
令和元年度 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 

 ○体育会アメリカンフットボール部／須﨑 威人・赤間 大生・前田 哲平・田端 紘大・ 

岡本 祐典・車木 幸貴・宮井 雄大・藤 雅仁・為広 龍平・岡本 博瑛・永井 駿也・ 

田伏 真隆・檀浦 豪・西本 亘輝・萩原 裕基・秋田 純吾・倉岡 渉・三輪 雄太郎・ 

今村 悠希・口石 泰広・北口 滉大・千鶴 恵史・河合 優介・石井 雅規・山下 蓮・ 

松浦 和哉・橋本 裕輝・渡辺 優士・園田 雄斗・片山 諒哉・西原 平修・手塚 悠・ 

安藤 武史・久保 英毅・林 悠斗・尾上 涼太・宮本 健吾・野路 遥希・中村 弦詩・ 

山本 晴日・島田 修弥・佐々木 悠吾・木下 文人・石川 陸・島田 光莉・北原 有理沙・ 

田中 乃麻・池上 こまち・春野 月那・鬼岡 亜雄人・畔津 泰成（2019中四国学生アメリ

カンフットボール秋季リーグ 一部リーグ 優勝） 

○体育会空手道部／秋山 芽祈（第 44回中四国学生空手道選手権大会 女子組手個人 優勝） 

○体育会弓道部／木村 拓海（第 25回中四国学生弓道新人戦 男子個人 優秀射士賞）， 

坂井 直矢・海塚 収英・木村 拓海・小林 翔・濵上 直也・福永 祥士・藤原 優・ 

松﨑 弘哉・宮地 悠馬・宮本 一輝（第 52回中国学生弓道競技大会 男子団体 優勝）， 

畠本 健・海塚 収英・木村 拓海・福永 祥士・小田原 亜久里・藤原 優・松﨑 弘哉・

宮本 一輝・蛭子 龍真・仲井眞 充輝（第 65回中四国学生弓道選手権大会 男子団体 優勝）， 

海塚 収英（同大会 優秀射士賞），松﨑 弘哉（同大会 最高的中者賞） 

 ○体育会剣道部／下宮 朋華・糸原 裕佳・安方 菜々美・樽本 有貴・忠政 実来・濱 美月・ 

椎井 えりか（第 46回中四国女子学生剣道優勝大会 女子団体 優勝），下宮 朋華（同大会 

最優秀選手賞），糸原 裕佳（同大会 優秀選手賞），石飛 朱萌・椎井 えりか・中井 紅葉 

（第 39回中四国学生剣道新人大会 女子団体 優勝），椎井 えりか（同大会 最優秀新人賞） 

○体育会自動車部／谷原 空・甲斐 陶弥（2019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） 

○体育会柔道部／下山 智大（第38回中国四国学生柔道体重別選手権大会 男子81kg級 優勝），

古田 直也（同大会 男子 73kg級 優勝），古川 巧（同大会 男子 66kg級 優勝）， 

 島谷 真央（第 35回中四国学生女子柔道体重別選手権大会 女子 48kg級 優勝）， 

 古田 直也（2019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 73kg級 優

勝） 

 ○体育会準硬式野球部／沖田 和謙・森岡 拓洋・渡部 亮太・中田 凌輔・中谷 建介・ 

  竹本 尚平・大平 将也・成瀬 将太郎・小澤 春紀・下岡 稔・明地 省吾・藤田 大智・ 

  柳元 希将・山鹿 力揮・多田 隼希・大本 恵美子・平松 快・爲國 誠太・津村 風太・ 

山本 峻平・河口 野歩・米倉 良祐・三阪 恵太・土井 翼・井手 亮太・砂田 悠太・ 

岡野 恵貴・鍵廣 圭冴・小塚 訓平・平岡 銀河・熊本 奈那子・近沢 菜々子・ 

寺西 千春（2019中国地区大学準硬式野球春季大会第一部・優勝） 

明地 省吾・山鹿 力揮・多田 隼希・平松 快・土井 翼・砂田 悠太・中谷 建介・ 

大平 将也・成瀬 将太郎・津村 風太・山本 峻平・河口 野歩・岡野 恵貴・鍵廣 圭冴・ 

小塚 訓平・平岡 銀河・寺西 千春・鎌田 悠太郎・塚本 大介・廣田 唯了・石川 隆一・ 

鈴木 新一朗・柴田 真太朗・浦野 拓海・熊野 聖華（2019中国地区大学準硬式野球秋季大

会第一部・優勝） 

 ○体育会卓球部／杉原 竜誠・片上 聡一朗（第 70回中国学生卓球選手権秋季大会 男子ダブル

ス 1位） 



○体育会トライアスロン部／倉原 未波（日本学生トライアスロン選手権中国四国地区予選 学

生の部 1位） 

 ○体育会水泳部／檀浦 朋恵（第 50回中国四国学生選手権水泳競技大会 女子 200ｍバタフライ 

1 位），多田 映仁（同大会 男子 200ｍ背泳ぎ 1 位），檀浦 朋恵（第 66 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 5位），林 圭亮（同大会 男子 400ｍ自由形 8

位） 

○体育会漕艇部／宮本 晃希・松口 海人（第 63回中国学生ボート選手権大会 男子ダブルスカ

ル 優勝） 

○体育会ソフトテニス部／眞玉 一成（第 21回中国学生ソフトテニスシングルス選手権大会 男

子シングルス 優勝） 

 ○体育会馬術部／岩田 浩紀・栗原 直人・菊池 浩矢・石本 和輝・奥村 晃太・村田 光平・ 

才迫 明日香・西原 幹朗・吉見 太佑・工藤 零也・森川 綾子・渡邉 優那（第 21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 学生賞典馬場馬術競技 1 位 

