
平成30年度学生文化奨励賞・学生スポーツ賞

平成31年 3月 ２2日

○平成30年度「学生文化奨励賞」
【個人の部】 5人

所属・分野等 氏名 所属学部等

校友会文化会総務委員長 坂東　玲季 文学部

落語研究会 大森　菜々子 法学部

鹿田写真部 須山　敦仁 医学部

鹿田写真部 米澤　尚汰 医学部

鹿田写真部 渡辺　紗羅 薬学部

【団体の部】 4団体

環境部ECOLO 吟詩部 児童文化部 

放送文化部   

サークル名



○平成30年度 学生スポーツ賞「スポーツ優秀賞」
【個人の部】 25人

サークル名 氏名 所属学部等

アイスホッケー部 西　陽子 教育学部

アイスホッケー部 岡本　真帆 経済学部

ウェイトトレーニング部 竹野　滉一郎 経済学部

ウェイトトレーニング部 橋本　隆盛 法学部

ウェイトトレーニング部 寺坂　拓朗 経済学部

ウェイトトレーニング部 有岡　幸一郎 理学部

ウェイトトレーニング部 熊原　もも花 法学部

ウェイトトレーニング部 出原　蕗子 教育学部

ウェイトトレーニング部 豊島　恵未理 法学部

ウェイトトレーニング部 岡田　佳奈 グローバル・ディスカバリー・プログラム

競技ダンス部 平井　紗夜子 環境理工学部

水泳部 樋口　淳哉 マッチングプログラムコース

水泳部 星島　貴志 マッチングプログラムコース

水泳部 國本　大海 工学部

水泳部 早﨑　翔紀 マッチングプログラムコース

水泳部 行徳　克斗 教育学部

水泳部 福田　瞳 理学部

水泳部 桂　実津季 工学部

水泳部 三島　優花 マッチングプログラムコース

水泳部 松本　由梨子 歯学部

歯学部ボウリング部 中務　晶太 医学部

医学部弓道部 岡部　将仁 医学部

医学部弓道部 松尾　知明 医学部

医歯薬卓球部 中村　大 医学部

医歯薬卓球部 藤原　亮太 医学部

【団体の部】 4団体

アイスホッケー部 水泳部 医学部弓道部

医歯薬卓球部

サークル名



○平成30年度 学生スポーツ賞「スポーツ奨励賞」
【個人の部】 48人

サークル名 氏名 所属学部等

アイスホッケー部 平松　亮祐 経済学部

アイスホッケー部 黒瀬　章弘 工学部

空手道部 市本　潤 法学部

弓道部 兼森　響 工学部

弓道部 多田　龍輝 理学部

競技ダンス部 飯尾　夏帆 文学部

水泳部 河原　大雅 教育学部

水泳部 田之上　将太 工学部

水泳部 柳　知希 経済学部

水泳部 古賀　颯 工学部

少林寺拳法部 宗　七帆 経済学部

少林寺拳法部 安藤　克倫 工学部

少林寺拳法部 西岡　美玖 工学部

少林寺拳法部 髙橋　幸也 文学部

少林寺拳法部 田中　美奈 農学部

少林寺拳法部 村上　良奈 経済学部

少林寺拳法部 金﨑　万由子 文学部

少林寺拳法部 坪下　直樹 理学部

少林寺拳法部 遠藤　真緒 教育学部

少林寺拳法部 中居　祐大 医学部

少林寺拳法部 中居　弥玲 理学部

少林寺拳法部 内山　栞 法学部

少林寺拳法部 前川　貴美 法学部

少林寺拳法部 中井　省伍 理学部

少林寺拳法部 須磨　大貴 法学部

少林寺拳法部 辻　航輔 理学部

ソフトテニス部 堀田　健介 工学部

ソフトテニス部 神保　直哉 環境理工学部

卓球部 工藤　裕太 教育学部

卓球部 高智　悠輔 環境理工学部

卓球部 小笠　滉貴 医学部

卓球部 藤原　日向 環境理工学部

卓球部 大倉　良介 教育学部

卓球部 松﨑　駿 工学部

卓球部 國廣　佳奈 教育学部

卓球部 山田　日奈子 法学部

卓球部 二神　亜祐実 教育学部

女子ラクロス部 石田　洋 教育学部

女子ラクロス部 進藤　茜 教育学部

女子ラクロス部 長谷川　史奈 教育学部

ボクシング部 豊田　耕平 工学部

ヨット部 渡邉　佳穂 教育学部

ヨット部 三好　航平 法学部

ヨット部 尾崎　洸人 工学部

ヨット部 菊永　里久 工学部

ヨット部 小池　陸 環境理工学部

ヨット部 杉立　真太郎 工学部

医学部弓道部 岡田　篤樹 医学部

【団体の部】 12団体

アーチェリー部 応援団総部チアリーダーWIZARDS 空手道部

弓道部 漕艇部 少林寺拳法部

女子ラクロス部 ソフトテニス部 卓球部

ボクシング部 陸上競技部 ヨット部

サークル名



○平成30年度 学生スポーツ賞「スポーツ貢献賞」
【個人の部】 2人

所属等 氏名 所属学部等

校友会体育会総務委員長 上村　功貴 工学部

応援団総部應援團長 長谷部　勝 法学部

【団体の部】 4団体

応援団総部應援團  新舞RunRun  ハンドボール部

ボクシング部

（計 個人：80人，団体：24団体）

サークル名


