
平成25年3月8日

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 髙野　晃(法政１)
第５４回全日本ターゲットアーチェリー選手権大会
(全国大会）

出場

2
アイススケート部
(フィギュア部門)

佐藤　えみり（文日４）
岸　　菜美（文仏３）

第８４回日本学生氷上競技選手権大会
(全国大会)

女子Cクラス
佐藤　えみり　２４位
岸　菜美　　　 １３位

3 あるける同好会
中山　翔太(法政４)
谷内　智哉(法政４)

The North Face® Ultra-Trail du Mont Blanc®
（国際大会）

出場

4
ウェイトトレーニング
同好会

住田　祐輔（文仏2）
文部科学大臣杯争奪第３９回全日本学生
パワーリフティング選手権大会（全国大会）

出場

5 観世会部

海老原　敦(理数３)
久喜　泰裕（文哲２）
小林　大悟（文史２）
及川　駿（経済２）

第４回名古屋名駅薪能全国能楽コンクール 中日新聞社賞　受賞

6 竿友会愛好会
今出　隼人（文史３）
他６名

２０１２年度全日本学生釣魚連盟関東支部投げ釣り大会
（関東大会）

今出　隼人　優勝
内田　尚宏　３位
三露　太聞　５位

7 剣道部
五十嵐　友莉花 (法法３)
岩波　晶子（経営３）

平成２４年度日米交流関東学生剣道連盟
親善使節団

参加

8 硬式庭球部 野﨑　あかり（経営４）
平成２４年度男子８０回/女子５６回全日本学生テニス
選手権大会（全国大会）

出場

9 硬式野球部
遠藤　真哉（経営４）
他５６名

平成２４年度東都大学野球連盟秋季リーグ戦３部リーグ 遠藤　真哉　首位打者

10 自転車同好会
元良　玲央那（経済４）
田中　章友（経営３）

文部科学大臣杯第６８回全日本大学対抗選手権
自転車競技大会(全国大会）

出場

11 自動車部 遠藤　薫(法法３)

全日本学生自動車連盟６０周年記念
平成２４年度　全日本学生自動車運転競技選手権大会
(全国大会）
平成２４年度全関東学生自動車運転競技選手権大会
女子小型乗用の部　遠藤準優勝
平成２４年度全関東総合杯　女子団体の部　準優勝

女子小型乗用の部　第３位

12 射撃部
日榮　奈保子（文哲４）
金淵　ゆり(法政３)
田中　美音（法政２）

文部科学大臣賞争奪第２５回全日本女子学生ライフル
射撃選手権大会（全国大会）

出場

13 将棋部 小澤　望(理物４)
第３６回三浦三崎マグロ争奪将棋大会（関東大会）
第５回女子アマ王位戦全国大会（全国大会）

関東大会　レディースの部
優勝
全国大会　出場

14 水泳部競泳部門
谷川　直斗（経済３）
他１１名

第８５回関東学生選手権水泳競技大会（関東大会） 男子4部総合優勝・3部昇格

15 水上スキー部
渡邉　悠太(経済４)
他８名

第５７回桂宮杯全日本学生水上スキー選手権大会
（全国大会）
第５８回全日本水上スキー選手権大会
定水出場・ナショナルレコード

女子団体総合1位
女子個人
大谷　彩…スラローム１位、
トリック１位(学生記録）
豊島　かおり…
スラローム２位、トリック３
位、ジャンプ２位
定水　萌…ジャンプ１位

16 スカッシュ部
服原　甲弥(法政３)
他１１名

第３８回全日本学生スカッシュ選手権大会団体戦
(全国大会）

出場

17 ソフトボール部
比嘉　亮太(文心４)
他２７名

文部科学大臣杯第４７回全日本大学男子ソフトボール
選手権大会（全国大会）
東京都大学ソフトボール　２０１２年度　第４４回秋季リーグ戦
３部優勝、２部昇格　田村首位打者、最優秀選手 前田最優秀防
御率

出場

18 ダイビング部
菊地　純矢(理数３)
他９名

第１９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４５回関東学生潜水連盟フリッパー競技会
団体成績総合２位、男子２位　女子２位 第１回東北学生
フリッパー選手権大会宇野男子５０ｍフリッパー１位、
男子１００ｍレスキュー１位　齋藤女子５０ｍフリッパー１位、
女子１００ｍレスキュー１位　安田男子１００ｍフリッパー１位
　井川女子１００ｍフリッパー１位、女子５０ｍタンキャリ１位
根本男子１００ｍ潜泳１位　福田女子１００ｍ潜泳１位　二村
男子５０ｍタンキャリ１位　宇野・根本　ペア男子５０ｍバディブリー
ジング１位　団体総合優勝

井川　真実　女子１００ｍ
フリッパー４位
福田　早希　女子２００ｍ
潜泳２位
宇野　晋平　男子１００ｍ
レスキュー４位

平成24年度輔仁会課外活動優秀団体（個人）表彰一覧

★大学



№ 団 体 名
出 場 者

※学年は大会出場時 大 会 名 称 結  果

19 卓球部
髙塚　洋向（文哲３）
穴原　和真(理化２)

