
学業成績優秀者
勉学への熱意や取り組みを評価され、2021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 渡邉　寛大 大山　和章 笠間　太陽

2 レシャード　レマ 井戸渕　日紀 峯山　光輝

3 丸田　奈央 佐藤　賢勇 梅津　匠吾

4 宮﨑　悠太 松本　侑夏 海野　真衣

1 鬼塚　大輔 西舘　澄音

2 伊藤　健人 井口　芽衣

3 羽根田　崇 髙嶋　優希

4 関　優太 佐藤　智典

1 岩谷　太陽 笹原　寿壱 小阪　壮

2 北山　岳 根本　祐希 小長井　菜月

3 小畑　美里 佐藤　有夏 山下　翼

4 大久保　渉 金髙　快青 藤野　翔太

1 サトウ　カミラ 深沢　由香 伊藤　きらり

2 鈴木　魁斗 福本　梨咲 稲葉　朱音

3 関　美織 遠山　弦月紀 白野　優里

4 小松　百合子 松田　龍太郎 下島　龍

1 杉野　真央 小川　修吾 木暮　柚月

2 嘉手納　匠 田中　鈴花 竹田　妃世莉

3 成瀬　優人 手塚　千遥 長谷川　みどり

4 河田　歩 髙野　有都 傍田　真歩

1 菊池　暖

2 森田　真衣 滝澤　勇貴

3 安原　ほのか 竹谷　梨花

4 鈴木　悠保 佐藤　竜之介

1 神杉　美夢菜

2 田邊　夢桜

3 吉田　知世

4 佐志　ちひろ

1 江崎　菜奈

2 木原　由華

3 向田　莉真

4 神山　菜摘

3 山口　萌菜美

4 小山　真由

1 加藤　梨奈 嘉山　莉々可

2 濵口　章子 林　結愛

1 梶原　彩

2 鈴木　仁海

1 福本　桃子

2 八木　つきの

1 本郷　大樹 竹内　優花 佐藤　裕香

2 加藤　光太郎 松本　詩絵梨 浅野　優翔

3 天田　陽 高橋　唯花

4 石本　太一 菊地　真矢 吉田　彩乃

優秀学生賞

法律学科

法学部

自治行政学科

国際日本学部

国際文化交流学科

日本文化学科

歴史民俗学科

人間科学部 人間科学科

経済学部

経営学部 国際経営学科

英語英文学科

外国語学部

スペイン語学科

中国語学科

国際文化交流学科

経済学科

現代ビジネス学科



学部 学科 年次 最優秀学生賞 優秀学生賞

1 宮野　寛久

2 石川　尚希

3 海東　美月

4 上野　竜也

1 須藤　崇斗

2 泉　真桜

3 下屋敷　有輝

4 木村　勇太

1 成田　賢仁

2 尾張　遥香

3 村田　康大

4 鈴木　駿典

1 岡野　雄輝

2 町田　泰也

3 西本　有希

4 佐藤　裕介

1 名取　陽希

2 𠮷泉　玲美

1 栃木　優輝 ハンダ　ミン　ニャット

2 鈴木　順貴 渡邉　祐也

3 渡邉　龍之介

4 久保田　百喜 岡本　亮太

1 日比野　励哉 小此木　翠

2 友澤　従統 辻谷　玲奈

3 箭内　裕大

4 苅谷　優太

1 森　尚真

2 竹田　北斗

3 味戸　瑛理

4 野田　雅人 川田　菜央

1 五十嵐　優衣

2 安藤　拓人

3 吉野　遼

4 小山　幸保

1 尾崎　佑樹

2 岡部　開翔

3 山口　瑞貴

4 關口　はるか

1 太田　有哉 山本　智貴

2 石上　大路

3 大下　隼

4 毛利　菜稜

1 乾　綾太

2 生越　莉乃
注）2021年度の所属・年次を掲載しています。

工学部

総合工学プログラム

機械工学科

電気電子情報工学科

理学部

総合理学プログラム

数理・物理学科

情報科学科

化学科

生物科学科

物質生命化学科

情報システム創成学科

経営工学科

建築学科



2021年度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

石本　太一　（人間科学部人間科学科・4年）

山口　基樹　（人間科学部人間科学科・4年）

菅原　慧　（人間科学部人間科学科・4年）

森島　海斗 日本甲殻類学会第59回大会 優秀ポスター発表賞

（理学部生物科学科・4年）

佐藤　翔 優秀賞

（工学部 経営工学科・3年）

池ケ谷　樹 情報処理学会 第84回全国大会 学生奨励賞

（工学部 情報システム創成学科・4年）

本間　諒 公益社団法人新化学技術推進協会 GSC Student Travel Grant Award 第14回GSC Student Travel Grant Award

