期待のニューパワー ¦ ニュース専修ウェブ版2006年04月号

2006年4月号
[14-15面]

2006年 体育会

期待のニューパワー
体育会各部に次世代を担う184人のルーキーたちが入部した。ニューパワーの活躍に期待したい。氏名
（敬称略）に続き出身校、身長（cm）、体重（kg）、学部、ポジションの順。戦績は特筆すべきものを掲載し
た。
アーチェリー部
佐伯 朋哉（大宮開成高＝175・68・経営）平17全国高校総体個人6位
アイスホッケー部
本間 貴大（東北高＝173・60・経済）ゴールキーパー、平16国体準優勝
田名部裕太（八戸西高＝167・65・経済）フォワード
小田桐浩希（須恵高・173・62・法）フォワード
小林 和倫（軽井沢高＝164・60・法）フォワード
平野 翔太（八戸工業大学第一高＝169・60・経営）ディフェンス
武尾勇太郎（八戸商業高＝164・60・商）レフトウイング、平16国体4位
アメリカンフットボール部
藤田 竜太（駒場学園高＝173・68・経済）ランニングバック
小西 利明（埼玉栄高＝173・65・経済）ディフェンスバック
石川 朋季（駒場学園高＝173・69・法）ディフェンスバック
迫田 剛（日本大学第三高＝171・66・法）ランニングバック、平16全国高校大会準優勝
飯田 雅和（浦和学院高＝172・73・法）ラインバッカー
太田 穣（花咲徳栄高＝175・78・法）ディフェンスエンド
木村 久紹（平安高＝174・83・法）ディフェンス
渡辺 正法（佼成学園高＝184・95・経営）オフェンスタックル
中村 可沁（埼玉栄高＝179・68・経営）ワイドレシーバー
戸川 貴惟（駒場学園高＝170・65・商）アウトサイドラインバッカー
下山 勝（花咲徳栄高＝174・92・商）オフェンスライン
剣道部
嶌津 貴之（安房高＝174・65・経済）二段、平17全国高校総体優勝
富松 資国（福岡第一高＝178・72・経済）三段
福元 裕之（日章学園高＝165・65・法）三段、平17全国高校総体ベスト8
湯淺 浩次（西大寺高＝170・66・法）三段
松本 諭（横浜商科大学高＝185・81・経営）三段
松岡 隆史（都城東高＝165・60・商）三段、平17全国玉竜旗3位
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植木 大地（島原高＝181・95・文）三段、平16全国魁星旗2位
ゴルフ部
木村 麻希（明徳義塾高＝160・55・経済）ロレックスガールズジュニアチャンピオンシップ日本代表
福城 遊（東北高＝173・65・経営）平16全国高校選手権団体準優勝
吉沢慎太郎（立正高＝160・56・経営）
植田 潤一（栄徳高＝170・63・商）
桐谷 龍平（広島県瀬戸内高＝171・82・商）
外園 智大（樟南高＝180・73・商）
花畑佑太郎（沖学園高＝172・81・文）
宮里 政志（鹿島学園高＝175・75・文）平17全国高校選手権団体優勝、平16フジサンケイジュニア選手権
優勝
サッカー部
杉山 大地（清水東高＝175・64・経済）ミッドフィルダー
堀池 翔（清水東高＝175・62・経済）センターバック
金本 丈二（浦和実業学園高＝180・66・法）、ディフェンス、平17日本クラブユース選手権3位
伊藤 卓也（鹿島高＝189・70・法）ミッドフィルダー、平17全国高校総体3位
馬見塚 光（青森山田高＝171・65・法）ミッドフィルダー、平17全国高校総体優勝
宇治川涼平（前橋育英高＝171・61・法）ミッドフィルダー
田之畑利生（鹿児島実業高＝175・67、法）ディフェンス、平17全国高校総体ベスト8
黒澤 光士（鹿島高＝173・64・法）センターフォワード、平16Ｊリーグユース選手権優勝、平17サニックスカッ
プ準優勝（Ｕ－17日本代表）
鈴木 嵩之（向上高＝176・67・経営）ディフェンス、平17国体ベスト8
吉田 幸司（静岡学園高＝180・70・商）フォワード