第７９回全日本大学総合卓球選手権大会・個人の部
（全国大会）

出場

20 トライアスロン同好会
忽滑谷　英美（日本文化２）
木下　幹隆(理生３）

２０１２関東学生トライアスロン選手権兼東北学生
トライアスロン選手権那須塩原大会（関東・東北大会）
第８１回全日本アマチュア自転車競技選手権大会ロード・レース
（男子アンダー２３）　加藤出場
第18回日本トライアスロン選手権（２０１２/東京港）
（２０１２NTTジャパンカップランキングイベント最終戦）忽滑谷出場

忽滑谷　英美　優勝

21 馬術部

永瀬　貴大（経営４）
多井　千織(法政４)
宮川　祥江（文独４）
山田　果奈（英コミ４）

全日本学生馬術大会２０１２
第６２回全日本学生賞典障害飛越競技大会（全国大会）
第４８回全日本学生馬術女子選手権大会
２０１２　関東学生春季大会Ⅱ　第４９回東都学生馬術大会
山田女子障害飛越競技第１位　宮川女子障害飛越競技第２位
団体　女子障害飛越競技第１位　永瀬男子新人障害飛越競技
第３位第３９回東京都馬術大会　東京障碍１２０　多井第２位

出場

22 フットサル同好会
宋　明植(法法４)
他２４名

第８回全日本大学フットサル大会関東大会（関東大会） 第２位

23 ボウリング部
峯岸　鉄大(法法４)
他６名

第51回関東学生秋季レギュラーリーグ戦(関東大会）
２部リーグ１位、
１部昇格

24 ホッケー部 鈴木　雄仁(法法４)他２０名
第６１回男子全日本学生ホッケー選手権大会
（全国大会）

出場（ベスト８）

25 佐藤　眞輝(法法２)
内閣総理大臣杯第５５回全国空手道選手権大会
（全国大会）

東京都代表として団体戦に
出場、都道府県対抗
及び支部別対抗にてそれぞ
れ優勝

26 チアリーダー部
本田　恵巳（日本文化４）
他１５名

第２４回全日本学生チアリーディング選手権大会
（全国大会）

出場

27 上野　冴（日本文化４） 第６４回毎日書道展 U２３　かな部Ⅰ類　奨励賞

28 アーチェリー部（洋弓部）

犬嶋　瑛（３年）
花村　修平（３年）
佐々木　陽司（３年）
中村　光希（３年）

平成２４年度関東高等学校アーチェリー大会（兼）
第３３回関東高等学校アーチェリー選手権大会
（関東大会）

出場

29 漕艇部

清水　誠勝（２年）
西堀　宏隆（２年）
田村　研人（２年）
稲垣　悠（２年）
竜田　理史（２年）

平成２４年度関東高等学校選抜ボート大会（関東大会） 出場

30 ホッケー部
小林　昌弘（３年）
他１４名

平成２４年度第４１回関東高等学校ホッケー大会
（関東大会）

出場

31 伊藤　恵吾（３年）

第６７回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会
（全国大会）
第６８回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会
（全国大会）

東京都選抜に選出、東京都
代表として出場

32 伊藤　悠吾（１年）
第６８回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会
（全国大会）

東京都選抜に選出、東京都
代表として出場

33 スキー部 今野　玲奈（2年）
平成２３年度全国高等学校総合体育大会
第６１回全国高等学校スキー大会（全国大会）

出場

34 卓球部 河野　里実（2年）
平成２４年度全国中学校体育大会
第４３回全国中学校卓球大会（全国大会）

出場

（５０音順・学校別）

★女子中等科

★大学

★女子大学

★高等科

★女子高等科



平成26年3月14日

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
アイススケート部
(フィギュア部門)

岸　　菜美（文仏４） 第８５回日本学生氷上競技選手権大会(全国大会) 出場

2
ウェイトトレーニング
同好会

四津　理（法政１）

文部科学大臣杯争奪・第４０回全日本学生パワーリフ
ティング選手権大会(全国大会）
第５回世界サブジュニア＆ジュニア　第２４回世界男子・女子ベンチプレス
選手権大会　住田出場

出場

3 観世会部

久喜　泰裕（文哲３）
海老原　敦(理数４)
小林　大悟（文史３）
及川　駿（経済３）
原田　格(法法３)

第５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

4 剣道部
金成　邦彦(法法３)
西島　晴輝(法法２)

第６１回全日本学生剣道選手権大会(全国大会)
第３２回東京都女子剣道選手権大会　五十嵐出場
第１９回東京都学生剣道選手権大会　東京都女子学生剣道選手権大会
五十嵐出場

出場

5 航空部 多田　雅宣（経済２） 第２９回関東学生グライダー競技会（関東大会） クラブ機クラス　準優勝

6 自動車部

鷹取　直毅（経済４）
遠藤　薫(法法４)
森川　友美子（文史３）

平成２５年度　全関東学生自動車運転競技選手権大会
（関東大会）

女子小型乗用の部　準優勝
女子団体の部　準優勝

7 射撃部
金淵　ゆり（法政４）
他８名

第６０回全日本学生ライフル射撃選手権大会　兼
第２６回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会
(全国大会）

出場

8 柔道部
菅井　真悠（法政２）
青柳　大介（経営２） 平成２４年度　東京学生柔道連盟　海外研修 参加

9 少林寺拳法部 岡田　さなえ（経営１） 第４７回少林寺拳法全日本学生大会(全国大会)
２０１３　少林寺拳法東京都大会　毛利、長谷川出場

男女白帯緑帯の部　２位

10 水泳部競泳部門
谷川　直斗（経済４）
他１８名 第８６回関東学生選手権水泳競技大会（関東大会） 男子３部総合１位・２部昇格

11 水上スキー部
阪谷　直樹(法法４)
他１０名

第５８回桂宮杯全日本学生水上スキー選手権大会
(全国大会)