（理学研究科理学専攻 博士後期課程・3年）

佐藤　夏輝 日本経営工学会 2021年春季大会 Best Presentation Award

（工学研究科工学専攻 博士前期課程・1年）

菅原　一将 日本経営工学会 2021年春季大会 Best Presentation Award

（工学研究科工学専攻 博士前期課程・1年）

三浦　悠介

（工学研究科建築学専攻 博士前期課程・2年）

遠藤　拓人 電気学会 電子・情報・システム部門 情報システム研究会 技術委員会奨励賞

（工学研究科工学専攻 博士前期課程・2年）

太田　和希 日本経営システム学会第67回全国研究発表大会 学生研究発表優秀賞

（工学研究科工学専攻 博士後期課程・1年）

冨樫　明美

（歴史民俗資料学研究科歴史民俗資料学専攻 博士後期課程・3年）

注）2021年度の所属・年次を掲載しております。

ポスター発表選奨 優秀団体賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

航空宇宙構造研究室
宇宙ロケット部

ハイブリッドロケット打ち上げ実験
高度10.1km

（日本新記録）
最優秀団体賞

優秀賞

優秀賞
㈱NTT データ数理システム
2021年度Visual Mining Studio学生研究奨励賞

第19回 徳川奨励賞 徳川奨励賞 優秀賞

優秀賞

木の家設計グランプリ 2021

2021年度日本建築学会技術部門設計競技

金賞

佳作
最優秀賞

優秀賞

学生表彰
[学術・芸術・社会活動部門]

団
体
の
部

個
人
の
部

団体名・氏名

日本音楽知覚認知学会 2021年度春季研究発表会



2021年度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

吹奏楽部 第69回全日本吹奏楽コンクール 金賞

（通算31回目・大学部門最多）

第45回全日本アンサンブルコンテスト

　クラリネット四重奏　 金賞

水泳部 第97回日本学生選手権水泳競技大会 女子総合優勝

(二連覇達成)

倉鹿野　巧 第38回伊勢湾カップ2021

(工学部機械工学科・3年) 　テクノ293クラス 4位

ウインドサーフィン部 テクノ293ジャパンカップ2021 -世界選手権出場支援選手選抜-
2022 年テクノクラス世界選手権

日本代表　内定

　t293 2位

2021年度全日本学生ボードセーリング選手権

　テクノ293 クラス（A17 ディビジョン）メンズクラス 3位

井上　隆 テクノ293ジャパンカップ2021 -世界選手権出場支援選手選抜-
2022 年テクノクラス世界選手権

日本代表　内定

(工学部経営工学科・2年) 　t293 16位

ウインドサーフィン部

望月　絹子
第97回日本選手権水泳競技大会
兼 第32回オリンピック競技大会（2020／東京）代表選手選考会

(人間科学部人間科学科・4年) 　400ｍ自由形 5位

水泳部 　800ｍ自由形 4位

ジャパンオープン2021（50m）

　200ｍ自由形 3位

　400ｍ自由形 3位

　800ｍ自由形 2位

　1500m自由形 2位

第63回日本選手権(25m)水泳競技大会

　 400m 自由形 5位

　 800m 自由形 3位

第97回日本学生選手権水泳競技大会

　400ｍ自由形 3位

内田　かりん
第97回日本選手権水泳競技大会
兼 第32回オリンピック競技大会（2020／東京）代表選手選考会

(法学部自治行政学科・3年)    200m バタフライ 4位

水泳部 第63回日本選手権(25m)水泳競技大会

   100m バタフライ 2位

   200m バタフライ 2位

国際大会日本代表選手選考会
FISU ワールドユニバーシティゲームズ2022

日本代表　内定

   200m バタフライ 6位

室木　未菜 ジャパンオープン2021（50m）

(人間科学部人間科学科・3年) 　400m 個人メドレー 5位

水泳部 第97回日本学生選手権水泳競技大会

　400m 個人メドレー 3位

西田　拓郎 国際大会日本代表選手選考会
FISU ワールドユニバーシティゲームズ2022

日本代表　内定

(人間科学部人間科学科・2年)    100m バタフライ 8位

水泳部

秀野　由光 第97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) 　 100m 背泳ぎ 優勝

水泳部 　 200m 背泳ぎ 2位

国際大会日本代表選手選考会
FISU ワールドユニバーシティゲームズ2022

日本代表　内定

　 200m 背泳ぎ 9位

石原　愛依 第63回日本選手権(25m)水泳競技大会

(人間科学部人間科学科・2年) 　200m 個人メドレー 3位

水泳部 　400m 個人メドレー 2位

第97回日本学生選手権水泳競技大会

　200m 平泳ぎ 2位

　200m 個人メドレー 3位

川口　茉美 第63回日本選手権(25m)水泳競技大会

(人間科学部人間科学科・1年) 　 200m 自由形 5位

水泳部 第97回日本学生選手権水泳競技大会

　 200m 自由形 2位

齋藤　駿 第32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
第30回ユニバーシアード冬季競技大会

日本代表　内定

（人間科学部人間科学科・4年）　 　500ｍ 6位

スケート部　 第94回日本学生氷上競技選手権大会ショートトラックスピードスケート競技

　500ｍ 2位

　1000ｍ 1位

優秀賞

優秀賞

[課外活動部門]

