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№ 団 体 名 出 場 者
※学年は大会出場時

大 会 名 称 結 果

1

大学…應援團
女子大学…チアリー
ダー部

大学
田中　理紗（理生４）他１９名
女子大学
宮本　祐佳（国コミ４）他１４名

第２８回全日本学生チアリーディング選手権大会(全国大会)
応援団部門　準優勝
Division2 応援団部門　優勝

★大学

2
ウェイト・トレーニング
部

荒川　龍一（法法３）

第２０回ジャパンクラシック パワーリフティング選手権大会（全国大会）
２０１６年アジア＆オセアニア クラシックパワーリフティング選手権大会 荒川日本代表
の一員として出場、ジュニア１０５kg級３位
第７１回希望郷いわて国体公開競技パワーリフティング大会　荒川成人男子１０５kg級
出場
第１０２回関東学生パワーリフティング選手権大会 河野男子５９kg級２位
第５７回関東学生ボディビル選手権大会 外山全体の部１７位、新人の部４位
第６７回東京都パワーリフティング選手権大会 河野男子ジュニア５９kg級１位東京都
記録樹立

ジュニア１０５kg級２位

3 観世会部

石川　瑞生（文日４）
野村　絵梨（文史４）
堀池　美帆（文哲３）
新井　英莉（文哲２）
石川　ちなみ（文日２）

第８回全国学生能楽コンクール 最優秀賞

4 剣道部 髙橋　徹士（文日４）他８名 第６４回全日本学生剣道優勝大会(全国大会)
第６５回関東学生剣道優勝大会 男子団体戦９６校中ベスト１６

出場

5 硬式野球部 新井　慎也（経済２） 平成２８年度東都大学野球連盟３部秋季リーグ(関東大会） ３部秋季リーグ最優秀投手賞受賞

6 山岳部
須貝　綾菜（経営１）
佐藤　淳平（法政３）

第５３回日本山岳会学生部マラソン大会(全国大会)
第５回日本山岳会学生部クライミング大会(全国大会)

須貝　綾菜
個人戦　女子１位（全体で１９位）
佐藤　淳平
男子総合優勝者として「吉田周平
杯」を獲得

7 自転車同好会 吉岡　梨紗（理生３）
第８５回全日本自転車競技選手権大会ロード・レース（全国大会）
第１８回修善寺カップ女子オープントラック＆ロードレース大会 吉岡女子オープンロー
ドレース４０kg（修善寺カップ）５位

女子エリートロードレース出場

8 社交舞踏研究会
夏目　充（理生１）
赤間　晴奈（文英１）

第４８回天野杯争奪学生競技ダンス対抗戦
第６１回全日本学生競技ダンス選手権大会 神藤チャチャチャの部７位
第１１２回東都大学学生競技ダンス選手権大会 神藤チャチャチャの部１位
神藤、八幡FM（フォーメーション）７位団体成績７位　第１１３回同大会神藤サンバの部
１位、チャチャチャの部７位
第９８回東部日本学生競技ダンス選手権大会 神藤ルンバの部１位、チャチャチャの部
２位 神藤、八幡フォーメーションの部２位  第６１回同大会Ⅱ部戦FM（フォーメーション
モダン）予選会において１７校中６位  第９９回 同大会Ⅰ部戦 神藤チャチャチャの部１
位、パソドブレの部１位　他

ジュニアルンバの部３位

9 柔道部 永井　崇匡（理数２）
 第３１回全日本視覚障害者柔道大会(全国大会) 男子73kg級優勝

10 少林寺拳法部
園田　絢也（経済２）
他１１名

第５０回記念少林寺拳法全日本学生大会（全国大会）
第５３回少林寺拳法関東学生大会 関口、宮嶋男子茶帯の部５位、永野、曽根女子茶
帯の部６位、菊島、神野男女段外の部３位、中村単独段外の部６位
２０１６年少林寺拳法東京都大会 宮原男子単演有段の部１位、神野、池田大学生女
子級拳士の部２位、早川男子単演級拳士の部３位、宮嶋、菊島大学生男子級拳士の
部３位
第１４回少林寺拳法関東学生新人大会 福村、大野男女有段の部２位、中村単独茶帯
の部４位、上中、曽根女子茶帯の部４位、神野、菊島男女茶帯の部３位、水川、内田
男子白帯緑帯の部１位、大貫、鈴木女子白帯緑帯の部３位、三田村、阿江女子白帯
緑帯の部４位、松田、柏木女子白帯緑帯の部５位、早乙女、大畑男女白帯緑帯の部２
位、東、今城男女白帯緑帯の部５位

園田　絢也、矢島　愛香
男女２段以上の部５位
関口　孝応、宮嶋　海斗
男子茶帯の部５位
神野　めぐみ、曽根　理子
女子茶帯の部３位
水川　樹、内田　圭祐
男子白帯緑帯の部２位
今城　遼太、東　麻美菜
男女白帯緑帯の部４位
大貫　早菜、鈴木　麻衣
女子白帯緑帯の部６位

11 水泳部 木藤　舜（理化４）
他１６名 第８９回関東学生選手権水泳競技大会(関東大会） 男子２部７位

12 水上スキー部 淡野　雄一朗（経営４）他１３名

第６１回桂宮杯全日本学生水上スキー選手権大会(全国大会)
２０１６年FISU世界学生水上スキー選手権大会 淡野、本間、寺田日本代表チームの
一員として選出
J.C.W.F. 第４４回小笠原杯２０１６全日本学生水上スキー新人戦競技会 男子団体総合
２位、女子団体総合１位