女子団体　総合１位
男子団体　総合５位
女子個人
定水　萌…スラローム　１位、ジャ
ンプ１位
寺田　優子…トリック５位、スラ
ローム２位
西山　沙樹…ジャンプ　３位
男子個人
阪谷　直樹…ジャンプ２位

12 スキー部
上原　多喜（法政４）
他1３名

秩父宮杯・秩父宮妃杯
第８６回全日本学生スキー選手権大会(全国大会）

男子３部１５kmフリー　２位、３位、
４位
男子３部３×５kmリレー　１位

13 漕艇部
内藤　皓文(法法４)
岡﨑　雅弘(法法４)
秋元　脩平（法政４）

第９１回全日本選手権大会(全国大会）
第４０回全日本大学選手権大会　中谷他４名女子舵手つきクォドルプル５
位

男子舵手つきペア　６位

14 ダイビング部
水野　兼一（経済３）
他６名

第２０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４６回関東学生潜水連盟フリッパー競技会　井川女子５０ｍフリッパー　１
位
二村男子５０ｍフリッパー３位　女子４００mリレー２位　男子４００mリレー２
位
髙島女子４００ｍフリッパー２位　水野男子４００ｍフリッパー３位　男子総合
２位　女子総合２位　総合２位

井川　真実
女子１００ｍフリッパー　４位
髙島　明日香
女子４００ｍフリッパー　４位
根本　航希
男子２００m潜泳　６位
大学対抗２００m　男女混合フリッ
パーリレー　４位

15 馬術部

檜垣　凜(法法３)
森田　創（経営２）
川村　裕樹（経営２）
島貫　咲雅（女子大国コ
ミ２）

第８３回関東学生馬術争覇戦（関東大会）
第５１回関東学生馬術女子競技大会　島貫６位
２０１３関東学生春季大会Ⅱ　第５０回東都学生馬術大会　第３５回東都
トーナメント　森田、島貫５位　　加賀見６位

Ⅱ部　３位

16 フェンシング部
桃井　千寛（文心４）
他１４名

２０１３年度全日本学生フェンシング選手権大会
(全国大会)

出場

17 フットサル同好会
小島　悠仁（文日４）
他１９名

第１０回東京都大学フットサルカップ兼第９回全日本大
学フットサル大会東京都大会（都大会）

優勝

18 ブリッジクラブ 中西　智昭（経済２）
１９th ASIA PACIFIC BRIDGE FEDERATION YOUTH
CHAMPIONSHIPＳ（アジア大会）

出場

平成２５年度輔仁会課外活動優秀団体（個人）表彰一覧

★大学



№ 団 体 名
出 場 者

※学年は大会出場時
大 会 名 称 結  果

19 ホッケー部
石川　実奈（法政４）
他１９名

平成２５年度春季関東学生ホッケーリーグ（関東大会）
第６2回男子全日本学生ホッケー選手権大会　篠宮他２２名出場

女子２部リーグ優勝・１部昇格

20 ヨット部
森林　優弥（経済４）
田寺　香織（法政４）

２０１３年度第４２回全日本４７０級ヨット選手権大会兼
第２７回全日本女子４７０級ヨット選手権大会兼２０１４
年国際４７０級ジュニア世界選手権大会代表選考レー
ス(全国大会)
日建・レンタコムカップ　第２２回全日本学生女子ヨット選手権大会　田寺他
５名出場

出場

21 ラグビー部 江見　翔太（経済４）

ラグビーワールドカップ・セブンズ２０１３　ボウル・トーナ
メント(世界大会）
HSBCアジアセブンズシリーズ２０１３　第１戦　「マレーシアセブンズ」　江見
日本代表として出場

日本代表として出場

22 陸上競技部 杉原　啓佑（法政２）
第８６回関東陸上競技選手権大会（関東大会）
第２４回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会　杉
原男子１５００m３位

男子１５００m　２位

23 佐藤　眞輝(法法３)
内閣総理大臣杯第５６回全国空手道選手権大会
(全国大会）

東京都代表として団体戦に出場、
都道府県対抗戦において優勝

24 島田　喬平(法法２)
第6５回毎日書道展
第４２回全書芸展　公募漢字Ⅰ部　公募入選
第６８回日書展　漢字部第二科　入選

U２３漢字部Ⅱ類　入選

25 野沢　俊策(理物２) 第２５回フィンスイミング日本選手権大会(全国大会)
ワールドカップ２０１３ゴールデンファイナル・ジュネーブ大会　出場

５０mサーフィス・５０mアプニア６
位

26 チアリーダー部
石塚　美桜（国コミ４）
他１０名

Japan Cup ２０１３ チアリーディング日本選手権大会
(全国大会)
第７回チアリーディングアジアインターナショナルオープンチャンピオンシッ
プ
樟本他９名出場
第２５回全日本学生チアリーディング選手権大会　石塚他１１名出場
第１５回関東チアリーディング選手権大会　石塚他１０名出場

