
　　　　【開催日時】2018年３月８日（木）　13時00分 ～ 15時00分

　　　　【開催場所】千里山キャンパス　第２学舎ＢＩＧホール100

応援団第96代団長　明原　渡

芝井　敬司

池内  啓三

寺内  俊太郎 様

佐藤　弘一 様

倉本　頌太郎

体育会 なぎなた部　　大山　清華

公益財団法人大阪府レクリエーション協会専務理事兼業務執行理事　　片倉　道夫 様　

応援団第96代リーダー部長　　青井　泉樹

一、閉会

以　上

【出席者】

（１）大学 

（２）法人　 理事長、常務理事、顧問

（３）校友会　 校友会会長、校友会事務局長

（４）教育後援会 教育後援会副会長、教育後援会幹事長

（５）体育OB・OG会 関西大学体育OB・OG会長

（６）学生　 体育会会員

【司会】 KBC（関西大学放送研究会）

【表彰基準】

（表彰要項第２条第１号基準）関西大学体育会会員の団体及び個人が対象

（表彰要項第２条第２号基準）

一、校友会　会長挨拶　

一、体育OB・OG会 会長挨拶　

【体育会覇業披露式】
覇業披露は、体育会各部の試合において、過去１年以内に、関西優勝以上の戦績を収めた団体及び個人を本学学長が表彰し、体育会全体の士気を一層高
めることを目的としたもの。
※同一人物又は同一クラブが該当する大会で対象となる成績を複数おさめた場合、最上位の成績を表彰するものとする。

大島鎌吉スポーツ文化賞表彰委員会委員、候補者推薦部会委員、保健体育主事

【関西大学体育振興大島鎌吉スポーツ文化賞】
本学卒業生で、スポーツ界において世界的に活躍された故大島鎌吉氏の偉業を偲び、本学体育会の振興及び志気の高揚に資することを目的として平成元
年に発足した「大島鎌吉スポーツ文化賞」がその発端である。その後、体育ＯＢ会より基金の一部が本学へ寄託されたことを受け、平成10年に設立されたもの
で、過去１年以内に全日本大会で優勝、又は国際大会において３位までに入賞した団体及び個人に授与するもの。
また、平成28年１月の大島賞表彰委員会にて、「関西大学体育振興大島鎌吉スポーツ文化賞」と名称変更し、本学体育会生のみならず、広く社会的なスポー
ツ文化に貢献し、顕著な実績を残した個人や団体に対しても表彰できる基準を明確化した。

一、体育会学生受賞者表彰状及び副賞授与

2017年度　第２６回
関西大学体育振興大島鎌吉スポーツ文化賞授与式

体育会覇業披露式
式次第

一、開会　

一、学歌斉唱　

一、学長挨拶　

一、応援歌斉唱

一、体育会本部長挨拶　

一、体育会学生戦績披露

一、体育会学生受賞者代表挨拶

一、理事長挨拶　

一、関西大学体育振興大島鎌吉スポーツ文化賞受賞者表彰状及び副賞授与

学長、副学長、各学部長、学生センター所長、学生センター副所長、体育会各部顧問、



【（表彰要項第２条第１号基準）関西大学体育会会員の団体及び個人が対象】

 国際大会　特別賞　　※オリンピック（夏季・冬季）に日本代表として出場したものを対象とする

番号 クラブ名 名前 フリガナ 学部名・学年 受賞大会名 大島賞 覇業

1 アイススケート部 宮原　知子 ミヤハラ　サトコ 文２
2017ISUグランプリシリーズアメリカ大会　第86回全日本選手権大会
女子シングル優勝　平昌オリンピック出場

