
平成 28 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/友重 桜子   ◎文 学 部/甲斐 水都  ◎教 育 学 部/山木戸 啓 

◎法 学 部/木佐貫 愛巳  ◎経 済 学 部/石田 樹音  ◎理 学 部/國井 厚志 

◎医 学 部/柳野 佑輔   ◎歯 学 部/庄賀 春生  ◎薬 学 部/同免 佳澄 

◎工 学 部/LEE MU HOON   ◎生物生産学部/仮屋 大志 

 

●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） 

◎総合科学部/本田 達也   ◎歯 学 部/石田 えり 

 

●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 

◎ 大学院文学研究科博士課程後期／藤原 翔太（研究論文が国際的に高く評価され，フランスの国

際学会誌に掲載された） 

◎ 大学院理学研究科博士課程後期／住田 聖太（The 12th Nano Bio Info Chemistry Symposium に

おいて，The Best Student Presentation Awardを受賞した） 

◎ 大学院医歯薬保健学研究科博士課程／内田 宅郎（The 25th Conference of APASL において，

Presidential Awardを受賞した） 

◎ 大学院工学研究科博士課程後期／WARAVUT PUTHAI（ゾルゲル法による SiO2-ZrO2膜に関する研究論

文を学術誌に 4報発表した） 

◎ 大学院生物圏科学研究科博士課程後期／笘野 哲史（未来博士 3分間コンペティション 2016にお

いて，優秀賞，オーディエンス金賞を受賞した） 

◎ 大学院教育学研究科博士課程後期／越智 拓也（2016 International Conference of East-Asian 

Association for Science Educationにおいて，the Young Scholar Awardを受賞した） 

◎ 大学院先端物質科学研究科博士課程後期／小川 貴史（筆頭著者とする論文が米国科学アカデミ

ー紀要に掲載された） 

 

●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 

◎体育会自動車部／森岡 誠・小林 開・茂利 大輔（平成 28年度全日本学生ダートトライアル

選手権大会 男子団体の部 1位），一色 美緒・内田 芹香（平成 28年度全日本学生ダートト

ライアル選手権大会 女子団体の部 2位），森岡 誠（ 平成28年度全日本学生ダートトライア

ル選手権大会 男子個人の部 3位），内田 芹香（平成 28年度全日本学生ダートトライアル選

手権大会 女子個人の部 2位），一色 美緒（平成 28年度全日本学生自動車運転競技選手権大

会 女子小型乗用の部 3位，女子個人の部 3位） 

◎体育会柔道部／磯﨑 佳歩（ 平成 28年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 女子 78kg超

級 5位），真鳥 燦（平成 28年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 男子 55kg級 5位） 

◎体育会水泳部／原 美波（第 92回日本学生選手権水泳競技大会 女子 200m個人メドレー8位 

女子 400m個人メドレー5位，第 71回国民体育大会水泳競技大会 成年女子 200m個人

メドレー6位） 



◎体育会漕艇部／野口 皓平（第 69回朝日レガッタ 一般男子シングルスカル 3位，第 43回全

日本大学選手権大会 男子シングルスカル準優勝） 

◎体育会フットサル部 F.DO／大田 修平・有馬 尊・阿武 大玄・石山 龍鳳・伊藤 慎一郎・

江戸 勁・木田 志樹・紀 貴樹・草加 健瑠・重村 三千男・島崎 航平・永井 聡・藤本 

紘平・古川 貴史・三宅 雅大・宮嵜 龍之介・宮本 紘和・三好 俊平・渡辺 健太・渡邊 

晃大（第 12回全日本大学フットサル大会 第 3位） 

◎体育会陸上競技部／山田 千花（第 10回日本学生 20km競歩選手権大会 女子 20km競歩 6位， 

第 55回全日本競歩輪島大会 女子全日本 10km競歩 6位），横田 知佳（第 9回下関海響マラ

ソン 2016 マラソン登録の部女子 1位） 

◎心身統一合氣道部／有留 那博・小森 一輝・坂田 龍馬・平岡 由樹子・牟田 美慧・柳澤 

宏郁（第 35回全日本心身統一合氣道競技大会 団体の部大学部 銀賞），小森 一輝・牟田 美

慧（第 35回全日本心身統一合氣道競技大会 個人の部大学部銀賞），坂田 龍馬・柳澤 宏郁 

（第 35回全日本心身統一合氣道競技大会 個人の部大学部 6位） 

◎DAMAけん／寺田 周平（第 32回日本けん玉協会杯争奪戦 8位，第 32回全日本学生けん玉選

手権大会 準優勝，第 5期けん玉全日本名人戦 第 3位，第 14回全日本クラス別けん玉道選手

権大会 SA クラスベスト 8），井上 安弘（第 38 回全日本けん玉道選手権大会 第 3 位，第

14回全日本クラス別けん玉道選手権大会 SAクラスベスト 8， 第 41回全日本けん玉道もしか

め選手権大会 8位） 

◎将棋部／瀨戸川 智香（第 37回全日本学生将棋女流名人戦 第 3位） 

 ◎教育学部／徳永 智香（第 26回日本クラシック音楽コンクール全国大会ピアノ部門大学女子の

部 第 5位），山口 麗（第 10回ベーテン音楽コンクール全国大会自由曲コース 連弾 Dの部

第 2位） 

 ◎医学部／宮脇 友里恵（Japan Juggling Festival（JJF）2016チャンピオンシップ女子個人部

門第一位） 

 

●社会活動 

 ◎医学部／金森 実咲（歩道で倒れていた男性に対し，迅速・的確な救命活動を行い，男性の救

命及び社会復帰に貢献した） 

 


