
令和３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／石井 雅規・山下 蓮・松浦 和哉・渡辺 優士・園田 雄

斗・島田 修弥・片山 諒哉・西原 平修・手塚 悠・安藤 武史・林 悠斗・尾上 涼太・

木下 文人・宮本 健吾・野路 遥希・中村 弦詩・山本 晴日・藪内 脩史・三島 涼世・

畔津 泰成・鬼岡 亜雄人・松岡 珠希・山原 大毅・池上 こまち・春野 月那・太田 駿

介・大迫 智也・川上 尚也・吉村 太貴・安永 望・武居 栞・橋本 佳奈（中四国学生ア

メリカンフットボール秋季リーグ戦2021 優勝） 
○体育会馬術部／荒川 竜芳（全日本学生馬術大会2021予選 学生賞典馬場馬術競技予選 1位，

中障害飛越競技D予選 1位），工藤 零也（全日本学生馬術大会2021予選 学生賞典障害飛越

競技予選 1位，学生賞典総合馬術競技予選 1位，第34回夏季中国・四国地区学生賞典馬術大

会 兼 第2回夏季中国・四国地区学生馬術大会 個人 最優秀選手），荒川 竜芳・工藤 零

也・西野 宗一朗・神門 裕季・林 悠太郎・茜 知樹・淺輪 一成・内田 那々子・佐々木 

美緒・清水 香月・廣瀬 雅惠・宮崎 詩織・大村 昇平・垣内 美洋・鎌谷 陽菜子・北川 

翔・白井 心大・竹田 仁実（第34回夏季中国・四国地区学生賞典馬術大会 兼 第2回夏季

中国・四国地区学生馬術大会 団体 総合優勝） 
○体育会柔道部／松森 秀磨（2021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 

男子の部 73kg級 1位，第40回中国四国学生柔道体重別選手権大会 男子73kg級 優勝） 
○体育会硬式庭球部／大村 駿斗（2021年度春季中国四国学生テニス選手権大会 男子シングル

ス 優勝），大村 駿斗・吉井 恵三（2021年度春季中国四国学生テニス選手権大会 男子ダ

ブルス 優勝），梅林 咲甫（2021年度夏季中国四国学生テニス選手権大会 女子シングルス 

優勝） 
○体育会陸上競技部／大舘 侑弥（第75回中国四国学生陸上競技対校選手権大会 男子400mハ

ードル 1位），稲熊 詩帆（第75回中国四国学生陸上競技対校選手権大会 女子三段跳び 1
位），日置 智則・加藤 嵩大・三村 剛輝・大舘 侑弥（第75回中国四国学生陸上競技対校

選手権大会 男子4×400mリレー 1位） 
○体育会漕艇部／松口 海人・鈴木 亮真（第65回中国学生ボート選手権大会 男子ダブルスカ

ル2000m 1位）・緒方 琢人・近藤 駿佑・佐藤 僚哉・三苫 隆翔・大村 晃弘（第65回中

国学生ボート選手権大会 男子舵手付きフォア2000m 1位） 
○体育会フットサル部／音野 郁朗・柏 康揮・佐藤 奏・諏澤 侑汰・伊逹 春人・人見 夏

輝・芳野 航太・栢場 晴隆・寺田 柊太・中田 航人・森本 陸・箆津 輝・福島 安悠花・

上野 優馬・岡﨑 雄大・植田 悠大・小柳津 航希・徳間 将汰・西本 光暉・印南 慶太・

葛山 智也（第17回全日本大学フットサル大会 中国地域大会 男子 優勝） 
○体育会ソフトテニス部／中川 雄貴・山田 那帆斗（第65回中国学生ソフトテニス優勝大会 

男子ダブルス 1位） 
○体育会男子バスケットボール部／北口 耕平・大道 拓将・塚元 晟矢・早田 匡毅・小畑 龍

太郎・片岡 和樹・山本 草大・小原 優斗・福岡 大和・三村 力斗・川畑 颯太郎・稲田 

隼輝・井上 学・箸野 照昌・大福谷 和馬（第47回中国大学バスケットボール選手権春季優

勝大会 ブロック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 
 ○広島大学アカペラサークルPlaza de España／景山 雄斗・佐藤 歩・四俣 力・秀島 裕基・

GANKHUYAG ERDENESOLONGO・宮岡 大（第10回A capeella Spirits全国大会中国・四

国ブロック最終予選 優勝 reVoice） 
 ○広島大学吹奏楽団／小島 巧・生駒 柚月・上中 蒼也・杉谷 美咲・石山 愛弓・松下 結

衣・岡村 光・佐藤 豪太・平山 未侑・福原 純也・廣藤 澄夏・森 京香・柳生 佳乃・

宇田川 優衣・髙田 夏妃・廣渡 結衣・吾郷 紫音・有馬 杏子・今村 優子・菊地 颯太・

戸﨑 夏帆・阿久沢 奏太・齊藤 詩織・田中 俊伍・長谷川 木香・羽根 舞幸・馬場 由

紀乃・西久保 悠也・野木 彩加・福原 穂果・吉田 里緒・西浜 優衣・安藤 清佳・土本 

貴大・本田 京香・中村 岳・大谷 彩子・藤井 優奈・千葉 悠真・中名 直人・長尾 知

香・前嶌 智華子・田口 未稀・河野 真也・古田 健・河原 亜弥・黒川 莉緒・坂口 梨

華・山川 奈海・榎並谷 友貴（第62回全日本吹奏楽コンクール中国大会 金賞（代表）） 
 ○総合科学部／宇都宮 万里子（第33回初心者のための九州フランス語コンクール 優勝） 
 ○教育学部／吉岡 幸音（令和3年度広島県Web公募美術展 一般部門（絵画系）特選），上馬場 

一花（令和3年度広島県Web公募美術展 一般部門（彫塑系）特選） 
 ○理学部／米倉 海晴（第25回HiBiSインターネットビジネスフォーラム2021 学生の部 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） 
 
●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 
○広島大学ピアサポートルーム／青山 楓・石田 百恵・鵜川 由希加・前野 凜・本石 光（広

島大学ピアサポートルームにおいて，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，本学の学生支援活動に多大な貢献をした。） 
○STUDY FOR TWO 広島大学支部／井本 碧月・小桝 真呼・秦 貴裕・中尾 敬太・間賀田 

希美・上村 亮介・柏木 仁志・執行 泰輔・木下 寛登・三谷 真裕・喜田 勇希・佐々木 

那桜・作原 愛理・米村 美輝・松田 凌平・朝比奈 魁・奥村 晃太・小野 修平・辰己 颯・

池内 陽・草野 櫻子（教科書をはじめとする書籍を集め，広島大学の学生に半額以下で販売

し，その売り上げを発展途上国の教育支援金として寄付することにより，発展途上国の子ども

たちと広島大学の学生の双方に対する経済的な教育支援に貢献した。） 
○総合科学部／中村 悠人（ユースピースボランティアの一員として，海外に被爆の実相と平和

の大切さを英語で伝える活動を積極的に行った。） 
 

 


