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★大学 一般社団法人学習院桜友会　助成金支給委員会　

№ 団体名 出場者
※学年は大会出場時

大会名称 結 果

1 アーチェリー部 荒井　蒔菜(法法４)他９名
関東学生アーチェリー連盟　２０１４年度　男女
リーグ戦(関東大会）

女子１部Aブロック２位、
女子リーグ戦３位

2
ウェイトトレーニング同好
会

松本　隆太郎（文哲３）

第９８回関東学生パワーリフティング選手権大
会（関東大会）
第４１回全日本学生パワーリフティング選手権大会　松本男

子８３kg級５位 男子９３kg級優勝

3 応援団
木原　雄大（経済４）他６７
名

高久第４仮設住宅およ
びいわき市立中央台南
中学校を訪問し、応援
団ステージを披露
Japan Cup ２０１４ チアリー
ディング日本選手権大会　吉
村他１４名Division.1 大学の
部　競技部門・応援団部門総

合１１位、応援団部門準優勝

4 観世会部

髙本　史佳（経済３）
遠藤　栞奈(理数２)
野村　絵梨（文史２）
鈴木　南都子(法法２)
石川　瑞生（文日２）

第６回名古屋名駅薪能　全国学生能楽コンクー
ル

最優秀賞　受賞

5 剣道部 金成　邦彦(法法４) 第６２回全日本学生剣道選手権大会(全国大会)
第６０回関東学生剣道選手権大会　金成他３名出場

出場

6 サッカー部 丹羽　優太（文英２）他１０
名 第４７回東京都大学サッカーリーグ戦（都大会）

２部リーグ優勝、１部昇
格

7 山岳部

吉田　周平（文心４）
ガラムカリ　和(理物３）
梶田　瑞穂(理化２）
（原田　昌幸（H４文史卒）
登山隊監督として同行）

未踏峰（Peak
Unnamed)Pt.６０７０mへ
の登山活動、世界初登
頂に成功
初登頂後、この山に現
地語で「王妃の山」を意
味するGyalmo Kangri
（ギャルモ・カンリ）と命
名

8 自転車同好会 小島　望(法法３)
２０１４年度全日本学生ロードレース・カップ・シ
リーズ第６戦・白馬ラウンド（全国大会）

クリテリウム競技　クラ
ス3B　優勝
クラス２に昇格

9 少林寺拳法部

金広　凌(法法２)
宮原　真也（経済１）
石月　愛梨(法政１) 第４８回少林寺拳法全日本学生大会(全国大会)

第５１回少林寺拳法関東学生大会　岡田男女茶帯の部　３
位

金広　凌　　男子茶帯
の部　２位
宮原　真也、石月　愛
梨
男女白帯緑帯の部　５
位

10 水泳部（競泳部門） 林　成胡（経済４）他１７名
第８７回関東学生選手権水泳競技大会（関東大
会）

男子２部総合４位

11 水上スキー部 秋山　卓也（経済４）他９
名

第５９回桂宮杯全日本学生水上スキー選手権
大会(全国大会)
第４２回２０１４全日本学生水上スキー新人戦(全国大会)
田邊他９名男子総合優勝、女子総合準優勝

男子総合３位
女子総合準優勝

12 スカッシュ部

内田　朝子（経営４）
加藤　舞（文仏４）
莇　リサ（経営４）
菅原　菜々美（文日３）
谷中　友里恵（文独４）

第４０回全日本学生スカッシュ選手権大会団体
戦(全国大会)

女子準優勝

13 漕艇部
杉森　保穂（文英２）
高見澤　理（経済２）
相川　俊平（文英１）

第３７回東日本新人選手権競漕大会（関東大
会）
第６４回東日本選手権競漕大会　恩田他４名女子舵手つき
クォドルプル３位

女子ダブルスカル優勝
相川　俊平
男子シングルスカル４
位

14 トライアスロン部 安藤　紀幸(理生３)
ITUトライアスロンアジアカップ（２０１４/村上）お
よび２０１４NTTトライアスロンジャパンカップ (国
際大会・全国大会)

