
平成26年度学生文化奨励賞・学生スポーツ賞

平成27年3月13日

○平成26年度「学生文化奨励賞」
【個人の部】 16人

所属・分野等 氏名 学生番号 所属学部等

校友会文化会総務委員長 赤木　理恵 01425003 文学部

大学祭実行委員会委員長 柳　至朗 03425183 法学部

大学祭実行委員会副委員長 杉山　裕哉 09425775 工学部

大学祭実行委員会副委員長 高橋　直裕 10425316 環境理工学部

教育学研究科 秋田　美鈴 22426036 教育学研究科

文学部 時本　麻衣 01423107 文学部

文学部 今井　祥子 01424016 文学部

文学部 利藤　早紀 01424181 文学部

落語研究会 清水　賢二郎 01423085 文学部

吟詩部 松田　宇晟 01425149 文学部

吟詩部 北谷　昂平 02425224 教育学部

吟詩部 黒住　裕 05424510 理学部

吟詩部 源田　亜衣 05424511 理学部

吟詩部 正岡　大季 09424388 工学部

吟詩部 山根　穂高 11425123 農学部

吟詩部 横田　真吾 11425125 農学部

【団体の部】 3団体

囲碁部 応援団総部吹奏楽団

児童文化部  

サークル名



○平成26年度 学生スポーツ賞「スポーツ優秀賞」
【個人の部】 49人

サークル名 氏名 学生番号 所属学部等

ウェイトトレーニング部 丹下　将太 01423104 文学部

ウェイトトレーニング部 入船　美月 01424018 文学部

ウェイトトレーニング部 黒川　宏太 01426063 文学部

ウェイトトレーニング部 竹内　裕美 03423105 法学部

ウェイトトレーニング部 寺本　安佳里 03423125 法学部

ウェイトトレーニング部 木村　和正 03425508 法学部

ウェイトトレーニング部 渡部　泰弘 04423211 経済学部

ウェイトトレーニング部 平山　健斗 04424144 経済学部

ウェイトトレーニング部 福岡　正基 04424145 経済学部

ウェイトトレーニング部 貴田　沢 04425065 経済学部

ウェイトトレーニング部 森脇　滉人 04425188 経済学部

ウェイトトレーニング部 西村　義人 06421060 医学部医学科

ウェイトトレーニング部 森田　智也 08425136 薬学部

ウェイトトレーニング部 田口　洋助 09424088 工学部

ウェイトトレーニング部 東内　夏希 09424774 工学部

ウェイトトレーニング部 相馬　由貴 09425776 工学部

ウェイトトレーニング部 圓尾　将隆 10423435 環境理工学部

ウェイトトレーニング部 藤村　勇太 11425090 農学部

ウェイトトレーニング部 佐藤　安奈 12424005 マッチングプログラムコース

水泳部 本岡　未步 02423270 教育学部

水泳部 稲垣　智哉 02424212 教育学部

水泳部 岡田　真衣 02425216 教育学部

水泳部 藤間　祐次 08423117 薬学部

水泳部 関谷　洸希 09423089 工学部

水泳部 髙村　健 09424086 工学部

水泳部 松尾　賢 09425139 工学部

水泳部 行徳　健汰 09426524 工学部

水泳部 池田　早希 12423001 マッチングプログラムコース

水泳部 上西　穂高 12424002 マッチングプログラムコース

水泳部 設樂　ひかり 12424006 マッチングプログラムコース

水泳部 竹下　千尋 12424008 マッチングプログラムコース

水泳部 内海　壮一 12425002 マッチングプログラムコース

水泳部 則正　茉奈果 12425008 マッチングプログラムコース

水泳部 今本　隆之介 12426002 マッチングプログラムコース

水泳部 中尾　駿一 12426011 マッチングプログラムコース

水泳部 舩越　香帆 12426015 マッチングプログラムコース

少林寺拳法部 梅原　瑞喜 01425032 文学部

少林寺拳法部 山内　颯仁 01426171 文学部

少林寺拳法部 永幡　敬治 09425795 工学部

少林寺拳法部 岡本　琢也 09426030 工学部

漕艇部 伏見　省吾 05423225 理学部

テコンドー部 山﨑　崇史 04423192 経済学部