飯島 康允（調布南高＝176・70・ネットワーク情報）ディフェンス、Ｕ－16日本代表
柔道部
長嶋 忍（山形工業高＝180・125・経済）100kg超級
坂野 拡史（つくば秀英高＝167・73・経営）73kg級
伊藤 道郎（山形工業高＝180・100・商）100kg級
加藤 敦史（松本第一高＝171・85・商）90kg級
準硬式野球部
川添 真広（県立岐阜商業高＝172・72・法）投手、平16全国高校選手権出場
田中 暁（鳴門工業高＝172・76・経営）投手、平17全国高校選手権ベスト8
水泳部
大森 康巧（日本大学櫻丘高＝180・65・法）競泳・平泳ぎ、平17ジュニアオリンピック50メートル平泳ぎ3位
池永早弥佳（東京立正高＝169・55・法）競泳・自由形、平16国体100メートル自由形準優勝
北畑 涼（八王子高＝181・78・商）競泳・自由形
原 さやか（八王子高＝163・50・文）競泳・自由形
池本 享史（鳥取中央育英高＝178・68・経済）水球・ゴールキーパー、平17国体準優勝
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新玉 義明（鳥取中央育英高＝168・63・法）水球・フォワード、平17国体準優勝
沓脱 哲（関西高＝183・73・法）水球・フローターバック、平17国体5位
大川 翼（四日市中央工業高＝170・65・法）水球・フォワード
橋本 直樹（埼玉栄高＝173・64・経営）水球・フローターバック、平17国体優勝
堂下 直樹（鹿児島南高＝182・94・経営）水球・フローター
五十嵐光太（前橋商業高＝173・70・経営）水球・フォワード、平17全国高校総体3位
スキー部
小蕎ありさ（留萌高＝150・49・経済）クロスカントリー
高橋 将也（鷹巣農林高＝181・70・法）アルペン
木田江里乃（北海学園札幌高＝162・56・経営）アルペン
小野塚彩那（湯沢高＝159・50・商）アルペン、平16全国高校選抜スーパー大回転6位
鶴渕 優利（日本大学山形高＝172・81・商）アルペン、平16全日本ジュニア選手権スーパー大回転準優勝
藤井 昌弘（十和田高＝179・69・経営）クロスカントリー
開發 聖也（新井高＝174・57・文）ジャンプ、平17全国高校大会スペシャルジャンプ4位
スピードスケート部
及川 一也（釧路北陽高＝172・70・経済）平15全日本ジュニア選手権3000メートル優勝
木幡 哲也（標茶高＝171・70・経済）
佐山 敏幸（池田高＝174・70・経営）平16全国高校選手権5000メートル3位、10000メートル3位
小野 泰幸（白樺学園高＝174・75・経営）平16全国高校選手権1500メートル4位
相撲部
安藤 総一（専大松戸高＝188・125・経済）平17全国高校総体団体5位
岩藤 拓也（響高＝180・135・経営）平16国体団体5位
茂岡 男樹（鹿児島実業高＝162・92・商）平16全国高校選抜宇佐大会団体ベスト8
漕艇部
藤田 勇平（東郷高＝181・62・法）平17国体カヤックペア500メートル4位
松田 雄幸（谷地高＝171・66・経営）平17全国高校選手権カヤックフォア500メートル優勝
真鍋 達朗（久美浜高＝166・63・商）平17国体カヤックフォア500メートル6位
渡邉 秀幸（富士河口湖高＝173・77・文）平17世界ジュニア選手権出場
ソフトテニス部
丸田 翔大（日本大学豊山高＝164・52・法）
卓球部
徳増 信弥（杜若高＝167・59・経済）平16国体団体5位
山岸 健弥（新潟産大附属高＝170・58・法）平16国体団体5位
星野 和洋（木更津総合高＝170・62・法）
原 慶光（湘南工科大学附属高＝164・54・経営）
加藤充生樹（日大三島高＝168・55・商）
森田 翔樹（青森山田高＝167・59・商）平16全国高校総体ダブルス優勝、平17全国高校総体団体優勝
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田村 望（就実高＝156・43・文）平17全国高校総体団体3位