○ ○

 国際大会３位以上（個人）

番号 クラブ名 名前 フリガナ 学部名・学年 受賞大会名 大島賞 覇業

2 野球部 阪本　大樹 サカモト　ダイキ 経４
第29回ユニバーシアード競技大会（大学日本代表）
野球競技　優勝

○ ○

 国際大会  敢闘賞　※ユニバーシアード大会など、全世界を対象とする大会に日本代表として出場したものを対象とする

番号 クラブ名 名前 フリガナ 学部名・学年 受賞大会名 大島賞 覇業

3 アイスホッケー部 沼田　智也 ヌマタ　トモヤ 人２
第28回ユニバーシアード冬季競技大会（大学日本代表）
アイスホッケー競技（男子）　 ８位

○ ○

4 スキー競技部 安高　きら ヤスタカ　キラ 商１
第29回ユニバーシアード競技大会（大学日本代表）
ローラースポーツ競技（女子）　出場

○ ○

 全国大会優勝（団体）　※名前は、決勝戦の出場者。

番号 クラブ名 受賞大会名 大島賞 覇業

5 アイススケート部
第90回日本学生氷上競技選手権大会フィギュア部門
男子Ａクラス　優勝

○ ○

6 弓道部 第29回全国大学弓道選抜大会　女子の部　優勝 ○ ○

7 拳法部 第62回全日本学生拳法選手権大会　女子の部　優勝 ○ ○

8 なぎなた部 第56回全日本学生なぎなた選手権大会　公開競技男子団体の部　優勝 ○ ○

9 馬術部 第67回全日本学生賞典障害馬術競技大会　団体優勝 ○ ○

 全国大会優勝（個人）

番号 クラブ名 名前 フリガナ 学部名・学年 受賞大会名 大島賞 覇業

10 拳法部 坂東　マリア バンドウ　マリア 社４ 第62回全日本学生拳法選手権大会　最優秀選手賞 ○ ○

11 少林寺拳法部 伊藤　駿亮 イトウ　シュンスケ シス理３ 第51回記念少林寺拳法全日本学生大会 立合評価法男子重量級の部 優勝 ○ ○

12 少林寺拳法部 芳村　友香 ヨシムラ　ユカ 人３ 第51回記念少林寺拳法全日本学生大会 立合評価法女子軽量級の部 優勝 ○ ○

13 ソフトテニス部 田中　純 タナカ　ジュン 人３ 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 ○ ○

14 なぎなた部 大山　清華 オオヤマ　キヨカ 人４ 第56回全日本学生なぎなた選手権大会　試合競技個人の部 女子優勝 ○ ○

15 陸上競技部 中村　有希 ナカムラ　ユウキ 人４ 2017日本学生陸上競技個人選手権大会　女子100mH　優勝 ○ ○

【（表彰要項第２条第２号基準）広く社会的なスポーツ文化に貢献し、顕著な実績を残した団体及び個人】

番号 所属 名前 フリガナ 大島賞 覇業

16

公益財団法人
大阪府レクリエーション協
会専務理事兼業務執行

理事

片倉　道夫 カタクラ　ミチオ ○ -

受賞理由

名前・学部名・学年

石橋立成（政策３）、梅垣仁志（人３）、玉木雅斗（法４）

中村　優（政策３）、本田太一（経１）

最初の大島賞制定委員のうちの1人。NHK夏の高校野球テレビ中継第1回の放送
ディレクター、東京オリンピックの閉会式のディレクターを務めた。長年に渡り、「す
る、みる、ささえる」というすべての面からスポーツに携わり、その発展と普及に大きく
貢献している。

