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1 体育会漕艇部 鈴木 亮真
全日本大学ボート選手権における輝かしい戦績獲得を目指し
て：コロナ禍でのチャレンジ

300,000

2 リズミックダンスクラブ 三田 夏未
ダンスと団体活動を通して、人間的成長を促すとともに広島大
学及び地域を盛り上げる。

300,000

3 人間社会科学研究科 河原　剛
社交不安を低減する新しい方法の開発に向けて―注意の解放
に着目して―

30,000

4 スキューバダイビングチーム 大西　瑠美奈　 広島県呉市倉橋島の環境変化に伴う、海洋生物の調査・観察 100,000

5 人間社会科学研究科 松本　佑介
「見る」「支える」スポーツとしてのランニングの魅力を生徒に実
感させ、長距離走嫌いの減少につなげる体育授業の開発

30,000

6 女子硬式ソフトボール部 四方　美那　 女子硬式ソフトボール部初の全国大会を目指して 100,000

7 人間社会科学研究科 山本　一希
自分の身体以外を自分のように感じるには―対象物への身体
イメージの付与効果―

30,000

8 体育会女子バレーボール部 有馬　実咲 サポーターとともに目指す１部リーグ１勝！ 100,000

9 体育会男子バレーボール部 松本　唯良 限られた時間を有効活用し強豪撃破！ 200,000

10 東雲混声合唱団パストラール 森迫　智哉 舞台でしか味わえない一代一度きりの合唱体験を 150,000

11 体育会馬術部 茜　知樹
『広大馬術部で引退競走馬に豊かなセカンドライフを！』～第一
ステップ～引退競走馬を馬術競技へ

450,000

12 体育会トライアスロン部 磯部　健太郎 
トライアスロンを通じ社会で必要な能力及び人間性を育み、トラ
イアスロンの普及に努め中国・四国地方のスポーツを盛り上げ
る。

200,000

13 体育会自動車部 姫宮 拓海
ジムカーナ，ダートトライアル，自動車運転競技(フィギュア)にお
ける全日本大会制覇

250,000

14 交響楽団 楢原　望未 地域とつながる、身近なオーケストラを目指して 400,000

15 アカペラサークルPlaza de España 田中　奈津子　 アカペラサークルPlaza de España Circle live “Magic” 200,000

16 霞アダプテッドスポーツクラブ 関戸　敦史 アダプテッドスポーツの楽しさを普及する活動 200,000

17 体育会剣道部 伊達　圭祐 剣道指導交流を通じて児童と学生の成長を目指す 200,000

18 体育会ヨット部 竹中　彩人 広島大学体育会ヨット部の全日本インカレ総合１０位を目指して 200,000

19 Smiles Production 望月　紀花
インドで子どもの教育支援を　～自分らしい生き方への挑戦を
～

100,000

20 国際医療研究会COCO 橘　雪菜 
医療を中心とした諸問題に関心を抱き、実際に国内外の様々な地域
に赴いて学びを深めることで、グローバルに活躍できる医療人として
の資質を高める。

200,000

21
HUMs (広島大学総合博物館学生ス
タッフ)

鎌田　沙希 
広島大学総合博物館　モバイルミュージアム構想～学生スタッ
フHUMsの挑戦～

100,000

22 広島大学校友会学生チーム 片山　開貴 「広大生とOB・OG，地域，企業をつなぐ架け橋になりたい」 100,000

23 空き家再生プロジェクト 村上 真菜 空き家再生による地域の活性化を目指す 150,000

24 IYAHぼくらの町チーム 西田　和希 「ぼくらの町」づくり〜次代の社会を担う児童・青少年の育成〜 200,000
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25 先進理工系科学研究科 田中　英也
ホウ素(B)，スズ(Sn)を用いた有機合成研究の新展開―教育研
究環境の改善―