総合馬術競技馬場馬術 1位），栗原 直人（同大会 学生賞典障害飛越競技 1位 馬場馬術

競技 L1課目 1位 最優秀選手），才迫 明日香（同大会 馬場馬術競技 A3課目 1位 馬場

馬術競技 A4課目 1位 小障害飛越競技 D 1位） 奥村 晃太（同大会 小障害飛越競技 B 1

位 最優秀選手），岩田 浩紀・栗原 直人・菊池 浩矢・石本 和輝・奥村 晃太・ 

才迫 明日香・西原 幹朗・吉見 太佑・工藤 零也・森川 綾子・渡邉 優那・村田 光平・

牧 史菜・荒川 竜芳・神門 裕季・今 雪乃・佐々木 咲・下谷 祐貴・西野 宗一朗・ 

西村 咲野・林 悠太郎（第 33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 総合馬術競技馬場馬術 1 位 最優秀選手），村田 光平（同大会 馬場馬術競技 A4 課

目 1位），吉見 太佑（同大会 小障害飛越競技 B 1位） 

 ○体育会男子・女子バスケットボール部／村上 碧・香川 由実・森元 莉子・安部 未来子・ 

塩崎 夏実・稲垣 伽穂・浜瀬 未夢・石原 佳歩・岩佐 彩花・池田 恵那・三木 知春・ 

西山 奈那・京免 七海・冨永 紗代（第 45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），岩佐 彩花（同大会 女子最優秀選手賞 女子 3P王），垣尾 舟汰・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・高良 沙央・片岡 和樹・ 

富山 陽太・山本 草大・髙橋 駿・益満 飛翔・小原 優斗・上久保 冬野（第 11回中国大

学バスケットボール新人大会 男子 優勝），川原 嘉仁（同大会 男子最優秀新人賞） 

 ○体育会ヨット部・女子ヨット部／山田 崇資・光安 歩真・住野 有理・藤原 成道・ 

冨山 遼・柳 旺志（2019年度中四国学生ヨット選手権大会 国際 470級 団体 優勝） 

山田 崇資・冨山 遼（同大会 国際 470級 個人 優勝），平瀬 健登（同大会 国際スナイ

プ級 団体 優勝），山田 崇資・光安 歩真・住野 有理・藤原 成道・冨山 遼・柳 旺志

（第 69回中国学生ヨット選手権大会 国際 470級 団体 優勝，総合団体 優勝）， 

山田 崇資・冨山 遼（同大会 国際 470級 個人 優勝），平瀬 健登（同大会 国際スナイ

プ級 団体 優勝）， 

○体育会陸上競技部／木戸 恵理（第 73回中国四国学生陸上競技対校選手権大会 女子 400ｍ 1

位），関 菜都美（同大会 女子砲丸投 1位），石川 稜将（第 42回中国四国学生陸上競技選

手権大会 男子十種競技 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 

○音楽協議会フェニックス放送／藤木 結子（第 36回 NHK全国大学放送コンテスト アナウンス

部門 8位以内） 

○総合科学部／鍋谷 太朗（第 101回中四国学生将棋大会 個人 優勝） 



 

●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 

 ○ボランティア団体アイリス／勝部 知早野・中西 咲貴・原 ゆうみ・東條 太則・ 

鍋谷 太朗・西垣 魁人・京谷 竜輝・後藤 洋介・謝花 栞里・中島 樹・倉本 一輝 

（2019 年台風 19 号等の災害に際し，被災地支援活動を実施し，西日本豪雨災害による被災地

では，継続的にボランティア活動を行い，復旧・復興に貢献した。また，大学祭等で防災啓発

活動を実施した。） 

○学生ボランティア団体 OPERATIONつながり／宮下 純平・奥村 尚也・各務 達郎・ 

片野 裕貴・山本 裕貴・安藤 実彩・石崎 花奈・石原 英尚・上村 莉久・桑本 真衣・ 

新和田 未来・竹谷 尚子・橋口 夏美・繁田 京ノ輔・平山 愛佳・新宅 隆典・ 

野上 侑聖・水谷 朱里・毛利 彩香・石田 泰夫・大西 瑠美奈・川添 彩楓・志方 宥紀・ 

田辺 航太・中井 友莉・平村 文実・藤岡 瞬・藤村 颯（西日本豪雨災害に際して，農地

復旧ボランティア活動や被災地の仮設住宅での支援活動を継続的に行い，被災地の復旧・復興

に貢献した。） 

 ○大学院教育学研究科／川俣 優・渕上 美海・水野 佑香（西日本豪雨災害に際し，臨床心理

士養成大学院に就学しながら身に着けた心理臨床家の専門技術を活用し，被災者のこころに寄

り添う活動，特に母子支援活動を継続的に実施し，被災地の復興に貢献した。） 

○ピアサポートルーム／小澤 郁美・李 海山・勝部 知早野・小林 春輝・石田 紀香・ 

高橋 香奈（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

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。） 

  

 

●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 

 ○総合科学部／川村 優佳（HiBiS インターネットビジネスフォーラム 最優秀賞 中国総合通

信局長賞 ICTビジネス研究会キャンパス賞 fabbt賞， ひろしまベンチャー助成金 ひろし

まヤングベンチャー賞 金賞） 

 