出場

27 アーチェリー部 遠藤　周（２年） 平成２５年度全国高等学校総合体育大会(全国大会) 出場

28 図書委員会

徳留　潤一（３年）
新井　雄裕（３年）
金子　馨（３年）
清水　誠勝（３年）

平成２５年度子どもの読書活動優秀実践校 文部科学大臣より表彰

29 陸上競技部 浜中　康行（３年） 平成２５年度関東高等学校陸上競技大会（関東大会） 出場

30 京谷　一輝（３年） 第６８回国民体育大会　ホッケー競技(全国大会)
東京都選抜に選出、東京都代表
として出場

31 大善　貴裕（３年） 第６８回国民体育大会　ホッケー競技(全国大会)
東京都選抜に選出、東京都代表
として出場

32 スキー部
岡田　さくら（３年）
小山　かやの（３年）

第４９回関東高等学校スキー大会（関東大会）
第４８回関東高等学校スキー大会　岡田、小山出場 出場

33 佐々木　由華（３年） 第８９回日本選手権水泳競技大会
シンクロナイズドスイミング競技
７位

34 菅井　友香（３年）
JOCジュニアオリンピック大会
第３０回全日本ジュニア馬場馬術大会２０１３(全国大
会)

出場

35 卓球部 河野　里実（３年） 第４４回全国中学校卓球大会(全国大会) 出場

36 放送部 内田　美鈴（１年） 第３０回NHK杯全国中学校放送コンテスト 優良賞

37 関口　舞花（１年）
第３６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)

女子５０m背泳ぎ　４位
女子１００m背泳ぎ　６位

★女子中等科

★女子大学

★高等科

★女子高等科



平成27年3月6日

★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



№ 団体名 出場者
※学年は大会出場時

大会名称 結 果

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



★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
ウェイトトレーニング
同好会

荒川　龍一（法法3）

文部科学大臣杯争奪・第42回全日本学生パワーリフティング選
手権大会(全国大会）
第50回全日本学生ボディビル選手権大会　平野6位
第56回関東学生ボディビル選手権大会　平野男子の部8位、外山新人の部6位
第100回関東学生パワーリフティング選手権大会　荒川男子105kg級優勝、鈴
木男子105kg超級準優勝、松本男子93kg級優勝、小山男子93kg級6位、平野男
子83kg級3位、団体の部3位
第66回東京都・第43回東京都高校・第35回東京都マスターズパワーリフティン
グ選手権大会　荒川男子Jrノーギア部105kg級1位

3位

2 應援團 髙部　恵利花(文心4)他17
名

第27回全日本学生チアリーディング選手権大会(全国大会)
Japan Cup 2015 チアリーディング日本選手権大会　DIVISION1大学部門　競技
部門・応援団部門総合9位、応援団部門準優勝
第17回関東チアリーディング選手権大会　DIVISION1大学の部応援団部門優
勝

DIVISION.1およびDIVISION.2
応援団部門優勝

3 剣道部 西島　晴輝(法法4)他8名 第64回関東学生剣道優勝大会(関東大会） ベスト16

4 航空部 伊藤　慶昭(法法4)他9名
第19回原田覚一郎杯　大学対抗グライダー競技大会（関東大
会）

中屋　寛享6位

5 柔道部 永井　崇匡（理数1） 第30回記念全日本視覚障害者柔道大会(全国大会) 男子73kg級優勝

6 少林寺拳法部
金広　凌(法法3)
他7名

全日本学生少林寺拳法連盟設立50周年記念第49回少林寺拳
法全日本学生大会(全国大会)
第13回少林寺拳法関東学生新人大会　矢島、大野女子有段の部1位、関口、
中村男子白帯緑帯の部1位、荒井、秦男女白帯緑帯の部1位、園田、福村男子
有段の部4位、宮嶋、永野男女白帯緑帯の部6位
全日本学生少林寺拳法連盟設立50周年記念第52回少林寺拳法関東学生大会
河合単独有段の部5位
第8回少林寺拳法埼玉県理工系学生大会　鈴木、福村男子有段組演武の部1
位　大野有段単独演武の部1位

金広　凌、大野　水彩
男女初段の部6位
園田　絢也、福村　真
男子初段の部3位
曽根　理子、上中　瑠英
女子白帯緑帯の部1位
中村　駿平、関口　孝応
男子白帯緑帯の部4位

7 水泳部 花島　惇（経済4）

2015年（平成27年）度関東学生水球リーグ戦兼第91回日本学
生選手権水球競技大会<水球競技>関東支部予選会(関東大
会）
第88回関東学生選手権水泳競技大会　男子2部総合6位
永冨男子2部100m背泳ぎ、200m背泳ぎ3位　関口男子2部200m自由形5位

男子2部　退水誘発王1位

8 水上スキー部 矢島　航太郎（経営4）他11
名

第60回桂宮杯　全日本学生水上スキー選手権大会(全国大会)
第43回小笠原杯　2015全日本学生水上スキー新人戦競技会　女子団体総合
準優勝

男子団体総合3位
女子団体総合優勝

9 スカッシュ部 坂井　俊之（経営4）他6名 第41回全日本学生スカッシュ選手権大会団体戦（全国大会） 男子準優勝

10 ダイビング部 杉坂　将也（文教2）

第22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47回関東学生潜水連盟フリッパー競技会　総合2位、
杉坂新人男子200m2位、男子50m3位、五十嵐新人女子200m3位、女子400m2
位
北山女子50m2位、相澤潜泳男子200m2位、鳴海潜泳女子200m3位、
主将・副将リレー3位、男子400mリレー2位、男子400mメドレーリレー2位