坂東マリア（社４）、脇山沙紀（法４）、岡本敦美（文２）

岩本　真奈（社２）、村田由佳（社２）、寺地梨香（経４）、
増田奈緒（政策４）

原 名月（人４）、松水優斗（文３）、中村大樹（総２）、
福留健志（文４）



 国際大会４位～８位入賞（個人）

 全国大会２位～３位（団体）

番号 クラブ名 受賞大会名 大島賞 覇業

17 アイススケート部
第90回日本学生氷上競技選手権大会フィギュア部門
女子7・8級クラス団体　 ３位

○

18 拳法部 第62回全日本学生拳法選手権大会　男子の部　準優勝 ○

19 サッカー部 第66回全日本大学サッカー選手権(インカレ)　３位 ○

20 射撃部 第64回全日本スポーツ射撃選手権大会 男子 10m立射（ｴｱ）60発競技 団体３位 ○

21 ソフトボール部 文部科学大臣杯第52回全日本大学選手権大会　男子３位 ○

22 テニス部 平成29年度全日本大学対抗王座決定試合　男子団体　３位 ○

23 テニス部 平成29年度全日本大学対抗王座決定試合　女子団体　３位 ○

 全国大会２位～３位（個人）

番号 クラブ名 名前 フリガナ 学部名・学年 受賞大会名 大島賞 覇業

24 アイススケート部 中村　優 ナカムラ　シユウ 政策３ 第90回日本学生氷上競技選手権大会フィギュア競技　男子Aクラス　２位 ○

25 アイススケート部 市橋　翔哉 イチハシ　ショウヤ 安全２ 第85回全日本フィギュアスケート選手権大会 ペア３位 ○

26 拳法部 赤堀　峻 アカホリ　シュン 商４ 第33回全日本学生拳法個人選手権大会 男子の部 準優勝 ○

27 拳法部 岡本　敦美 オカモト　アツミ 文２ 第30回全日本拳法女子個人選手権大会 準優勝 ○

28 拳法部 山原　千歩 ヤマハラ　チホ 法３ 第30回全日本拳法女子個人選手権大会  ３位 ○

29 サッカー部 黒川　圭介 クロカワ　ケイスケ 法２
第31回デンソーカップチャレンジサッカー刈谷大会
（全日本大学選抜メンバー）　２位

○

30 サッカー部 荒木　隼人 アラキ　ハヤト 商３
第31回デンソーカップチャレンジサッカー刈谷大会
（関西選抜メンバー）　３位

○

31 サッカー部 竹下　玲王 タケシタ　レオ 社４
第31回デンソーカップチャレンジサッカー刈谷大会
（関西選抜メンバー）　３位

○

32 自転車部 林　卓矢 ハヤシ　タクヤ 社４ 2017年 全日本サイクルサッカー　学生リーグ　準優勝 ○

33 自転車部 野村　裕平 ノムラ　ユウヘイ 商４ 2017年 全日本サイクルサッカー　学生リーグ　準優勝 ○

34 自動車部 荻野　尚貴 オギノ　ナオキ 安全３
平成29年全日本学生自動車運転競技選手権大会
男子小型乗用車Bの部　個人３位

○

35 射撃部 八川　綾佑 ヤツカワ　リヨウスケ 文３
第21回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会
男子　50m３姿勢（SB)　120発競技　２位

○

36 重量挙部 尾添　勇平 オゾエ　ユウヘイ 社３
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105kg級 ２位

○

37 水上競技部 高木　理加 タカギ　リカ 人４ 第93回日本学生選手権水泳競技大会　女子200メートル自由形　２位 ○

38 ソフトテニス部 西岡　真里華 ニシオカ　マリカ 文３ 第59回全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会　３位 ○