有坂 美里（武蔵野高＝160・55・文）平16ワールドジュニアサーキットシングルスベスト8
小林 春菜（新潟青陵高＝157・52・文）
渡邉 美里（明徳義塾高＝162・54・文）平16全国高校総体ダブルス5位
テニス部
太田 達也（関西高＝166・60・経済）平16全国高校総体団体ベスト8
藤井 友里（椙山女学園高＝162・54・経済）平17全国高校総体ダブルス優勝
石塚 桃子（浜松北高＝154・50・法）
海野 健太（静岡高＝165・61・法）平16全日本ジュニア選手権ダブルス3位、平17全国高校総体ダブル
ス3位
松山 芳（静岡市立高＝165・52・経営）平16国体団体準優勝
廣瀬 一義（高松北高＝171・66・商）
干場 義政（法政大学第二高＝182・71・商）平16全国高校選抜団体3位
古賀 愛美（筑陽学園高＝156・50・文）平16全国高校総体シングルス3位
田中 祐子（広陵高＝161・46・文）
馬術部
黒沼 尊之（自修館中等教育学校＝181・73・経済）平16国体8位
松本 務（農業経営高＝156・53・経営）平16全日本高校選手権個人5位
小田原 頌（麻布大学附属渕野辺高＝171・56・経営）平17全日本高校競技会団体3位
柳原 大徳（各務原西高＝160・62・商）
バスケットボール部
森 達也（日本大学山形高＝170・63・経済）ガード
藤井 元気（水島工業高＝173・68・経済）セカンドガード、平16国体5位
村山 広大（日本大学山形高＝182・72・経営）セカンドガード
相原 渚（実践学園高＝173・60・経営）フォワード、平16全国高校総体ベスト8
高橋 香澄（昭和学院高＝168・58・経営）ガード、平17全国高校総体ベスト8
辻本麻友美（神戸龍谷高＝179・72・文）センター
保坂 和音（秋田経済法科大学附属高＝181・63・文）センター
李 惠 勇（札幌平岸高＝201・85・ネットワーク情報）センター
バドミントン部
河端 茉美（旭川実業高＝154・49・経営）
井上 春奈（埼玉栄高＝168・59・商）平17全国高校選抜シングルス3位、平17アジアジュニア選手権日本代
表
堤 桂子（札幌静修高＝166・57・商）
バレーボール部
鈴木 拓郎（山形南高＝184・78・経済）サイド
梅北 成就（岡谷工業高＝190・90・経済）センター、平16全国高校選抜ベスト8
小山田健人（山形南高＝174・70・法）リベロ
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鳩崎 正徳（霞ヶ浦高＝180・78・法）サイド
奈迫 芳樹（宇部商業高＝187・70・経営）サイド
福脇 達也（宇部商業高＝177・65・商）サイド
フェンシング部
佐賀 大輔（合川高＝175・62・経済）サーブル、平17全国高校総体個人フルーレ4位
阪野 弘和（武生商業高＝173・63・経済）フルーレ、平17国体団体3位
森 美奈子（翔陽高＝157・45・経済）フルーレ、平17国体団体8位
木村 昌平（東亜学園高＝172・63・法）フルーレ、平17国体団体優勝
川島 慎（羽島北高＝170・58・法）サーブル
長井 有理（水橋高＝162・56・法）サーブル、平16全国高校選抜団体ベスト8
大馬 義明（今別高＝168・64・経営）フルーレ、平16全国高校総体個人フルーレ5位
新名 竜太（津久見高＝171・62・商）サーブル、平17国体団体8位
阿部 美樹（今別高＝152・47・文）フルーレ、平17ジュニアオリンピックカップ個人フルーレ8位
本間絵里佳（今別高＝159・55・文）エペ
飯塚 唯（聖霊女子短期大学付属高＝152・46・文）フルーレ、平16全国高校総体団体準優勝
ボクシング部
川口 圭（甲府昭和高＝166・51・経済）ライトフライ級
淡路 信吾（王寺工業高＝167・58・商）バンタム級、平17全国高校総体バンタム級3位
外尾 和哉（佐賀工業高＝169・59・商）フェザー級
野球部
山田 章裕（佐久長聖高＝183・77・経済）投手