100mフリッパー男子3位

11 トライアスロン部 八掛　由起子(法政2)

2015日本学生スプリントトライアスロン選手権　兼　トライアスロ
ン・チームタイムトライアル選手権大会(全国大会)
2015彩の国トライアスロンイン北川辺大会　橋彩の国Cタイプ5位
CalfMan Japan Duathlon Grand Prix season 12(2014-2015)
南関東ステージ兼日本デュアスロン選手権大会　小林学生オープン男子3位

女子オープンの部3位

12 馬術部 佐藤　洋平（文哲3）

全日本学生馬術大会2015　第65回全日本学生賞典障害飛越
競技大会（全国大会）
第39回全日本ジュニア障害馬術大会2015　佐藤ヤングライダー障害飛越選手
権16位

7位

13 ブリッジクラブ 中西　智昭（経済4）

World Youth Open Bridge Championships 2015(世界ユース
オープン選手権/世界大会）
20th Bangkok Bank APBF Youth Teams Championships(APBFユース選手権）
中西ジュニア部門日本チームの一員として5位
2015年高松宮記念杯　佐保ユースBチームの一員として優勝

日本代表メンバーとして出場

14 ホッケー部 岡本　香菜子（文教3）他20
名 関東学生ホッケーリーグ2015秋季（関東大会）

女子2部リーグ優勝、1部リー
グ昇格
吉田　彩香(文日4)
個人表彰(2部)MVP

15 ヨット部

井出　玲奈（経済4）
坂井　仁美（経営3）
佐野　和佳子（文哲3）
安田　奈美(法法2)

日建・レンタコムカップ　第24回全日本学生女子ヨット選手権大
会(全国大会)

出場

　　学習院桜友会設立95周年　平成27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

16 ラケットボール愛好会
坪井　絵里香（法政3）
福井　雅（法法3）

第19回全日本学生ラケットボールダブルストーナメント選手権
大会
第32回全日本学生ラケットボールオープントーナメント選手権大会　坪井女子
準優勝
第31回関東学生ラケットボール新人選手権大会　宮永女子優勝、今野女子3位

女子ダブルス優勝

17 島田　喬平(法法4)

第67回毎日書道展
第20回全日本高校・大学生書道展　漢字部門準優秀作品
第59回書宗院展　学生部奨励賞
第70回日書展　漢字部　佳作
第44回全書芸展　公募漢字Ⅰ部公募入選

U23漢字部Ⅰ類入選

★女子大学

18 きもの文化同好会

佐々木　優実（日本文化3）
鈴木　遥香（日本文化3）
宮杉　彩花（日本文化2）
深瀬　早也佳（日本文化2）

第44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）

佐々木　優実、鈴木　遥香、宮
杉　彩花
学校対抗の部1位
深瀬　早也佳
振袖の部1位

19 書道部 小島　理裟（日本文化3）他
8名

第67回毎日書道展
第4回佐久全国臨書展　下橋一般部かな秀作　安西、森田、清水、江口一般部
かな佳作

小島　理裟
U23かな部Ⅱ類奨励賞
田原　文香、森田　千尋、遠山
有咲、岡山　由倫、安西　未
織、清水　優、大関　りさ子、下
橋　利奈子
U23かな部Ⅱ類入選

★高等科

20 アーチェリー部

近藤　史也（3年）
茂川　武志（3年）
大門　慶悟（3年）
高見澤　勇布樹（3年）

平成27年度関東高等学校アーチェリー大会（兼）第36回関東高
等学校アーチェリー選手権大会(関東大会）
平成27年度第34回関東高等学校アーチェリー選抜大会　大門出場

出場

21 スキー部 石橋　裕大（2年）

平成26年度全国高等学校総合体育大会　第64回全国高等学
校スキー大会(全国大会)
全日本スキー連盟B級公認　平成26年度第50回関東高等学校スキー大会　髙
橋出場

出場

22 熊木　蒼（3年） 第22回日本トロンボーンコンペティション
高校生以下の部/独奏部門
2位

★中等科

23 水泳部 扇田　陽太郎（3年）
平成27年度全国中学校体育大会　第55回全国中学校水泳競
技大会飛込競技(全国大会)

出場

★女子中等科

24 水泳部 関口　舞花(3年） 第39回関東中学校水泳競技大会(関東大会） 女子１００m背泳ぎ優勝

25 放送部 内田　美鈴（3年）
渡辺　眞子（3年） 第32回NHK杯全国中学校放送コンテスト

内田　美鈴
朗読部門優秀賞
渡辺　眞子
アナウンス部門優秀賞

26 石島　瞳子（3年）
第38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1位
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★大学・女子大学
 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

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



★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
永嶋　佳奈子（経営４）
遠藤　周（法政３） 第４６回全日本フィールドアーチェリー選手権大会（全国大会）

遠藤　周
　リカーブ男子部門優勝
永嶋　佳奈子
　リカーブ女子部門出場

2 ウェイト・トレーニング部 荒川　龍一（法法４）

OCEANIA CLASSIC POWERLIFTING and BENCH PRESS
CHAMPIONSHIP 2017（国際大会）
第３６回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会
　河野彰吾ジュニア男子５９ｋｇ級２位
１７th WORLD SUB-JUNIOR AND ３５th WORLD JUNIOR POWERLIFTING
CHAMPIONSHIPS　河野彰吾日本代表の一員として出場

