
平成 30 年度 副学長表彰 

 学生の課外活動の活性化及び社会活動の推進のため，表彰に値する功績を挙げた学生を副学長（学

生支援担当）が表彰をしています。（学生表彰（学長による表彰）に該当するものは除く） 

 

●課外活動（体育活動） 

ブロック規模（西日本大会，中国・四国地区大会，中国地区大会）の競技会での優勝者 

 ○体育会弓道部／東田 彩音・平野 利奈・池田 菜優美・犬伏 彩月・鈴木 香苗（第 51回中

国学生弓道競技大会女子団体・優勝），外薗 克啓（同大会男子個人・優勝），東田 彩音・平

野 利奈・池田 菜優美・西 優花・猪原 絢音（第 64回中四国学生弓道選手権大会女子団体・

優勝），外薗 克啓（同大会男子個人・優勝） 

 ○体育会自動車部／西村 優輝・比嘉 龍輝・竹村 穣（2018全中四国学生ジムカーナ選手権大

会男子団体の部・1位），西村 優輝（同大会個人の部・1位），西村 優輝・比嘉 龍輝・竹村 

穣（2018全中四国学生ダートトライアル選手権大会団体・1位），比嘉 龍輝・村岡 凌・黒田 

元貴・北野 壱歩（2018全中四国学生自動車運転競技選手権大会男子団体の部・1位），比嘉 龍

輝（同大会男子乗用の部・1位），黒田 元貴（同大会男子貨物の部・1位），石塚 奏・引頭 知

里（同大会女子団体の部・1位），石塚 奏（同大会女子乗用の部・1位），引頭 知里（同大会

女子貨物の部・1位） 

○体育会柔道部／戸成 一貴・西村 和馬・長岡 駿・森政 賢二・下山 智大・守田 頌・靏

本 健太（第 60回全国国立大学柔道優勝大会男子団体・5位），下山 智大（平成 30年度全日

本ジュニア柔道体重別選手権大会中国地区予選会男子 81kg級・1位） 

 ○体育会準硬式野球部／山田 耕平・魚見 知志・藤岡 晃平・林 省吾・山本 球道・和田 岳・ 

葉山 奨・三宮 知大・丸山 尚起・渡部 亮太・原 稜祐・森岡 拓洋・安谷屋 正貴・内

田 旭・末廣 隼一・中田 凌輔・藤田 大智・井手 亮太・寺内 莉子・江上 舞香（2018

中国地区大学準硬式野球春季大会第 1部・優勝） 

 ○体育会水泳部／長尾 海香（第 53回中国四国学生水泳選手権大会女子 200m平泳ぎ・1位），多

田 映仁（同大会男子 100m平泳ぎ・1位），檀浦 朋恵（第 65回全国国公立大学選手権水泳競

技大会女子 200mバタフライ・6位），長谷川 遼・井尻 大晴・森川 滉介・安芸 祐作(同大

会男子 400mフリーリレー・8位)，安芸 祐作（同大会男子 200m個人メドレー・8位） 

○体育会漕艇部／宮本 晃希（第 62回中国学生ボート選手権大会男子シングルスカル・優勝），

立尾 幸輝・松口 海人（同大会男子ダブルスカル・優勝），野口 皓平・宮本 晃希（第 29

回加古川レガッタ（関西学生秋季選手権）男子ダブルスカル・優勝） 

 ○体育会ソフトテニス部／田村 淳・橋谷 和樹・三代 光汰・難波 拓夢・眞玉 一成・浅野 

祐太・岡田 朋樹・山田 雄太（第 40回中国学生ソフトテニスリーグ戦大会男子一部リーグ・

優勝） 

○体育会男子・女子バスケットボール部／石原 夏帆・谷頭 歩・前岡 朋菜・稲垣 伽穂・塩

崎 夏実・森元 莉子・安部 未来子・香川 由実・村上 碧・岩佐 彩花・池田 恵那・浜

瀬 未夢・石原 佳歩・三木 知春・西山 奈那（第 44回中国大学バスケットボール選手権春

季優勝大会女子・優勝），石原 夏帆（同大会女子・最優秀選手，3P王），池田 恵那（同大会

女子・得点王），岩佐 彩花（同大会女子・リバウンド王），吉岡 慶亮・植田 剛・阿部 紘

平・吉良 知将・國島 領紋・古谷 寿樹・福永 涼太・若林 克敏・伊藤 誠也・大道 拓

将・村上 凌・塚元 晟矢・川原 嘉仁・越智 啓文・早田 匡毅・平 将輝・北口 耕平・