団体名・氏名
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体
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部
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人
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部

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

最優秀団体賞

優秀賞

優秀団体賞



2021年度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

[課外活動部門]

団体名・氏名

重弘　喜一 第45回全日本選抜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 3位

スケート部　   3000mSF 2位

第44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 4位

田平　修大
第30回ユニバーシアード冬季競技大会（2021/ルツェルン）
ショートトラックスピードスケート日本代表選手選考競技会

（人間科学部人間科学科・3年） 　1000ｍ 4位

スケート部　 　1500ｍ 3位

第94回日本学生氷上競技選手権大会ショートトラックスピードスケート競技

　1000ｍ 3位

吉田　凪歩
第30回ユニバーシアード冬季競技大会（2021/ルツェルン）
ショートトラックスピードスケート日本代表選手選考競技会

第30回ユニバーシアード冬季競技大会
日本代表　内定

（人間科学部人間科学科・3年）　 　500ｍ 4位

スケート部　 　1000ｍ 2位

第94回日本学生氷上競技選手権大会ショートトラックスピードスケート競技

　500ｍ 3位

金川　もも 第13回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権大会兼ジャパンオープン2021

（人間科学部人間科学科・4年） 　マネキンキャリー（50ｍ） 3位

ライフセービング部   マネキンキャリー・ウィズフィン（100ｍ） 2位

吉田　絢香 第13回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権大会兼ジャパンオープン2021

（人間科学部人間科学科・2年） 　障害物スイム（200ｍ） 3位

ライフセービング部   スーパーライフセーバー（200ｍ） 3位

内藤　未唯 第46回全日本競歩能美大会

（人間科学部人間科学科・1年） 　女子全日本・学生選手権 20㎞競歩 女子全日本2位（学生選手権1位）

陸上競技部

奈須川　良太 2021年明治杯全日本選抜レスリング選手権大会

（経営学部国際経営学科・4年） 　グレコローマンスタイル  87kg級 3位

2021年度全日本大学グレコローマン選手権大会

レスリング部 　グレコローマンスタイル  87kg級 2位

文部科学大臣杯 令和3年度 全日本学生レスリング選手権大会

　グレコローマンスタイル  87kg級 優勝

天皇杯 令和3年度 全日本レスリング選手権大会

　グレコローマンスタイル  87kg級 4位

松本　健新 文部科学大臣杯 令和3年度 全日本学生レスリング選手権大会

（経営学部国際経営学科・3年） 　グレコローマンスタイル  60kg級 3位

レスリング部

市川　アンディ 文部科学大臣杯 令和3年度 全日本学生レスリング選手権大会

（経営学部国際経営学科・2年） 　フリースタイル  86kg級 3位

レスリング部 天皇杯 令和3年度 全日本レスリング選手権大会

　フリースタイル  86kg級 5位

宮内　勇真 2021年明治杯全日本選抜レスリング選手権大会
（経営学部国際経営学科・2年） 　グレコローマンスタイル  130kg級 3位

レスリング部 文部科学大臣杯 令和3年度 全日本学生レスリング選手権大会
　グレコローマンスタイル  130kg級 3位

山口　蓮汰 2021年度全日本大学グレコローマン選手権大会

（経営学部国際経営学科・1年） 　グレコローマンスタイル  82kg級 3位

レスリング部 文部科学大臣杯 令和3年度 全日本学生レスリング選手権大会

　グレコローマンスタイル  82kg級 2位

天皇杯 令和3年度 全日本レスリング選手権大会

　グレコローマンスタイル  82kg級 5位

新倉　すみれ 2021年明治杯全日本選抜レスリング選手権大会

(人間科学部人間科学科・1年) 　フリ—スタイル72kg級 2位

レスリング部 2021年度JOC杯ジュニアクイーンズカップ

　フリ—スタイル72kg級 優勝

文部科学大臣杯 令和3年度 全日本学生レスリング選手権大会

　フリ—スタイル72kg級 優勝

天皇杯 令和3年度 全日本レスリング選手権大会

　フリ—スタイル72kg級 優勝

平田　拓海 第55回全日本サーフィン選手権大会（2021）

（経営学部国際経営学科・4年） 　　ロングボード メン 4位

野中　祐太郎

（工学研究科工学専攻 博士前期課程・1年) 第12回ROBO剣（アーム型）

個
人
の
部

・優勝

・MATLAB賞
優秀賞

優秀賞

優秀賞

最優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞
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