
令和元年度学生表彰 

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/水野 愛香  ◎文 学 部/河内 澄恵    ◎教 育 学 部/小寺 真由美 

◎法 学 部/千場 勇太  ◎経 済 学 部/廣政 瑠里   ◎理 学 部/沖 和賢 

◎医 学 部/石原 みのり ◎歯 学 部/藤吉 夏妃   ◎薬 学 部/今子 千鶴 

 ◎工 学 部/坂本 真啓  ◎生物生産学部/宮地 夏奈 

 

●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） 

◎ 文学部／林 史華（第 1回全日本学生フランス語プレゼンテーション大会にて優勝） 

 ◎ 歯学部／前川原 思惟子（令和元年度日本歯科医師会／デンツプライシロナスチューデン

ト・クリニシャン・リサーチ・プログラム日本代表選抜大会(SCRP)にて優勝） 

 

●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 

◎ 大学院社会科学研究科博士課程後期／WATANAPONGVANICH SOMTIP（高インパクトファクターの

ジャーナルに論文を 3報採択され，国内外の学界で高い評価を受けた） 

◎ 大学院理学研究科博士課程後期／下山 大輔（SCI 論文を 6 報発表し，複数の学会から複数

回表彰を受けるなど，学界で高い評価を受けた） 

◎ 大学院先端物質科学研究科博士課程後期／山根 悠（学会および論文発表に関する 3件の受

賞，物理系専門誌のトップジャーナルにて原著論文発表，国際学会における招待講演など， 

関連分野の学術研究に多大な貢献をした） 

◎ 大学院医歯薬保健学研究科博士課程／梅田 香苗（環境化学物質の神経毒性評価に関する研

究成果を国際学術論文を 4報発表し，そのうち 1報が日本毒性学会 2019年度ファイザー賞を

受賞し，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後期／福井 昌則（国際学術論文が 3報採録され，また公益財団

法人科学技術融合振興財団第 12 回 FOST 新人賞および GCCE2019 Excellent Student Paper 

Award Outstanding Prize を受賞し，国内外において高い評価を受けた） 

◎ 大学院国際協力研究科博士課程後期／KAKAR KIFAYATULLAH （SCI論文を 6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） 

◎ 大学院統合生命科学研究科博士課程後期／中村 誠（国際学会で 2件の発表を行い，また学

会表彰を受けるなど, 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 

◎体育会空手道部／大澤 錬（第 45回全国空手道選手権大会 組手 一般男子軽量級 3位） 

◎体育会エスキーテニス部／山崎 友梨・下 晴香・伊藤 瑠音・中山 紀香・野中 亜美・佐々

井 真里奈（第 40回全日本エスキーテニス選手権香川大会 一般女子団体 3位） 

◎体育会自動車部／北野 壱歩・角井 達哉・井上 翔太郎（2019全日本学生ダートトライアル

選手権大会 男子団体 1 位），井上 翔太郎（同大会 男子個人 4位），石塚 奏・引頭 知

里（同大会 女子団体 2 位），石塚 奏・引頭 知里（2019全日本学生ジムカーナ選手権大会 



女子団体 1位），村岡 凌・友田 圭亮・北野 壱歩・山本 陸（2019全日本学生自動車運転

競技選手権大会 男子団体の部 4位），村岡 凌（同大会 男子乗用の部 4位），山本 陸（同

大会 男子貨物の部 A 5 位），北野 壱歩（同大会 男子貨物の部 B 4位），引頭 知里（同

大会 女子貨物の部 4位），村岡 凌・友田 圭亮・北野 壱歩・山本 陸・角井 達哉・井

上 翔太郎（2019全日総合杯 男子団体の部 3位），北野 壱歩（同大会 男子個人 5位），

石塚 奏・引頭 知里（同大会 女子団体 2位） 

◎体育会トライアスロン部／山田 和哉（はつかいち縦断みやじま国際パワートライアスロン大

会 2019 個人の部 2位） 

◎体育会軟式野球部／七種 祐宇・北村 達哉・山根 康汰・佐藤 光・宮﨑 航・土屋 淳・ 

江藤 大貴・小川 友輔・妹尾 健心・山本 英一郎・安倍 水晶・平 和音・間地 健太・ 

小野 駿介・尾畑 友哉・古田 天心・津村 光希・坂口 駿斗・大野 龍・出口 琉斗・ 

新野 悠太・茂中 航・平岡 大輝・長尾 海也・大内 健・石橋 京也・石田 和樹・ 

辻 和彦・杉本 光昌・今田 直希・岩本 理沙・占部 美樹・中岡 万尋・横田 凪音 

（第 42回全日本学生軟式野球選手権大会 3位） 

◎体育会ヨット部・女子ヨット部／川口 滉太・加藤 滉大・西村 渚生・住吉 沙和・張 韡・ 

伊藤 さくら・安食 柾志（第 84回全日本学生ヨット選手権大会 国際スナイプ級団体 6位） 

◎心身統一合氣道部／有留 那博・牟田 美慧（第 38回全日本心身統一合氣道競技大会 個人の

部大学部 5位） 

◎DAMAけん／井上 安弘（第 35回日本けん玉協会杯争奪戦 個人総合 3位 個人 20歳代 １

位／第 22 回全日本フリースタイルけん玉選手権大会 2 位／第 35 回全日本学生けん玉選手権

大会 1位／第 1回全日本けん玉年代別選手権 20代の部 3位／第 30回全日本ユースけん玉

選手権大会 総合 3位／第 17回全日本クラス別けん玉道選手権大会 SAクラス 1位） 

◎音楽協議会フェニックス放送／石村 基幸（第 36回 NHK全国大学放送コンテスト本選 朗読部

門 1位） 

◎教育学部・教育学研究科／田村 未緒（第 26回ブルクハルト国際音楽コンクール全国大会 ピ

アノ部門 審査員賞），津田 果林（第 10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），﨑山 莉央（第 9回エリーゼ音楽祭 全国大会 マスター部門 Bコー

ス 金賞），三嶋 莉佳（第 13回べーテン音楽コンクール全国大会 バロックコース（ピアノ）

大学・一般 Aの部 2位），天羽 和香子（同大会 自由曲コース（ピアノ）大学・院生 Aの部 

入選） 

◎工学部／菅原 政行（ヒーローズリーグ 2019 学生リーグ 1位 オレトクリーグ 1位 MAリー

グ 3位） 

 

●その他の活動 

 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 

◎大学院国際協力研究科／石川 太陽（ストックホルム国際青年科学セミナーに日本代表として

派遣され，ノーベル賞授賞式祝宴への参加や研究発表を行った） 

 

 

 

 