39 なぎなた部 石橋　立成 イシバシ　リユウセイ 政策３ 第56回全日本学生なぎなた選手権大会　公開競技男子個人の部 ３位 ○

40 なぎなた部 久保　美奈代 クボ　ミナヨ 人４ 第56回全日本学生なぎなた選手権大会　演技の部 ３位 ○

41 馬術部 松水　優斗 マツミズ　ユウト 文３ 全日本学生馬術大会2017　　３位 ○

42 陸上競技部 坂井　隆一郎 サカイ　リュウイチロウ 人２ 第72回国民体育大会　男子４×100ｍR　２位 ○

名前・学部名・学年

該当なし



 関西及び西日本大会優勝（団体）

番号 クラブ名 受賞大会名 大島賞 覇業

43 アイスホッケー部 第64回関西学生アイスホッケーリーグ戦　優勝 ○

44 自動車部 平成29年第１回全関西学生ダートトライアル選手権大会　団体優勝 ○

45 射撃部
第25回西日本女子学生ライフル射撃選手権大会
10m立射（ｴｱ）40発競技　団体優勝

○

46 準硬式野球部 平成29年度関西六大学春季リーグ戦　優勝 ○

47 漕艇部 第28回関西学生秋季選手権（新人大会）　男子エイト優勝 ○

48 ソフトテニス部 平成29年関西学生ソフトテニス春季リーグ戦　優勝（女子） ○

49 野球部 平成29年度関西学生野球連盟　秋季リーグ戦　優勝 ○

 関西及び西日本大会優勝（個人）

番号 クラブ名 名前 フリガナ 学部名・学年 受賞大会名 大島賞 覇業

50 アイスホッケー部 佐野　優 サノ　マサル 文４ 第66回関西学生氷上競技選手権大会 アイスホッケー競技 最優秀選手 ○

51 アイスホッケー部 香田　悠匠 コウダ　ユウジ 人３ 第64回関西学生アイスホッケーリーグ戦  最優秀選手 ○

52 拳法部 上垣内　一成 ウエガイト　イツセイ 商３ 第19回西日本学生拳法個人選手権大会  優勝 ○

53 射撃部 阿部　美咲 アベ　ミサキ 文４
平成29年度近畿ライフル射撃選手権大会（大橋杯）
10m立射40発競技　女子優勝

○

54 重量挙部 植　暁人 ウエ　アキト 人２ 第65回関西学生ウエイトリフティング個人選手権大会 男子94kg級 優勝 ○

55 水上競技部 松井　綜汰 マツイ　ソウタ 安全１ 第5回関西学生チャンピオンシップ水泳競技大会 男子200m背泳ぎ 優勝 ○

56 漕艇部 山本　昌奈 ヤマモト　アキナ 文３ 第2回西日本選手権大会　女子シングルスカル　優勝 ○

57 漕艇部 染矢　希実 ソメヤ　ノゾミ 政策４ 第2回西日本選手権大会　女子ダブルスカル　優勝 ○

58 漕艇部 森　千聖 モリ　チサト 外３ 第2回西日本選手権大会　女子ダブルスカル　優勝 ○

59 漕艇部 山本　千咲 ヤマモト　チサキ 人２ 第28回関西学生秋季選手権（新人大会）　女子シングルスカル　優勝 ○

60 テニス部 林　大貴 ハヤシ　ダイキ 社３ 平成29年度関西学生選手権大会　男子ダブルス 優勝 ○

61 テニス部 柴野　晃輔 シバノ　コウスケ 文３ 平成29年度関西学生選手権大会　男子ダブルス 優勝 ○

62 テニス部 竹元　佑亮 タケモト　ユウスケ 商４ 平成28年度関西学生新進トーナメント 男子シングルス 優勝 ○

63 テニス部 越野　菜摘 コシノ　ナツミ 文２ 平成29年度関西学生選手権大会　女子シングルス・ダブルス優勝 ○

64 テニス部 大野　菜々子 オオノ　ナナコ 社１ 平成29年度関西学生選手権大会　女子ダブルス優勝 ○

65 テニス部 橘　彩音 タチバナ　アヤネ 経３ 毎日オープンテニス選手権大会　女子シングルス優勝 ○

66 野球部 山本　隆広 ヤマモト　タカヒロ 人３ 平成29年度関西学生野球連盟　秋季リーグ戦 特別表彰（完全試合） ○

67 レスリング部 一瀬　剣 イチノセ　ツルギ 社２ 平成29年度西日本大学レスリング選手権大会　グレコローマンスタイル71㎏級　優勝 ○

68 レスリング部 脇田　俊之 ワキタ　トシユキ 人２ 平成29年度西日本大学レスリング新人選手権大会　フリースタイル86㎏級　優勝　　 ○

名前・学部名・学年