Pacific Invitational部門
Jr.１０５kg級Powerlifting優勝

3 観世会部

上原　大毅（理物３）
新井　英莉（文哲３）
堀池　美帆（文哲４）
石川　ちなみ（文日３）
木村　沙奈絵（文心２）

第９回全国学生能楽コンクール 優秀賞

4 剣道部 設楽　和希(経済１） 第６５回全日本都道府県対抗剣道優勝大会県予選会 次鋒の部準優勝

5 硬式野球部 新井　慎也(経済３）
平成２９年度東都大学野球連盟３部秋季リーグ戦
平成２９年度東都大学野球連盟３部春季リーグ戦
　益田大貴３部春季リーグ首位打者賞

３部秋季リーグ最高殊勲選手賞、
最優秀投手賞

6 サッカー部 伊丹　秀行（法政１） 第２３回夏季デフリンピック競技大会　サムソン２０１７（国際大会） 日本代表チームの一員として出場

7 社交舞踏研究会 八幡　真由（文哲４）

第６２回全日本学生競技ダンス選手権大会
第１００回東部日本学生競技ダンス選手権大会
　団体成績７位、FM（フォーメーションモダン）の部４位　他

団体成績９位

8 柔道部 永井　崇匡（理数３）
ISBAワールドカップ（国際大会）

日本代表として出場
２０１７ISBAワールドカップウズベキ
スタン日本代表選手権選考大会
７３kg級優勝

9 準硬式野球部 小山　敬大（法法３） 関東地区・北信越地区親善大学準硬式野球大会

平成29年度春季リーグ戦５部にお
いて最優秀投手賞を受賞したこと
により、オール東都大学選抜チー
ムメンバーに選出

10 少林寺拳法部 荒井　大輝（文日１）他２５名

少林寺拳法創始７０周年記念第５１回少林寺拳法全日本学生大会
（全国大会）
少林寺拳法創始７０周年記念第５４回少林寺拳法関東学生大会
　園田絢也、福村　真男子二段以上の部４位　他

荒井　大輝、大野　水彩
　男女二段以上の部１位、
　東京都知事賞受賞　他

11 水泳部 三枝　寛治（文日２）

第４回フィンスイミンング大学世界選手権大会（国際大会）
第２９回フィンスイミング日本選手権大会
　三枝寛治５０mサーフィス１０位、１００mサーフィス７位、２００mサーフィス５位、
　4×１００mサーフィスリレー２位、4×２００mサーフィスリレー１位
第９０回関東学生選手権水泳競技大会
　永冨誠大男子２部１００m背泳ぎ５位、男子２部２００m背泳ぎ４位、
　小平剛徳男子２部１００m平泳ぎ６位、男子２部２００m平泳ぎ5位、
　永冨誠大、持田瑛祐、長塚広基、林賢太郎男子２部４００mリレー８位、
　永冨誠大、小平剛徳、持田瑛祐、林賢太郎男子２部４×１００mメドレーリレー８位

１００mサーフィス１６位
２００mサーフィス１４位
4×１００mサーフィスリレー４位

12 スカッシュ部 朝倉　大貴（法法２）他６名 第４３回全日本学生スカッシュ選手権大会団体戦（全国大会） ６位

13 ダイビング部

助川　太一（法法３）
平田　梨奈（法法２）
鏡　敬太（国際社会２）
佐藤　壮（法政３）
佐藤　七愛（経経１）

第２４回全日本スポーツダイビング室内選手権大会（全国大会）

鏡　敬太
　１００mレスキュー男子６位
平田　梨奈
　２００m潜泳女子８位
助川　太一
　２００m潜泳男子８位
佐藤　七愛
　４００mフリッパー女子７位
佐藤　壮、平田　梨奈、鏡　敬太、
佐藤　七愛
　大学対抗２００mフリッパーリレー
男女６位

14 馬術部 安田　利実（経営３） 第３４回全日本ジュニア馬場馬術大会２０１７（全国大会）
第６０回全日本学生賞典馬場馬術大会　安田利実３位

２位

15 ブリッジクラブ 園池　実方（文哲３） 第５回世界ユースオープン選手権
日本代表ジュニアチームメンバーと
して出場、チーム準優勝

　　平成２９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

16 ラケットボール同好会 長坂　康汰(経済３）
宮永　朋香（理数４）

第３４回全日本学生ラケットボールオープントーナメント選手権大会
（全国大会）

優勝

17 籠球部 川村　愛莉（経営４）他１５名 第６７回関東大学女子バスケットボールリーグ戦（関東大会） ３部リーグ優勝

18 遠藤　加寿（法法１） 第３２回全国書写書道展覧会 中国大使館大賞

★女子大学

19 アイススケート愛好会 松井　奈津美（国コミ３） 第１１回東日本学生フィギュアスケート選手権大会（東日本大会）
女子５級クラス２位
女子５級クラス団体２位

20 きもの文化部 砂坂　夢（英コミ４）

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」
世界大会
第４６回「日本の心と美の祭典　全日本きもの装いコンテスト」関東大会
　越沼夏海振袖の部装いの準女王

振袖の部２位

21 航空部 金田　こゆき（日本文化２） 第２１回原田覚一郎杯大学対抗グライダー競技大会（東日本大会） 女子優秀選手賞

22 書道部 黒川　菜緒（英コミ１）他７名 第６回佐久全国臨書展
第６９回毎日書道展　佐藤ひかる、国米桃子、吉田結香子U23かな部Ⅱ類入選

一般部かな部門
　黒川　菜緒　近代美術館賞
　國澤　萌菜　特選
　越沼　夏海　秀作
　江口　由佳、国米　桃子、
　吉田　　結香子、大塚　光莉、
　小堀　成美　佳作

