
学生表彰

学業成績優秀者

勉学への熱意や取り組みを評価され、2020年度の学業成績が優秀であると認められた者

学部 学科 年次 最優秀学生賞

1 井戸渕　日紀 福永　千陽 稲葉　翔太

2 丸田　奈央 塩野谷　未來 大胡　香奈

3 伊藤　愛里沙 南里　美泉希

4 前迫　礼奈 斎藤　允也 上村　夏輝

1 清藤　瑞生 田村　彩夏

2 羽根田　崇

3 佐藤　智典 関　優太

4 伊東　瞳 王鞍　虎之介

1 浦島　健太 根本　祐希 富田　み愛

2 細川　皓介 大山　綱紀 浅田　聖矢

3 西村　拓海 中山　雄介 前田　涼斗

4 伊藤　優太 池谷　美星 石田　有希

1 稲葉　朱音 鈴木　魁斗 大塚　里菜子

2 黒田　明日香 澤田　怜奈 関　美織

3 小松　百合子 花村　友規子 上村　雪乃

4 白岩　慧大 斉藤　朱音 田原　桃乃

1 吉田　美咲 小宮　美咲 吉川　桃加

2 佐藤　ひより 成瀬　優人 小手川　侑嘉子

3 土田　彩華 山下　健太 鳥居　千起

4 塙　千広 橋爪　優布 木下　悠平

1 森田　真衣 岡田　桃佳

2 関口　夢乃 鈴木　淑恵

3 佐藤　竜之介 鈴木　悠保

4 眞鳥　佳奈 森　優輝

1 田邊　夢桜

2 斎藤　和佳奈

3 山口　凜

4 齊藤　和気

1 左今　祐衣

2 向田　莉真

3 神山　菜摘

4 守屋　皐月

2 秋元　夏奈

3 伊豆川　桃子

4 山本　日向子

国際文化交流学科 1 林　結愛

日本文化学科 1 吉田　恵里香

歴史民俗学科 1 八木　つきの

1 清水　さくら 佐々木　優衣 増田　鈴

2 坊田　祐貴 天田　陽

3 石本　太一 菊地　真矢 渡辺　夏実

4 竹内　彩華 牧島　和奏 小川　莉奈

国際日本学部

現代ビジネス学科

経済学部

優秀学生賞

法律学科

自治行政

法学部

経済学科

国際経営学科経営学部

外国語学部

英語英文学科

スペイン語学科

中国語学科

国際文化交流学科

人間科学部 人間科学科



学部 学科 年次 最優秀学生賞 優秀学生賞

1 小林　慶平

2 片野　伊織

3 柴田　彬弘

4 小川　幸一

1 陳　啓輝

2 栗原　優太

3 野々部　竜也

4

1 尾張　遥香

2 村田　康大

3 表原　優樹

4 岩田　啓佑

1 林　幸村

2 西本　有希

3 佐藤　裕介

4 山本　菫

1 藤原　ゆり

2 下屋敷　有輝

1 小松　大真 遠藤　翼

2 高野　将

3 永田　拓海 岡本　亮太

4 平野　太一

1 熊澤　大斗 辻谷　玲奈

2 重田　知紘

3 天野　颯太 苅谷　優太

4 関口　昌志 長田　拓也

1 桑名　健太

2 鈴木　里奈

3 藤田　彩音 日塔　伶音

4 石島　輝和

1 高橋　和万

2 葛間　日向

3 原田　真衣

4 佐々木　護

1 岡部　開翔

2 山口　瑞貴

3 久保田　真之介

4 兜森　舜

1 萩原　脩斗

2 久世　文

3 宮島　里帆 林　佑哉

4 松本　聖

1 松山　歩夢

2 川和田　優樹

注）2020年度の所属・年次を掲載しております。

数理・物理学科

情報科学科

化学科

経営工学科

建築学科

総合工学プログラム

工学部

総合理学プログラム

理学部

機械工学科

電気電子情報工学科

物質生命化学科

情報システム創成学科

生物科学



学術研究活動において顕著な業績を挙げた、あるいは社会活動において功績を残し社会的に高い評価を受けたと認められる団体および個人

学会・大会名等 成績 表彰種別

本間　諒

（理学研究科理学専攻博士後期課程・2年）

平野　弘樹

（理学研究科理学専攻博士前期課程・2年）

渡邉　達也

（工学研究科工学専攻博士前期課程・2年）

石田　龍星

（工学研究科工学専攻博士前期課程・2年）

太田　和希

（工学研究科工学専攻博士前期課程・2年）

出口　拓海

（工学部経営工学科・4年）

村中　達弥

（工学部経営工学科・4年）

注）2020年度の所属・年次を掲載しております。

（一社）電気学会　電子・情報システム部門　情報システム研究会 電気学会優秀論文発表賞 最優秀賞

優秀賞

Chemical Physics Letters Editor's Choice Articles 優秀賞

第10回CSJ化学フェスタ2020 優秀ポスター発表賞 優秀賞

2020年度人工知能学会全国大会（第34回） 全国大会優秀賞

学生表彰
[学術・芸術・社会活動部門]

