
平成 29 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 

 〇体育会エスキーテニス部／井上 直紀（第 143回中国地区秋季エスキーテニス大会男子個人シ

ングルス級位の部・優勝），山崎 友梨（同大会女子個人シングルス級位の部・優勝） 

 ○体育会弓道部／外薗 克啓（第 63回中四国学生弓道選手権大会・男子最高的中者賞） 

 ○体育会剣道部／白石 愛・糸原 裕佳・下宮 朋華・安方 菜々美・塚元 さやか・忠政 実

来・樽本 有貴（第 44回中四国女子学生剣道優勝大会・優勝） 

 ○体育会硬式庭球部／井上 友・日浦 大貴（平成 29年度中国四国学生室内テニス選手権大会男

子ダブルス・優勝） 

 ○体育会自動車部／小林 開・茂利 大輔・中原 文弥（平成 29年度全中四国学生ジムカーナ選

手権大会団体の部・1位），小林 開（同大会個人の部・1位），小林 開・茂利 大輔・中原 文

弥（平成 29 年度全中四国学生ダートトライアル選手権大会団体の部・1 位），茂利 大輔（同

大会個人の部・1 位），小林 開・茂利 大輔・林 瞭平・比嘉 龍輝（平成 29 年度全中四国

学生自動車運転競技選手権大会団体の部・1位），比嘉 龍輝（同大会小型乗用の部個人・1位），

黒田 元貴（同大会小型貨物の部個人・1位） 

 〇体育会準硬式野球部／葉山 奨・藤岡 晃平・山本 球道・山田 耕平・魚見 知志・林 省

吾・渡部 亮太・内田 旭・丸山 尚起・藤田 大智（平成 29年度中国地区大学準硬式野球秋

季リーグ戦第 1部・優勝） 

 ○体育会水泳部／家頭 慈（第 48回中国四国学生選手権水泳競技大会女子 200m個人メドレー・

優勝，女子 400m個人メドレー・優勝），森川 滉介・近藤 直大・長谷川 遼・安芸 祐作（第

64回全国国公立大学選手権水泳競技大会男子 4×100mフリーリレー・7位），白石 亮平・安芸 

祐作・近藤 直大・森川 滉介（同大会男子 4×100mメドレーリレー・8位），長谷川 遼・安

芸 祐作・森川 滉介・林 圭亮（同大会男子 4×200mフリーリレー・6位），近藤 直大（同

大会男子 100mバタフライ・5位），白石 亮平（同大会男子 100m背泳ぎ・8位），家頭 慈（同

大会女子 200m個人メドレー・5位，女子 400m個人メドレー・4位） 

 ○体育会漕艇部／北山 悠斗・立尾 幸輝（第 28回加古川レガッタ（関西学生秋季選手権）男子

ダブルスカル・優勝） 

 ○体育会馬術部／石橋 愛実・岩室 徳成・加藤 大輔・髙橋 梨花・藤本 美加・藤原 一貴・ 

岩田 浩紀・菊池 浩矢・栗原 直人・塩川 博之・棚井 ゆりか・田畑 美奈子・宮越 衣

緒里（第 19回春季中国・四国地区学生馬術大会・総合優勝），石橋 愛実（同大会学生賞典障

害飛越競技・1位），二井岡 友美・石橋 愛実・岩室 徳成・加藤 大輔・髙橋 梨花・藤本 

美加・藤原 一貴・岩田 浩紀・菊池 浩矢・栗原 直人・塩川 博之・棚井 ゆりか・田畑 

美奈子・宮越 衣緒里・赤松 輝哉・石本 和輝・奥村 晃太・才迫 明日香・重松 智穂美・ 

末本 研吾・冨永 ひかる・西原 幹朗・村田 光平・吉見 太佑（第 31回夏季中国・四国地

区学生馬術大会・団体総合優勝），加藤 大輔（同大会学生賞典複合競技・1位） 

 ○体育会バレーボール部／廣瀬 愛・浴田 沙織・豊田 寛乃・伊藤 侑夏・駒田 愛実・深萱 

真代・高良 美祐・守山 明沙季・磯村 美菜子・髙部 芙美香・坂梨 千尋・津口 玲奈（2017