山村 竜太郎・和田 勝太・小畑 龍太郎（第 10回中国大学バスケットボール新人大会男子・

優勝），吉岡 慶亮（同大会男子・最優秀新人賞），岩佐 彩花・池田 恵那・浜瀬 未夢・石

原 佳歩・三木 知春・西山 奈那（同大会女子・優勝），岩佐 彩花（同大会女子・最優秀新

人賞） 

 ○体育会馬術部／岩田 浩紀・石橋 愛実・岩室 徳成・加藤 大輔・髙橋 梨花・藤本 美加・



藤原 一貴・菊池 浩矢・栗原 直人・塩川 博之・棚井 ゆりか・宮越 衣緒里・赤松 輝

哉・石本 和輝・奥村 晃太・末本 研吾・西原 幹朗・村田 光平・吉見 太佑・才迫 明

日香・重松 智穂美（第 20回春季中国四国地区学生馬術大会・総合優勝），岩田 浩紀（同大

会・最優秀選手），岩田 浩紀（同大会学生賞典馬場馬術競技・1 位），石橋 愛実（同大会学

生賞典障害飛越競技・1位），岩田 浩紀・石橋 愛実・岩室 徳成・加藤 大輔・髙橋 梨花・

藤本 美加・藤原 一貴・菊池 浩矢・栗原 直人・宮越 衣緒里・石本 和輝・奥村 晃太・

西原 幹朗・村田 光平・吉見 太佑・才迫 明日香・荒谷 舞波・伊勢田 桃子・工藤 零

也・菊地 颯太朗・牧 史菜・森川 綾子・渡邉 優那（第 32回夏季中国四国地区学生馬術大

会・総合優勝），岩田 浩紀（同大会・最優秀選手），岩田 浩紀（同大会学生賞典障害飛越競

技・1位），栗原 直人（同大会学生賞典複合競技・1位） 

 ○体育会陸上競技部／尾﨑 雄祐（第 72 回中国四国学生陸上競技対校選手権大会男子 400mH・1

位），小武海 泰士（同大会男子 10000mW・1 位），安藤 はるな（同大会女子棒高跳・1 位），

安田 夏生（同大会女子七種競技・1 位），藤原 駿也（秩父宮賜杯第 71 回西日本学生陸上競

技対校選手権大会男子走幅跳・1 位），小武海 泰士（第 41 回中国四国学生陸上競技選手権大

会男子 10000mW・1位），糴川 礼菜（同大会女子 10000mW・1位），安藤 はるな（同大会女子

棒高跳・1位），村上 遥菜（同大会女子やり投・1位），安田 夏生（同大会女子七種競技・1

位） 

 

●課外活動（芸術・文化活動） 

ブロック規模（西日本大会，中国・四国地区大会，中国地区大会）のコンクール等での最も高

い評価を得た者 

 [該当者なし] 

 

●課外活動（ボランティア活動） 

ボランティア活動を行い，学内外において多大な貢献をしたと認められる者 

 ○もくば元気塾サポーターズチーム／石塚 頌・木村 早紀子・三瀬 周・堀本 祥平・原田 夏  

実・北山 佳恵・早田 菜々子（NPO法人子育てネットゆめもくばの主催する「もくば元気塾」

において，子どもたちの学習を支援する活動に継続的に参加し，その学習支援活動に多大な貢

献をした。） 

 ○ピアサポートルーム／成田 宏健・阿部 祐也・武友 優歩・平井 絵梨・川﨑 のぞみ・森

本 真衣・今村 優花（広島大学ピアサポートルームにおいて，ピアアドバイザーまたはピア

サポーター（ボランティア相談員）として積極的にその活動に参加し，相談および運営活動を

発展させるとともに，後輩の学生を指導し，学生ボランティアとしての範を示した。） 

 ○工学部・工学研究科／新納 与祉木（課外活動において，料理を通じて地域の魅力を伝える活

動を行い，地域社会を支える住民と学生とをつなぐ活動に貢献した。），菅原 優志・野口 寛

貴・塚野 裕太（西日本豪雨災害による交通網寸断時に，交通結節点の渋滞状況について調査

や情報発信をし，二次災害防止や大学手配バスの輸送体制の妥当性・有効性の確認に多大な貢

献をした。） 

 

●課外活動（その他） 

体育活動，芸術・文化活動，ボランティア活動における副学長表彰と同等以上の表彰に値する

行為等があった者 

  [該当者なし] 

 