23 チアリーダー部 三上　詩織（国コミ３）他１８名
（大学１９名） 第２９回全日本学生チアリーディング選手権大会（全国大会）

Division1応援団部門　準優勝
Division２応援団部門　優勝・３位

24 上野　佳世（日本文化２） 第７回城西大学英語スピーチコンテスト 審査員特別賞

★高等科

25 アーチェリー部 海津　一成（２年）
平成２９年度第３６回関東高等学校アーチェリー選抜大会
（関東大会）

出場

26 ホッケー部 伊藤　由貴（３年）他１４名
平成２９年度全国高等学校総合体育大会ホッケー競技大会
男子第８０回全国高等学校ホッケー選手権大会（全国大会）

出場

27 陸上競技部 村山　太郎（１年）
平成２９年度第２１回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会
（関東大会）

男子走高跳６位

★中等科

28 南　怜雄（１年） 第３３回全国硬筆コンクール 全日本中学校長会会長賞

★女子高等科

29 華道部
安藤　早希（３年）
堀内　あかり（３年）
安富　望（３年）

Ikenobo 花の甲子園２０１７（全国大会） 出場

30 テニス部 川原　舞（３年）
平成２９年度関東高等学校テニス大会兼第７０回関東高等学校テニ
ス選手権大会（関東大会）

出場

31 放送部 内田　美鈴（２年）
工藤　佑美（１年） 第９回古典の日朗読コンテスト

内田　美鈴、工藤　佑美
　公開最終審査会出場
内田　美鈴
　特別賞
　これにより、全国高校生伝統
　文化フェスティバル第１回伝統
　芸能選抜公演にて朗読披露

32 滝　莉杏（２年） 第１２回赤十字・いのちと献血俳句コンテスト 文部科学大臣賞

33 方　眞佑子（１年） 第４１回全国高等学校総合文化祭
小倉百人一首かるた部門に東京都
代表として参加
東京都のチームが最優秀賞



一般社団法人学習院桜友会　助成金支給委員会

No. 団体名 大会名称 出場者 結果

大学
アイススケート部 ディヴィジョンⅢ準優勝　

ホッケー部門 ディヴィジョンⅡ昇格
遠藤周(法政４)　 大門慶悟　男子リカーブ準優勝
大門慶悟(経営３)他2名 遠藤周　男子リカーブ7位

3 アメリカンフットボール部 平成30年度リーグ戦3部Bブロック 秋山颯一郎(４)他62名 3部Bブロック優勝　入替戦勝利　2部昇格

36th WORLD JUNIOR POWERLIFTING CHAMPIONSHIPS
第53回全日本学生ボディビル選手権大会
第105回関東学生パワーリフティング選手権大会
第19回皐月杯争奪学生競技ダンス選手権大会
第116回東都大学学生競技ダンス選手権大会 河野泰士朗(理化１） Jr.サンバの部2位
第102回東部日本学生競技ダンス選手権大会 大濱美月(経済２)
第44回松前重義杯争奪学生競技ダンス選手権大会
第117回東都大学学生競技ダンス選手権大会
第66回全日本学生剣道優勝大会
第64回関東学生剣道選手権大会
第67回関東学生剣道優勝大会

鈴木裕斗(法政４) 団体3位
高岡　新（法政4） 鈴木裕斗3位
田中菜月（経済4）

新井慎也(経済４) 3部春季リーグ新井慎也最優秀防御率賞
山崎竜馬(文仏４) 3部秋季リーグ山崎竜馬首位打者賞

第55回日本山岳会学生部マラソン大会
第54回日本山岳会学生部マラソン大会
第7回日本山岳会学生部クライミング大会
インドネシア2018アジアパラ競技大会 アジアパラ競技大会柔道男子73kg級3位
第33回全日本視覚障害者柔道大会 全日本視覚障害者柔道大会男子73kg級優勝

川崎悠太（理生2）　 川崎悠太4部最優秀投手賞
高山乃安（法法2） 高山乃安4部首位打者賞

春季リーグ5部優勝4部昇格

13 少林寺拳法部 2018年少林寺拳法全国大会inぐんま 福村真(経済４) 大学生男子の部　優良(3位)

第5回フィンスイミング大学世界選手権大会
第30回フィンスイミング日本選手権大会
第14回フィンスイミング日本学生選手権大会
第94回日本学生選手権水泳競技大会
第63回桂宮杯全日本学生水上スキー選手権大会 澤田奈美（文独4）
2018チャンピオンシリーズ(Game2) 加納寛之(法政４)
2018チャンピオンシリーズ(Game1) 他12名
第46回全日本学生水上スキー新人戦競技会

16 世界民謡研究会 SOUND YOUTH 2018　 長澤優史(国社３)他4名 決勝進出　BIG UP!賞(審査員賞)

