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学位記授与式（平成２７年３月２３日（月）） 

 

学術研究活動（学部生：成績優秀者） 

総合科学部 藤 城  旭  文 学 部 波多野 瑠璃  教 育 学 部 小澤  郁美 

法 学 部 伊藤 優太  経 済 学 部 森岡  万貴  理 学 部 平野  喬平 

医 学 部 満嶋 マリア  歯 学 部 玉本  詩佳  薬 学 部 宮本 未緒花 

工 学 部 池本 光良  生物生産学部 曽我部 知史 

 

学術研究活動（大学院生） 

・大学院理学研究科博士課程後期  菅原 峻 

第 22 回基礎有機化学討論会において，ポスター賞を受賞した 

・大学院先端物質科学研究科博士課程前期  緋田 安希子 

環境微生物系学会合同大会 2014 で優秀ポスター賞を受賞した 

・大学院医歯薬保健学研究科博士課程  佐々木 勇人 

胆管癌における hENT1,RRM1 発現の研究論文が British Journal of Cancer に掲載された 

 ・大学院工学研究科博士課程前期  木下 拓矢 

SICE Annual Conference International Award Finalist を受賞した 

・大学院工学研究科博士課程後期  Obie Farobie 

化学工学会中国四国支部大学院生発表会優秀発表賞を受賞した 

・大学院生物圏科学研究科博士課程後期  新居 隆浩 

日本家禽学会 2013 年度秋季大会において，日本家禽学会優秀発表賞を受賞した 

 

課外活動 

・体育会剣道部 

中川 澄霞  第 48 回全日本女子学生剣道選手権大会 3 位 

磯邉 夏紀，白石 愛，中川 澄霞，中西 夏希，新濱 華帆，濱本 想子，古田 薫 

第 33 回全日本女子学生剣道優勝大会 女子団体ベスト 8 

・体育会硬式ソフトボール部（男子） 

鎌田 祐介，青垣 圭亮，荒木 一真，岡崎 恭成，尾中 泰晴，小野 弘汰，片岡 真一，

久保 光野，琴岡 隼志，佐藤 優介，庄林 希，新谷 恭平，髙木 遼，辻 天薫， 

典略 真樹，昇 誉也，橋本 卓磨，東浦 友樹，森島 慎也 

文部科学大臣杯第 49 回全日本大学男子ソフトボール選手権大会 ベスト 8 

・体育会陸上競技部 

  綾  里奈  天皇賜盃第 83回日本学生陸上競技対校選手権大会 女子棒高跳 3 位 

金崎 葵   第 38 回全日本競歩能美大会 女子日本学生 20km 競歩 7位 

第 53 回全日本競歩輪島大会 女子全日本 10km 競歩 6 位 

山田 千花  第 53 回全日本競歩輪島大会 女子ジュニア 10km 競歩 7位 

・水中ホッケー 

  高阪 将人，鈴木 悠太，新野 洋平，三田 修平，鎗目 恭平 

第 11 回水中ホッケー日本選手権大会 男子 3位 

・ＤＡＭＡけん 

  濱﨑 晶健  2014 年全日本けん玉道もしかめ選手権大会 一般の部優勝，総合優勝 

里田 優太  Kendama World Cup Hatsukaichi 2014 世界 5 位 



・国際協力研究科 

高阪 将人  第 26 回フィンスイミング日本選手権大会 

シニアの部男子 400m ビーフィン 2 位 

シニアの部男子 1500m ビーフィン 3 位 

 

社会活動 

・OPERATION つながり 

鬼村 はるか，青山 聡，阿部 杏南，阿部野 直緒，アーマッドスブハンヒダヤット， 

安西 優華，石川 太陽，稲山 諒，今川 大樹，祝迫 郁美，岩永 奈々恵，岩永 嘉人，

上江洲 まどか，上畠 さち，遠藤 恵梨花，大塚 侑奈，大橋 俊仁，大畠 吉裕， 

大森 麻由，岡本 紗季，沖中 香里，小倉 萌，鬼村 直生，鬼村 昌志，角田 慎吾，

加藤 稚菜，角口 七月，金子 夕紀，河原 真央，神原 広平，菊永 真帆，葛原 裕恒，

黒高 絵里奈，桑原 桃子，幸田 小麦，小佐井 健士朗，児玉 佳奈美，後藤 未冴， 

小林 美月，酒井 春佳，島 智里，鈴木 裕太，関戸 豪，高木 真登，竹崎 誠司， 

竹宮 遼，田坂 貴浩，伊達 文香，田中 昌平，田中 豊，田中 竜人，田原 唯依， 

千葉 あかり，寺坂 絵里，寺本 芳瑛，徳田 博明，冨吉 亘哉，永井 千晶， 

中内 祥子，中田 桃子，中村 龍太，新居 広大，二宮 彰悟，野仲 真理子， 

橋本 美咲，濱 優太，韓 金航，平田 萌，廣藤 万莉菜，袋井 伸哉，藤尾 春菜， 

古家 優月，前田 修平，前村 友袈，舛田 菜緒，三浦 萌，水野 遥，溝渕 博信， 

三山 まりこ，宮本 拓真，望月 康平，森 千晴，森田 みなみ，安田 祝人， 

山口 智大，山崎 智咲，山下 いずみ，山下 隼，山下 未来，湯川 真司，吉永 美穂，

和田 建駿，渡邊 陽太，綿引 将人 

 東日本大震災の被災地や広島市土砂災害の被災地復興のため，ボランティア活動を行い，

積極的な支援を行った 

・学校心理教育支援室「にこにこルーム」支援員 

永田 結子，安藤 祐里，飯田 紗英，和泉 厚杜，井原 佳奈，大番 柚良，奥村 珠実，

梶原 綾，川口 拓人，北脇 麻衣，久保 慶恵，品川 真穂，新尾 葉月，瀧江 麻未，

田中 紗枝子，田中 稚弥子，西平 由絃，東 和浩，細川 真，柳林 美江，山内 芙美，

吉井 湧人，若崎 望光 

広島市土砂災害で被害の大きかった広島市梅林小学校へ行き，災害により不安を抱える児

童に対し学校生活への支援を行った 


