
平成 30 年度学生表彰 

広島大学は，学術研究活動，課外活動，社会活動等において特に顕著な成績・功績を挙げた学生

を表彰しています。 

 

【学生表彰】 

●学術研究活動（学部生） 

学部ごとに，卒業する学生の中から原則 1人の「成績優秀者」を選定 

◎総合科学部/今村 優花  ◎文 学 部/小糸 咲月    ◎教 育 学 部/柴山 尚久 

◎法 学 部/副島 由貴  ◎経 済 学 部/吉松 和成   ◎理 学 部/原田 健太郎 

◎医 学 部/深尾 昂史  ◎歯 学 部/古舘 沙羅   ◎薬 学 部/小島 崇路 

 ◎工 学 部/則行 弘喜  ◎生物生産学部/原田 梨花 

 

●学術研究活動（学部生：専門領域において国内外の学界で高く評価される研究実績をあげた者） 

◎  総合科学部／片山  春菜（ World Conference on Applied Science, Engineering and 

Technology において Best Research Paper Presentation を受賞し，学界で高く評価され，

その業績から日本学生支援機構優秀学生顕彰学術分野大賞を受賞した） 

 ◎ 教 育 学 部／早田 日向子（第 12 回ベーテン音楽コンクール全国大会 自由曲コース大

学・院生 Aの部 1位） 

 ◎ 歯 学 部／髙木 ひかる（第 66 回国際歯科研究学会日本部会総会・学術大会の Joseph  

Lister Awardで 1位を受賞した） 

 

●学術研究活動（大学院生） 

研究論文，研究業績等が国内外の学界において特に高い評価を受けた者 

◎ 大学院教育学研究科博士課程後期／吉原 和明（日本産業技術教育学会において，優秀研究

発表賞を受賞した） 

◎ 大学院理学研究科博士課程後期／鬼塚 侑樹（研究テーマである「有機アミン類の光化学機

構の解明」に関して，複数の学会からそれぞれ複数回表彰を受けるなど，学界において高い

評価を受けた） 

◎ 大学院医歯薬保健学研究科博士課程／本間 りりの（消化管癌における転写超保存領域の発

現・機能解析に関する研究業績が国内外において高い評価を受けた） 

◎ 大学院工学研究科博士課程前期／森山 教洋（SCI 論文を 3 報発表し，国内外の学会で表彰

を受けるなど，学界で高い評価を受けた） 

◎ 大学院工学研究科博士課程後期／榎 俊昭（SCI 論文を 5 報発表し，国内外の学会で表彰を

受けるなど，学界で高い評価を受けた） 

◎ 大学院生物圏科学研究科博士課程後期／SANCHEZ SILVA LUIS GUSTAVO（頭足類の集団遺伝に

関する研究でインパクトファクターの高い学術論文を含め，5 報の論文執筆に携わり，関連

分野の学術研究に多大な貢献をした） 

◎ 大学院国際協力研究科博士課程後期／TRUONG NGOC MINH（生物活性及び医薬活性を調査する

中で新規物質を発見し，SCI 論文を 5 編・国際学術誌に 2 編発表・投稿するなど，学界で高

い評価を受けた） 

 