4部優勝、阿部柊斗(経営４)殊勲賞
相原啓晴(文日４)関東学生卓球連盟特別賞

IRONMAN MALAYSIA 年代別(女性18～24歳)1位
Ironman 70.3 Taiwan 全体240位

19 馬術部 第54回全日本学生馬術女子選手権大会 安田利実(経営４) 優勝

20 バドミントン部 平成30年度関東大学バドミントン秋季リーグ戦 宮原敦(法政４）他5名 男子5部C1位

第17回全日本大学ホッケー大会
平成30年度関東学生ホッケー春季リーグ
第73回国民体育大会　ホッケー競技会

22 ヨット部 第83回全日本学生ヨット選手権大会 田中智也(経営４)他5名 国際470級16位

第35回全日本学生ラケットボール
　　オープントーナメント選手権大会
第27回関東学生ラケットボールトーナメント選手権大会
第34回関東学生ラケットボール新人選手権大会
第22回全日本学生ラケットボール
　　ダブルストーナメント選手権大会
第36回全日本学生ラケットボール選手権大会団体戦
天皇賜盃第87回日本学生陸上競技対校選手権大会
第97回関東学生陸上競技対校選手権大会
第91回関東陸上競技選手権大会

平成30年度　輔仁会課外活動優秀団体（個人）表彰一覧

1 平成30年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 黒川裕太郎(経営４)他18名

2 アーチェリー部 第31回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会

水泳部

川原舞(経営１） 本戦出場

女子団体準優勝   男子団体3位

阿部柊斗(経営４)

久保田玲奈(文英２)

三枝寛治(日文３) 4×100ｍサーフィスリレー3位

須貝綾菜(経営３) 個人女子の部優勝

平成30年度秋季関東学生卓球リーグ戦

東都大学野球連盟3部リーグ戦

18 トライアスロン部

平成30年度関東学生テニス選手権大会

24 陸上競技部

11 柔道部

9 硬式野球部

8 硬式庭球部

15 水上スキー部

17 卓球部

14

10 山岳部

永井崇匡(理数４)

12 準硬式野球部 平成30年度秋季リーグ戦

21 ホッケー部 山口星矢(法政４）他23名 男子2部優勝

優勝

山本恭平(経済４) 男子110mハードル出場

23 ラケットボール同好会 長坂康汰(経済４)

4 ウェイト・トレーニング部 河野彰吾(理物３) 66Kg級7位

7 航空部 第22回原田覚一郎杯

田中佑昌(法政４）他8名

5 競技ダンス研究会

6 剣道部 出場



No. 団体名 大会名称 出場者 結果

25 2018 FISU World University Cheerleading Championship 伊関玲(法政１) 優勝

26 第33回全国書写書道展覧会 遠藤加寿（法法２） 第三十三回展大賞

27 第70回日米学生会議 長谷川信寿(経営４） 日本側実行委員長


No. 団体名 大会名称 出場者 結果
大学・女子大学合同

大学 淡野舞(経営4)他 DIVISION1応援団部門Aチーム準優勝
女子大 三上詩織(国コ4)他 DIVISION2応援団部門Bチーム準優勝

女子大学
29 アイススケート愛好会 第91回日本学生氷上競技選手権大会 松井奈津美(国コ４) フィギュアスケート女子5級クラスの部　8位入賞

2018日本の心と美の祭典きもの装いコンテスト世界大会
2019全日本きもの装いコンテスト関東大会

31 競技ダンス部 第63回全日本学生競技ダンス選手権大会 伊東夕奈(国コ４) スタンダードタンゴの部3位

32 航空部 第22回原田覚一郎杯 中川羽韻(国コ２) 女子最優秀選手賞、個人4位、滞空選手賞

第70回毎日書道展 国米桃子(日文３) 国米桃子Ｕ23かな部Ⅰ類入選
第7回佐久全国臨書展 國澤萌菜(英コ３) 國澤萌菜U23かな部Ⅱ類入選

図書館支援学生協働団体 第20回図書館総合展 金剛賞
「さくらちゃんず」 　第4回図書館キャラクターグランプリ MC賞1位

35 Makana aloha愛好会 COLLEGE HULA COMPETITION '18 山之口香蓮(国コ) ソロ部門4位入賞

36 第6回城西大学中国語スピーチコンテスト 上野佳世(日文３) 西入間青年会議所賞

高等科
37 陸上競技部 平成30年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 村山太郎(２年) 出場（走り高跳び）

中等科
38 囲碁将棋部 第15回文部科学大臣杯中学校囲碁団体戦全国大会 増田素響(３年)他3名 出場

39 テニス部 第45回全国中学生テニス選手権大会 黒田長実(１年)他9名 団体の部出場

40 第72回全日本学生音楽コンクール全国大会 中村僚太(１年) バイオリン部門中学校の部3位入賞

女子高等科

41 水泳部 第69回関東高等学校選手権水泳競技大会 関口舞花(３年) 女子100m背泳ぎ出場

第94回日本選手権水泳競技大会
　アーティスティックスイミング競技
第94回日本選手権水泳競技大会
　アーティスティックスイミング競技

女子中等科

女子400ｍ個人メドレー2位
女子200m個人メドレー6位

45 テニス部 第45回全国中学生テニス選手権大会 市川周(３年）他9名 団体戦の部出場

フリーコンビネーション種目　チーム1位

石島瞳子(３年)

石島楓子(１年)

篠原千咲(日文３)他5名

28 応援団チアリーダー部 第30回全日本学生チアリーディング選手権大会

振袖の部2位(実質4位)

44 水泳部 第42回関東中学校水泳競技大会 井坂有里(２年)

チーム種目　1位

34

33 書道部

30 きもの文化部

42

43

越沼夏海(国コ２)
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