男子団体総合２位、女子団体総合
２位

13 スカッシュ部

長山　菜摘（経済３）
山内　紀慧（文心３）
丸山　咲（経営３）
長手　万浦（経済３）
神谷　葵（文独３）

第４２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３位

　　平成２８年度輔仁会課外活動優秀団体（個人）表彰一覧



№ 団 体 名 出 場 者
※学年は大会出場時

大 会 名 称 結 果

14 ダイビング部
杉坂　将也（教育３）
相澤　勇斗（経済３）
鳴海　華帆（文哲２）

第２３回全日本スポーツダイビング室内選手権大会(全国大会)
第４８回関東学生潜水連盟フリッパー競技会  杉坂男子５０m２位、北山女子５０m３
位、五十嵐女子４００m２位、杉坂、相澤、瀬沼、助川男子４００mリレー３位、杉坂、相
澤、瀬沼、助川、鏡男子４００mメドレーリレー３位、杉坂、相澤主将・副将リレー３位

杉坂　将也
男子１００mフリッパー１８～２９歳の
部３位
相澤　勇斗
男子２００m潜泳５位
鳴海　華帆
女子２００m潜泳６位

15 卓球部 相原　啓晴（文日２）

平成２８年度秋季関東学生卓球リーグ戦(関東大会）
馬場平成２５年から平成２８年の間に行われた関東学生卓球連盟リーグ戦３～４部で
通算２８勝を挙げたため、関東学生卓球連盟、関東学生OB卓球連盟より特別賞を授
与

第５部殊勲賞

16 馬術部 佐々木　意織（法政２）

平成２８年度関東学生会長杯(関東大会）
第６６回全日本学生賞典障害馬術競技大会佐藤、赤松出場
第５９回全日本学生賞典馬場馬術競技大会松島出場
第５４回関東学生馬術女子競技大会馬場馬術競技木村３位

小障害B飛越競技１位

17 ブリッジクラブ 園池　実方（文哲２）

２０１６ Asia Bridge Open Congress（第８回アジアパシフィックブリッジ
コングレス）(アジア大会）
佐保公益社団法人日本コントラクトブリッジ連盟より、２０１５年度の最優秀新人プレー
ヤーに選出・表彰
全日本地域対抗選手権佐保、園池関東代表チームとして出場、全国優勝

ユース日本代表（ヤングスター部
門）に選出、出場

18 ホッケー部 池田　周平（法政４）他２８名 平成２８年度秋季関東学生ホッケーリーグ(関東大会） 男子２部優勝、１部リーグ昇格

19 陸上競技部 山本　恭平（経済２） 第９５回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東大会） 男子２部１１０mハードル７位

20 島田　喬平（法法4）

第６８回毎日書道展
第2１回全日本高校・大学生書道展 調和体部門準優秀作品
第５２回創玄展 二科 詩文書部入選
第２回書No.１グランプリ（２０１６）６位
第４５回全書芸展 公募漢字Ⅰ部臨書秀作賞
第６１回全国競書大会 理事長賞
第７１回日書展 漢字部優作

U23漢字部Ⅱ類入選

★女子大学

21 きもの文化部 砂坂　夢（英コミ３）
第４５回「日本の心と美の祭典　全日本きもの装いコンテスト」地区大
会(関東大会）

振袖の部　装いの準女王

22 書道部

清水　優（日本文化3）
下橋　利奈子（日本文化３）
遠山　有咲（国コミ３）
大関　りさ子（国コミ３）
江口　由佳（国コミ２）

第６８回毎日書道展
第５回佐久全国臨書展 國澤土橋靖子賞（審査員賞）、清水、下橋、遠山、吉田　、江
口、国米佳作、佐藤入選

清水　優
U23かな部Ⅱ類奨励賞
遠山　有咲、大関　りさ子、江口　由
佳
U23かな部Ⅰ類入選
下橋　利奈子
U23かな部Ⅱ類入選

23 佐藤　桃子（国コミ１）
AGG世界選手権(国際大会）
AGG World Cup Finals 日本代表の一員として出場、６位
EUSA Cup Open 日本代表の一員として出場、3位

日本代表としてチーム対抗戦５位、
国別対抗３位

24 首藤　凜（日本文化３） 第３８回PFF（ぴあフィルムフェスティバル２０１６） 審査員特別賞・映画ファン賞受賞

★高等科

25 アーチェリー部 半田　啓二朗（３年）
森本　息吹（２年） 平成２８年度第３５回関東高等学校アーチェリー選抜大会(関東大会） 出場

26 水泳部 扇田　陽太郎（１年）
平成２８年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会　第８４回日
本高等学校選手権水泳競技大会　飛込競技(全国大会)

出場

27 スキー部 髙橋　雄司（２年）
山本　章太（２年） 平成２７年度第５１回関東高等学校スキー大会(関東大会） 出場

28 漕艇部 矢田　大河（３年）
重並　響（３年）

平成２８年度関東高等学校ボート大会兼第５６回関東高等学校選手
権競漕大会(関東大会）

４位

29 ホッケー部 伊藤　由貴（２年）他１４名 平成２８年度東京都高等学校選抜ホッケー大会(都大会）
平成２８年度第３６回関東高等学校選抜ホッケー大会出場

優勝

★中等科

30 弦楽同好会
 山本　栞路（３年） 第１６回泉の森ジュニアチェロコンクール 中学生の部　金賞

31 陸上競技部 村山　太郎（３年） 第４７回ジュニアオリンピック陸上競技大会(全国大会) ５位

32 田口　大哲（１年） 第６０回全国学芸サイエンスコンクール
社会科自由研究部門　旺文社赤尾
好夫記念賞（入選）

★女子高等科

33 石島　瞳子（１年）
第３９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)

１６～１８歳の部　シンクロフリー
ルーティンチーム３位

34 鴨下　彩（２年） 平成２９年宮内庁歌会始 入選

★女子中等科

35 石島　楓子（２年）
第３９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２位