●課外活動 

 体育系：「全国規模の競技会での入賞及びそれに準じる成績」以上の成績を収めた者 

 文化系：「全国規模のコンクール等での高い評価及びそれに準じる評価」以上の評価を得た者 

◎体育会自動車部／西村 優輝・竹村 穣・比嘉 龍輝（平成 30年度全日本学生ダートトライア

ル選手権大会 男子の部団体 2位），西村 優輝（同大会男子の部個人 6位），西村 優輝 



・竹村 穣・比嘉 龍輝・黒田 元貴（平成 30年度全日本学生自動車運転競技選手権大会 男

子団体の部 5位），比嘉 龍輝（同大会男子乗用の部 A 3位） 

◎体育会柔道部／磯﨑 佳歩（ASIAN JUDO OPEN HONG KONG 2018 女子個人 78kg 超級 3位） 

◎体育会女子サッカー部／齋原 みず稀・長野 栞奈（第 73回国民体育大会 サッカー競技（女

子） 5位） 

◎体育会漕艇部／野口 皓平（第 40回全日本軽量級選手権大会 男子シングルスカル 7位，第

45回全日本大学選手権大会 男子シングルスカル 2位） 

◎体育会トライアスロン部／倉原 未波（第 33回天草宝島国際トライアスロン大会 一般女子総

合 1位，ITUトライアスロンワールドカップ エイジ部門 24歳以下女子 2位） 

◎体育会陸上競技部／安田 夏生（第 102回日本陸上競技選手権大会混成競技 女子七種競技 7

位，天皇賜杯第 87回日本学生陸上競技対校選手権大会 女子七種競技 6位），尾﨑 雄祐（天

皇賜杯第 87回日本学生陸上競技対校選手権大会 男子 400mH 8位） 

◎心身統一合氣道部／大野 里歩・柳澤 宏郁（第 37回全日本心身統一合氣道競技大会 個人の

部大学部 5位），平岡 由樹子・有留 那博（同大会 個人の部大学部 6 位），柳澤 宏郁・

栗原 佑介・牟田 美慧・有留 那博・坂田 龍馬・新谷 亜季（同大会 団体の部大学部 銀

賞） 

◎DAMA けん／井上 安弘（第 34 回全日本学生けん玉選手権大会個人 優勝，第 7 期けん玉全日

本名人戦 1 位，第 40 回全日本けん玉道選手権記念大会 4 位，世界けん玉道選手権大会 3

位，2018年第 43回全日本けん玉道もしかめ選手権大会全国総合 4位） 

◎教育学部・教育学研究科／田村 未緒（第 63回西日本国際音楽コンクール 西日本新聞社賞，

第 28 回日本クラシック音楽コンクール全国大会 ピアノ部門大学女子の部 5 位），渡部 亜

美（第 9 回ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan 全国大会大学 A 部門 銅賞，第 12 回

ベーテン音楽コンクール全国大会 自由曲コース大学・院生 Aの部 ベスト 10 賞），中村 夏

実（第 12 回ベーテン音楽コンクール全国大会 自由曲コース大学・院生 A の部 2 位），髙橋 

茜（第 20回さくらぴあ新人コンクール 2位，第 5回東京国際ピアノコンクール 大学生部門 

2位，第 28回日本クラシック音楽コンクール全国大会 ピアノ部門大学女子の部 5位），坂田 

真保（2018年度第 19回大阪国際音楽コンクール ピアノ部門 Age-U 入選，第 12回ベーテン

音楽コンクール全国大会 自由曲コース大学・院生 Aの部 入選，同大会バロックコース大学・

一般 Aの部 5位），中村 美友（第 5回東京国際ピアノコンクール 大学生部門 審査員賞） 

◎工学研究科／魚森 稜也（BOUN URBANSCAPE DESIGN CONTEST 2018 Honorable Mention，第 25

回ひろしまベンチャー助成金事業 ひろしまヤングベンチャー大賞，FAB 3DCONTEST 2018 最

優秀賞） 

 

●社会活動 

 ボランティア活動，人命救助，犯罪防止，災害防止等の社会活動で特に顕著な功績があった者 

◎アイリス／勝部 知早野・中西 咲貴・原 ゆうみ・西垣 魁人・阪本 健吾・京谷 竜輝・

小野 晴香・鍋谷 太朗・後藤 洋介（西日本豪雨災害に際し，呉市社会福祉協議会に協力し，

ボランティアセンターの運営補助や学生ボランティアの派遣，避難所・仮設住宅での支援活動

を行い，被災地の復旧・復興に貢献した） 

◎学生ボランティア団体 OPERATION つながり／安藤 実彩・石川 太陽・石崎 花奈・石田 紀

香・石原 英尚・上村 莉久・大槻 竜也・奥村 尚也・各務 達郎・片野 裕貴・兼折 美

帆・岸本 和美・京谷 竜輝・桑本 真衣・後藤 優奈・島田 聖瑠・新宅 隆典・新和田 未

来・高橋 智・武友 優歩・竹谷 尚子・土橋 昂大・塘中 遼太・仲座 希咲・中村 拓真・

中村 日菜子・中山 耕太郎・成尾 春輝・南木 望・野上 侑聖・橋口 夏美・原田 あか

ね・繁田 京ノ輔・平山 愛佳・前田 修平・前田 千澄・水谷 朱里・宮下 純平・毛利 彩

香・森岡 まどか・森川 史也・矢野 琢真・山田 謙太郎・山根 綾夏・山本 裕貴（西日



本豪雨災害に際し，東広島市社会福祉協議会に協力し，広大生ボランティアの継続的派遣やボ

ランティアセンター運営の補助活動を行い，被災地の復旧・復興に貢献した） 

◎学生団体 mahoLabo・ドットジェイピー／宮迫 大樹・中村 翔太・冠野 雅人・佐藤 歩・土

田 野乃子・西岡 真二・平原 由羽・武本 裕紀・加藤 愛菜・西田 美音・日高 朗・藤

井 結子（西日本豪雨災害による道路寸断で，東広島市内で立ち往生した車両のドライバー支

援のため，いち早く食料支援を呼びかけておにぎりなどの差し入れを行い，困っている方々へ

の支援に尽力した） 

◎広島大学国際医療研究会 COCO／阿瀬 雅己・沖本 昂祐・美野 正彰・岡 祐一朗・川浪 美

希・角 美里・山田 夏海・大谷 英里香・杉村 泰・大本 優花・関口 恵理・大塚 輝生・

山本 里佳子・梶江 亜未・西森 千紗（西日本豪雨災害に際し，霞キャンパスを中心に学生

ボランティアの募集・派遣活動を継続的に行い，被災地の復旧・復興に貢献した） 

 ◎医歯薬保健学研究科／藤野 智恵里（西日本豪雨災害に際し，広島県薬剤師会の災害派遣薬剤

師として避難所の衛生管理や避難者の体調管理などの支援を行い，派遣後に作成した活動報告

書が広島県薬剤師会で高く評価され，災害派遣薬剤師の重要性を広めるきっかけを作った） 

 

●その他 

 その行為が社会的に高く評価され，本学学生の模範となりうる者 

[該当者なし]  

 