氏名

第43回フッ素化学討論会 優秀ポスター賞

優秀賞

個
人
の
部

S4 Simulation System 学生研究奨励賞 秀作 優秀賞

S4 Simulation System 学生研究奨励賞 佳作 優秀賞



課外活動において優秀な成績を修め、課外活動の振興に功績があったと認められた団体および個人

大会名等 成績 表彰種別

水泳部 第96回日本学生選手権水泳競技大会

望月　絹子 第96回日本学生選手権水泳競技大会

(人間科学部人間科学科・3年) 　400ｍ自由形 2位

水泳部 　800ｍ自由形 3位

第96回日本選手権水泳競技大会

　200ｍ自由形 5位

　400ｍ自由形 優勝

　800ｍ自由形 優勝

ジャパンオープン2020

　200ｍ自由形 5位

　400ｍ自由形 2位

　800ｍ自由形 2位

内田　かりん 第96回日本学生選手権水泳競技大会

(法学部自治行政学科・2年) 　100ｍバタフライ 2位

水泳部 　200ｍバタフライ 3位

第62回日本選手権（25m）水泳競技大会

　100ｍバタフライ 3位

　200ｍバタフライ 優勝

第96回日本選手権水泳競技大会

　200ｍバタフライ 3位

室木　未菜 第96回日本学生選手権水泳競技大会

(人間科学部人間科学科・2年) 　400m個人メドレー 2位

水泳部 第96回日本選手権水泳競技大会

　400m個人メドレー 4位

ジャパンオープン2020

　400m個人メドレー 4位

秀野　由光 第96回日本選手権水泳競技大会

(人間科学部人間科学科・1年) 　100ｍ背泳ぎ 4位

水泳部

中村　葵 第96回日本学生選手権水泳競技大会

(人間科学部人間科学科・1年) 　400ｍ自由形 3位

水泳部 　800ｍ自由形 2位

第96回日本選手権水泳競技大会

　800ｍ自由形 4位

　1500ｍ自由形 3位

阿部　凌大 2020全国大学ショートトラックスピードスケート競技会

（人間科学部人間科学科・4年） 　1000ｍ 2位

スケート部 　1500ｍ 3位

重弘　喜一 第43回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会

（人間科学部人間科学科・4年） 　500ｍ 優勝

スケート部 　3000ｍ 5位

齋藤　駿 第31回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会

（人間科学部人間科学科・3年） 　500ｍ 5位

スケート部 　1000ｍ 4位

　1500ｍ 3位

2020全国大学ショートトラックスピードスケート競技会

　500ｍ 優勝

　1000ｍ 優勝

第43回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会

　1500ｍ 2位

田平　修大 2020全国大学ショートトラックスピードスケート競技会

（人間科学部人間科学科・2年） 　500ｍ 3位

スケート部

中田　明理 2020全国大学ショートトラックスピードスケート競技会

（人間科学部人間科学科・2年） 　1500ｍ 3位

スケート部

吉田　凪歩 2020全国大学ショートトラックスピードスケート競技会

（人間科学部人間科学科・2年） 　500ｍ 3位

スケート部 　1000ｍ 3位

池田　光咲 第32回全日本ベンチプレス選手権大会

(人間科学部人間科学科・4年) 　オープンカテゴリー　72ｋｇ級 2位

ボディビル部 　ジュニアカテゴリー　72ｋｇ級 優勝

北條　良真 2020年文部科学大臣杯全日本大学グレコローマン選手権

（経営学部国際経営学科・4年） 　グレコローマンスタイル72kg級 3位

レスリング部

清水　稔之晟 BOM～The Battle Of MuayThai～

　バンタム級 第5代WMC日本バンタム級王者

（経済学部経済学科・2年）

注）2020年度の所属・年次を掲載しております。

[課外活動部門]

最優秀賞
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