権大会 女子69kg級：優勝

射撃部 スポーツ科学部 4年 中　里　志　穏 第21回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 50mライフル三姿勢60発競技女子団体：優勝

スポーツ科学部 3年 千　葉　朔　海 第21回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 50mライフル三姿勢60発競技女子団体：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/第30回女子総合

10mエアライフル女子立射40発競技個人：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/第30回女子総合

50mライフル女子伏射60発競技個人：優勝

スポーツ科学部 2年 田　中　美　沙 第21回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 50mライフル三姿勢60発競技女子団体：優勝

合気道部 先進理工学部 3年 小　池　雄　登 第48回全日本学生合気道競技大会 男子乱取り個人戦：優勝

教育学部 3年 夛　田　実　代 第48回全日本学生合気道競技大会 女子乱取り個人戦：優勝

アーチェリー部 社会科学部 3年 狐　塚　佑　姫 第46回全日本フィールドアーチェリー選手権大会 リカーブ女子：優勝

スポーツ科学部 3年 舩　見　真　奈 第30回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会 リカーブ女子：優勝

少林寺拳法部 文化構想学部 4年 堂　脇　周　平 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：優勝

基幹理工学部 3年 尾　形　桂　吾 第51回少林寺拳法全日本学生大会 三人掛の部：優勝

スポーツ科学部 3年 源　川　拓　美 第51回少林寺拳法全日本学生大会 三人掛の部：優勝

人間科学部 3年 村　上　　　健 第51回少林寺拳法全日本学生大会 男子三段以上の部：優勝

先進理工学部 2年 小　林　和　真 第51回少林寺拳法全日本学生大会 三人掛の部：優勝

社会科学部 2年 水　永　　　章 第51回少林寺拳法全日本学生大会 男子三段以上の部：優勝

法学部 1年 渋　谷　　　錬 第51回少林寺拳法全日本学生大会 単独有段の部：優勝
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≪団体名誉賞≫

部　名 大会名 成　績
庭球部 第71回全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子団体：優勝

第53回全日本大学対抗テニス王座決定試合 女子団体：優勝

柔道部 第26回平成29年度全日本学生柔道優勝大会 女子3人制：優勝

スキー部 秩父宮杯・秩父宮妃杯第91回全日本学生スキー選手権大会 男子1部総合：優勝

女子1部総合：優勝

ア式蹴球部 第26回全日本大学女子サッカー選手権大会 優勝

卓球部 第87回全日本大学総合卓球選手権大会 女子団体：優勝

バレーボール部 第70回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会 優勝

自動車部 平成29年度全日本学生ダートトライアル選手権 優勝

フェンシング部 第70回全日本フェンシング選手権大会 女子エペ団体：優勝

軟式庭球部 第71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

第37回全日本大学ソフトテニス王座決定戦 男子団体：優勝

第37回全日本大学ソフトテニス王座決定戦 女子団体：優勝

バドミントン部 第68回全日本学生バドミントン選手権大会 団体戦男子：優勝

ウエイトリフティング部 文部科学大臣杯第18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（Ⅰ部）団体：優勝

合気道部 第48回全日本学生合気道競技大会 男子乱取り団体戦：優勝

≪奨励賞≫

部　名 大会名 成　績
漕艇部 第44回全日本大学選手権大会 女子総合：準優勝

ヨット部 第82回全日本学生ヨット選手権大会 総合：準優勝

少林寺拳法部 第51回少林寺拳法全日本学生大会 団体演武の部：準優勝

	≪監督表彰≫
部　名 部		門 氏　名

庭球部 土　橋　登志久

漕艇部 内　田　大　介

柔道部 川　田　一　洋

水泳部 競泳 梶　川　　　悟

水泳部 水球 中　嶋　孝　行

競走部 礒　　　繁　雄

相撲部 室　伏　　　渉

山岳部 水　田　幹　久

スキー部 一　戸　　　剛

スケート部 スピード 本　間　弘　美

部　名 部		門 氏　名
バスケットボール部 女子 藤　生　喜代美

ア式蹴球部 男子 古　賀　　　聡

ア式蹴球部 女子 福　島　廣　樹

卓球部 女子 櫻　井　茂　雄

体操部 馬　場　亮　輔

バレーボール部 男子 松　井　泰　二

レスリング部 太　田　拓　弥

自動車部 中　島　秀　憲

ヨット部 関　口　功　志

フェンシング部 中　村　立　雄

部　名 部		門 氏　名
軟式庭球部 小野寺　　　剛

自転車部 鈴　木　芳　文

バドミントン部 川　合　　　光

ウエイトリフティング部 岡　田　純　一

射撃部 平　山　　　聡

合気道部 谷　繁　強　志

アーチェリー部 遠　藤　宏　之

アーチェリー部 守　屋　麻　樹

少林寺拳法部 永　井　周　一
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