50,000

26 体育会アメリカンフットボール部 手塚　悠 
広島大学 アメリカンフットボール部の戦力底上げと全国大会で
の勝利を目指して

250,000

27 IYAH デザインチーム 毛利 佳乃
With／Afterコロナ時代における「たのしくて ためになる」学習体
験のデザイン

150,000

28 水産増殖学研究室 有田　帆乃果
先端技術から見た小さなイカの食べ物―DNA メタバーコーディ
ングを用いたホタルイカの食性解析―

30,000

29 都市・建築計画学研究室 糸島　隆文 久比の家プロジェクト―「食」を通じた互助社会のデザインー 100,000

30 体育会女子ヨット部 高木　菜々子 ヨット部とともに全日本インカレ総合10位の結果を残す 300,000

31 統合生命科学研究科 大下　竜輝 水産重要種アオリイカの資源保全に向けた回遊生態の解明 30,000

32
ボランティア連合
V-profile製作委員会

青木　寧音 多くの学生にボランティア活動を知ってもらうために 100,000

33 理学部 岩崎　慎 新規な金属分子の計算手法の確立 50,000

34 体育会男子バスケットボール部 川畑　颯太郎 地域から愛される強いチーム作り 55,000

35 水産増殖学研究室 宮本　真花
水産物の表示偽装に関する研究 〜水産物のブランド力の維
持・強化に向けて〜

30,000

36 水産増殖学研究室 長谷川　歩杜 アオリイカの産卵生態の解明・人工産卵床の有効性の検証 30,000

37 Kemie 中村　悠真
真に研究者を育てる大学の１要素になろう　〜学生目線の教材
制作を通して〜

30,000

38 水産増殖学研究室 中山　慎太郎 クロダイの性転換に関する研究～オスからメスは本当か～ 30,000

39 社会認識院生グループ 久保　美奈
性の多様性理解を促進するためのアニメーション作成プロジェ
クトー動画を活用した授業実践とその効果検証を通してー

30,000

40 統合生命科学研究科 大中　健嗣
魚類の嗅覚器におけるアミノ酸応答に関する研究 ～魚が強く
感じるにおいとは～

30,000

41 ツキノワグマ研究班 西原　幹朗
東広島市におけるツキノワグマの分布およびその出現予想マッ
プの作製

150,000

42 人間生活教育学 海野　美月
ローズマリーの脳における新規抗炎症機序の解明 〜代替医
療を活用した持続可能な社会実現へのチャレンジ〜

30,000

43 広島大学霞管弦楽団 中田　千優 オーケストラ活動を通じて育まれるコミュニケーション能力 400,000

44 BGC「ジーク」 藤井　麻央 子どもを対象としたボードゲームイベントの実施 150,000

45 IYAH 村松　航也 「自己と社会のwell-being」を実現するリーダーの育成研修 200,000

46 先端歯科補綴学研究室 若松　海燕
SDGs循環型社会に間に合う，地球にも人にも優しいマスクを目指して
―光触媒機能を有するチタンメッシュ膜を担持する新規構造マスクカ
バーの開発ー

30,000

47 先端歯科補綴学 吉賀　ちひろ 
With/Postコロナ社会に向けて安心に口腔衛生状態を評価できるデジ
タル口腔衛生評価法：口腔内スキャナに適した新規黒色歯垢染色液
の開発

30,000

48 広島大学ソフトテニス教室 横川　知司　
地域の子どもたちにソフトテニスの楽しさを伝えたい―広島大
学ソフトテニス教室―

100,000
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49 総科星空観測会 郭 琳佳　
宇宙と自然で想像力と感性を磨こう　～有名スポットで天体観
測～

30,000

50 総合科学部 鈴木 毅朋
―賀茂学園都市の発展のためにー日本の学園都市の在り方
と、西条との違いとは？！

30,000

51 日本語村 張　星　
広島大学　外国人留学生の入口・出口戦略整備チャレンジ事
業

50,000

52 教育学部第２類社会系コース 西屋　優人 『全国原爆関連碑マップ』の作成と平和学習の教材開発 30,000

53 体育会ソフトテニス部 中川　雄貴 国立の星となれ～広島大学ソフトテニス部王座への挑戦～ 200,000

54 書道部 長塚　祐輝 書道部の活動を通じて、日本の伝統を感じ広める。 150,000

54件 7,165,000

（1件辞退）