出場

平成２６年度輔仁会課外活動優秀団体（個人）表彰一覧
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15 バドミントン部 中島　優香（文日１）
平成２６年度関東学生バドミントン新人選手権
大会（関東大会）

Bブロック女子シングル
ス優勝

16 ブリッジクラブ
中西　智昭（経済３）
井上　直幸(理物２)

Longevity Valley 2nd Asia Cup Bridge
Championships（第２回アジアカップ）(アジア大
会)

出場

17 ホッケー部 岩波　茂旦（経営４）他２３
名

第６３回男子全日本学生ホッケー選手権大会
（全国大会）
関東学生ホッケーリーグ２０１４春季（関東大会）　三島他２０
名女子１部５位

出場

18 ラクロス部 平松　惠子（経営２）他１５
名

第１７回関東ラクロスユーストーナメント（あすな
ろカップ）（関東大会）
２０１４年度関東学生ラクロスフレッシュトーナメント（新人
戦）・サマーステージ　玉置他１４名準優勝、日南田優秀選
手賞

優勝
岩井　貴和子
最優秀選手賞

19 島田　喬平(法法３) 第６６回毎日書道展
第４３回全書芸展　公募漢字Ⅰ部公募入選

U２３漢字部Ⅱ類入選

20 野沢　俊策(理物３)
第１回フィンスイミング大学世界選手権大会（世
界大会）

日本代表として出場

★女子大学

21 華道部 丸山　美紗（日本文化１） 第１６回学校華道インターネット花展
優秀賞（読売新聞社
賞）

22 競技ダンス部
山﨑　かりん（日本文化
３）

第５９回全日本学生競技ダンス選手権大会(全
国大会)

ルンバの部　１位

★高等科

23 アーチェリー部 真島　友（２年） 平成２５年度JOCジュニアオリンピックカップ
第３２回全国高等学校アーチェリー選抜大会(全国大会)

出場

24 伊藤　悠吾(３年）

第７０回国民体育大会冬季大会アイスホッケー
競技会関東ブロック大会(関東大会）
第６９回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会関東
ブロック大会(関東大会）東京都代表選手として出場(Bグ
ループ1位　代表決定戦敗退)

東京都代表選手として
出場

25 田中　滉起（２年） 第１２回龍谷大学青春俳句大賞 高校生部門　優秀賞

26 田中　智也（３年）
第６９回国民体育大会セーリング競技(全国大
会)

東京都代表選手として
出場

27 松島　曜一郎（２年） アプリ甲子園２０１４ ３位

★女子高等科

28 剣道部 森田　菜摘(２年）他６名
平成２６年度東京都高等学校秋季剣道大会（都
大会）

女子団体戦Ⅱ部３位

29 水泳部 五十川　英(１年）
第４９回関東地域春季水泳競技大会(関東大
会）

女子５０mバタフライ、
100mバタフライ　出場

30 スキー部 野上　結季乃(１年）
平成２６年度第５０回関東高等学校スキー大会
（関東大会）

出場

31
女子高等科３年自由選択
「情報演習」

江原　佑美（３年）他１５名 みんなのラズパイコンテスト 学生賞

★女子中等科

32 水泳部 関口　舞花(２年）
第３８回関東中学校水泳競技大会(関東大会）
第４９回関東地域春季水泳競技大会(関東大会）　女子５０m
背泳ぎ、100m背泳ぎ出場

女子１００m背泳ぎ
決勝６位

33 放送部 内田　美鈴（２年） 第３１回NHK杯全国中学校放送コンテスト 優良賞

34 石島　瞳子（２年）
第３７回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏
季水泳競技大会(全国大会)

１３～１５歳の部　シンク
ロフリールーティン
チーム競技　２位
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