秋月 翼（佐久長聖高＝176・77・経済）遊撃手
須貝 大輔（金沢高＝192・94・経営）投手、平16選抜高校野球大会出場
中村 翔（中京大学附属中京高＝175・88・経営）一塁手、平16全国高校選手権大会ベスト8
佐藤 一平（常総学院高＝172・65・経営）二塁手、平17選抜高校野球大会出場
小牧 卓央（鹿児島実業高＝180・78・経営）外野手、平16全国高校選手権大会出場
清原 博城（常総学院高＝183・78・経営）外野手、平17選抜高校野球大会出場
北田 亘（酒田南高＝176・70・経営）外野手、平17全国高校選手権大会出場
木村 真幸（木更津総合高＝175・79・商）投手、平15全国高校選手権大会出場
西井 友栄（金足農業高＝181・71・商）投手
湯本五十六（藤代高＝180・74・商）投手、平17全国高校選手権大会出場
中西 良平（ＰＬ学園高＝182・80・商）三塁手
飯倉 茂章（高陽東高＝172・66・商）三塁手、平17全国高校選手権大会出場
林 祐仁（土岐商業高＝184・78・商）三塁手、平17全国高校選手権大会出場
市田 健太（上宮太子高＝170・69・商）外野手
片岡聡二郎（星稜高＝170・72・商）投手、平17選抜高校野球大会出場
ラグビー部
石渡 賢人（國學院大學久我山高＝176・73・経済）ウイング
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茂呂 拓哉（つくば秀英高＝176・74・経済）スタンドオフ
中村 建郎（秋田中央高＝178・115・経営）プロップ
酒井 晃也（秋田中央高＝173・80・経営）フランカー
岩宮 壮（報徳学園高＝180・83・経営）ロック
石橋 健司（報徳学園高＝177・75・経営）センター
古川 賢一（東京農業大学第二高＝175・77・経営）フルバック
川村 慶太（青森工業高＝178・108・商）
プロップ、平17高校日本代表選手、Ｕ－19日本代表
番匠 達也（青森工業高＝176・74・商）スタンドオフ
金光 一生（安芸南高＝178・103・商）プロップ
田村 大輔（江の川高＝175・76・商）センター
牛島 直人（東京高＝171・77・商）フランカー
露木 光（仙台育英学園高＝166・70・商）スクラムハーフ
鳥井 勇希（正智深谷高＝188・95・商）ロック
厨 龍一（天理高＝169・64・商）スクラムハーフ、平16全国高校選抜優勝
陸上競技部
川勝 康正（京都外大西高＝174・53・経済）
田倍 正貴（埼玉栄高＝168・53・経済）平17全国高校駅伝1区8位
前野 佑大（光明学園相模原高＝172・53・経済）
酒井 潤一（久里浜高＝175・60・経営）
嬉野 純平（諫早高＝166・51・経営）
五ヶ谷宏司（専大松戸高＝159・48・経営）
川口 奨志（鎮西学院高＝175・56・商）
黒田 直希（埼玉栄高＝163・55・商）
レスリング部
荒木田進謙（光星学院高＝178・117・経済）平16全日本選手権大会120kg級準優勝、Ｕ－20日本代表、
平16・17全国高校総体・全国選抜大会優勝（2連覇）
佐々木 渉（秋田商業高＝168・68・法）平17国体66kg級5位
浅田 好哉（星城高＝163・56・法）平17全国高校グレコローマン選手権50kg級5位
堀内 智之（三井高＝161・62・法）
馬場祐太朗（島原高＝178・100・経営）平17全国高校総体96kg級準優勝
上迫 博仁（沼津城北高＝175・79・経営）
神山 秀人（広陵高＝165・63・経営）
平川 臣一（三井高＝177・123・商）平17全国高校グレコローマン選手権120kg級3位
中谷 月明（添上高＝173・97・文）平17全国選抜大会96kg級3位
大谷 康太（向上高＝168・55・文）平17国体50kg級3位
渡邊 友哉（飛龍高＝170・71・文）平17全国高校総体66kg級準優勝
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