年度第 61回中国四国学生バレーボール選手権大会女子・1位，2017年度第 85回中国大学バレ

ーボールリーグ戦春季大会女子一部・1位，2017年度第 86回中国大学バレーボールリーグ戦秋

季大会女子一部・1位） 

 ○体育会フットサル部／重村 三千男・三好 俊平・箆津 輝・日下 翔太・竹内 滉人・木田 

志樹・島崎 航平・草加 健瑠・永井 聡・藤本 紘平・渡邊 晃大・西岡 玲平・得丸 将



希・渡辺 健太・松下 智悟・片田 紘陽・藤原 康太郎・甲斐 悠太・重本 龍征・甲斐 聖

人・阿武 大玄・江戸 勁（第 1回中国大学フットサルリーグ 2017・優勝） 

 ○体育会ヨット部・女子ヨット部／元川 凱喜・西山 謙仁・西田 睦・川口 滉太・住吉 沙

和・西村 渚生（第 67回中国学生ヨット選手権大会兼第 82回全日本学生ヨット選手権大会中

国水域予選国際スナイプ級団体・1位），笹口 和己・高須 貫太・櫻田 葵香・中川 貴博・

楢﨑 彩賀・川原 顕吾（同大会国際 470級団体・1位），元川 凱喜・西山 謙仁・西田 睦・

川口 滉太・住吉 沙和・西村 渚生・笹口 和己・高須 貫太・櫻田 葵香・中川 貴博・

楢﨑 彩賀・川原 顕吾（同大会団体総合・1位），笹口 和己・中川 貴博（同大会国際 470

級個人・1位） 

 ○体育会陸上競技部／中山 太郎（第 71 回中国四国学生陸上競技対校選手権大会男子 200m・1

位），権出 憲一（同大会男子やり投・1 位），山田 千花（同大会女子 10000mW・1 位），尾﨑 

雄祐（第 40回中国・四国学生陸上競技選手権大会男子 400mH・1位），権出 憲一（同大会男子

やり投・1 位），木戸 恵理（同大会女子 100m・1 位，女子 200m・1 位，女子 400m・1 位），山

田 千花（同大会女子 10000mW・1位），安田 夏生（同大会女子七種競技・1位） 

 〇水中ホッケーサークル Hiroshima Sha-rea／横田 知佳（第 14回水中ホッケー日本選手権大会

女子の部・優勝，女子の部・最多得点賞） 

 ○医学部弓道部／平野 ななみ・野本 未佳子・田村 優衣・今田 桜子・竹原 有希（第 50

回中国学生弓道競技大会女子団体・優勝） 

 

●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 

〇法学部・大学院社会科学研究科／木佐貫 愛巳・藤本 美穂・後藤 輝行（東日本大震災で甚

大な被害を受けた岩手県宮古市等において，仮設住宅でのサロン活動，泥出し作業，地域の祭

の手伝い等のボランティア活動を行う一方で，サロン活動を通じて，これまでに修学してきた

民法の知識を活かし，法律に関する悩み・困り事相談に対応する等，被災者に多大な貢献をし

た。） 

○ピア・サポーター／西田 彩乃・棚橋 ほのみ・野口 由華・重田 あずさ（広島大学ピア・

サポート・ルームにおいて，ピア・サポーター（ボランティア相談員）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，後輩の学生を指導し，学生ボランテ

ィアとしての範を示した。） 

 

●課外活動（その他） 

    体育活動，芸術・文化活動，ボランティア活動における副学長表彰と同等以上の表彰に値する

行為等があった者 

○大学院先端物質科学研究科／久保田 健斗（若者への日本酒普及のため，定期的に日本酒会を

開催し，若者の日本酒離れが進む中で日本酒ファンを増やすとともに正しい味わい方やマナー

ある飲み方を提案・啓発した。） 