フィギュアスケート部 坪井　遙司 12423009 マッチングプログラムコース

ボクシング部 松本　慎平 09425389 工学部

ボクシング部 青山　翼 09426003 工学部

医歯薬卓球部 杉山　新 06423054 医学部医学科

医歯薬卓球部 福元　花奈 06423089 医学部医学科

医歯薬卓球部 村上　勇也 06424100 医学部医学科

医歯薬卓球部 池邉　茉莉 06426004 医学部医学科

【団体の部】 4団体

ウェイトトレーニング部 テコンドー部

医学部準硬式野球部 医歯薬卓球部

サークル名



○平成26年度 学生スポーツ賞「スポーツ奨励賞」
【個人の部】 51人

サークル名 氏名 学生番号 所属学部等

アイスホッケー部 片山　健人 02424230 教育学部

アイスホッケー部 伊達　大輝 09424539 工学部

アイスホッケー部 井上　優 10423207 環境理工学部

アイスホッケー部 井上　達史 10424204 環境理工学部

ウェイトトレーニング部 澤淵　圭吾 09425355 工学部

硬式テニス部 大塚　万里奈 10424406 環境理工学部

硬式野球部 山本　光摩 02424280 教育学部

硬式野球部 川上　秀範 02426222 教育学部

硬式野球部 新谷　貴幸 09425075 工学部

硬式野球部 木下　雄貴 09426047 工学部

少林寺拳法部 上岡　真依 02424013 教育学部

少林寺拳法部 髙馬　康宏 02424054 教育学部

少林寺拳法部 藤池　竜也 05424520 理学部

少林寺拳法部 石原　匡将 09423510 工学部

少林寺拳法部 林　美唯妃 09423798 工学部

少林寺拳法部 松本　琢磨 09425140 工学部

少林寺拳法部 久岡　勇輝 10423329 環境理工学部

少林寺拳法部 石井　佑 11424006 農学部

少林寺拳法部 生嶋　みなみ 11425006 農学部

少林寺拳法部 川口　春香 11425031 農学部

少林寺拳法部 田中　晶子 11425062 農学部

水泳部 藤井　亮佑 02426112 教育学部

水泳部 吉村　健太 02426285 教育学部

水泳部 大坪　弘基 04426030 経済学部

水泳部 本庄　彩紗美 09423817 工学部

水泳部 後藤　孝輔 09424060 工学部

水泳部 長谷川　顕 09425115 工学部

水泳部 辰井　雅好 10424111 環境理工学部

水泳部 元下　知季 10424436 環境理工学部

漕艇部 入澤　美菜子 11425017 農学部

水泳部 眞鍋　和歌子 12423013 マッチングプログラムコース

水泳部 山田　克駿 12424017 マッチングプログラムコース

水泳部 南　景子 12425010 マッチングプログラムコース

卓球部 中原　奈津美 01423113 文学部

卓球部 大西　彩加 02424019 教育学部

卓球部 八島　みゆ 02424133 教育学部

卓球部 長尾　文音 02425086 教育学部

卓球部 山本　有紀 02425281 教育学部

卓球部 松永　理紗子 02425628 教育学部

卓球部 村上　勇也 06424100 医学部医学科

卓球部 平尾　将孝 09424125 工学部

卓球部 小川　泰司 11424030 農学部

卓球部 戸田　貴裕 11425069 農学部

ボクシング部 菊池　匠太郎 09425748 工学部

陸上競技部 星　ひかる 09424813 工学部

陸上競技部 西脇　舞 12423010 マッチングプログラムコース

ヨット部 久谷　采加 04424627 経済学部

ヨット部 河田　隆宏 09424741 工学部

ヨット部 和田　圭右 10423257 環境理工学部

ヨット部 玉木　裕介 10423320 環境理工学部

Jumping Cats 村岡　友萌 03424191 法学部

【団体の部】 7団体

アーチェリー部 硬式野球部

卓球部 探検部

ヨット部

サークル名

漕艇部
陸上競技部



○平成26年度 学生スポーツ賞「スポーツ貢献賞」
【個人の部】 1人

所属等 氏名 学生番号 所属学部等

校友会体育会総務委員長 早川　諒 03424144 法学部

【団体の部】 2団体

ハンドボール部 ボクシング部

（計 個人：117人，団体：21団体）

サークル名


	通知用 

