
１.課外活動団体

団体部門【優秀賞】

№ 所属団体名 学部 学籍番号 氏名 （カナ） 大　会　名 成　　績 区分

1 人間 A0816028 小熊　桃華 オグマ　モモカ

2 人間 A0316066 舘山　香緒里 タテヤマ　カオリ

3 人間 A0016098 原　　優香 ハラ　ユウカ

4 医療 44816004 香川　沙帆 カガワ　サホ

5 医療 44916005 柿原　由花 カキハラ　ユカ

6 医療 44016015 西浦　里沙 ニシウラ　リサ

7 医療 44316018 狭間　美佳 ハザマ　ミカ

8 外 19415006 上西　可奈子 ウエニシ　カナコ

9 外 19415014 加藤　莉里子 カトウ　リリコ

10 経 31915028 多田　彩華 タダ　アヤカ

11 経 31915044 渡邊　佳奈美 ワタナベ　カナミ

12 医療 42615031 長田　愛以 ナガタ　アイ

13 医療 44415004 尾川　奈穂 オガワ　ナオ

14 医療 44715007 岸川　はづき キシカワ　ハヅキ

15 医療 44915017 八木　ゆりあ ヤギ　ユリア

16 医療 44015018 山口　千尋 ヤマグチ　チヒロ

17 外 19914004 井口　莉沙　 イグチ　リサ

18 法 21014002 井先　ひかる イサキ　ヒカル

19 法 21614025 辻　美穂 ツジ　ミホ

20 経 31014058 吉村　晴香 ヨシムラ　ハルカ

21 医療 41614030 須川　幸穂 スガワ　ユキホ

22 医療 44114013 長谷川　安奈 ハセガワ　アンナ

23 医療 44214014 万代　実咲　 バンダイ　ミサキ

24 医療 44614018 村田　美枝乃 ムラタ　ヨシノ

25 外 19513039 土井　志保美 ドイ　シホミ

26 経 31113036 杉浦　明美 スギウラ　アケミ

27 経 31613049 傳　早織 ツタエ　サオリ

28 経 31413071 間明　理沙子 マミョウ　リサコ

29 医療 41913029 兵頭　令衣奈　ヒョウドウ　レイナ

30 医療 44413001 荒谷　香帆 アラヤ　カホ

31 医療 44913006 小田中　萌 オダナカ　モエ

32 医療 44213018 新村　有紀 シンムラ　ユキ

33 医療 44313019 谷口　こなつ タニグチ　コナツ

1 人間 A0516084 名田　あすか ナダ　アスカ

2 法 21614009 川上　真唯 カワカミ　マイ

人間 A0316139 山下　優光 ヤマシタ　ユウミ

法 21715030 納庄　秋甫 ノウショウ　アキホ

法 21815031 納庄　泉甫 ノウショウ　ミズホ

法 21115019 下向　 瑶寧 シモムキ　タマネ

平成２８年度　表彰者一覧表

女子サッカー部
関西学生女子サッカー春季リーグ戦　【１部】
関西学生女子サッカー秋季リーグ戦　【１部】
全日本大学女子サッカー選手権出場

優勝
２位
１２月出場

団体

柔道部 関西学生柔道優勝大会（女子３人制） 優勝 団　体



1 外 19513047 西山　秀祐 ニシヤマ　シュウスケ

2 法 21613002 天早　翔太 アマハヤ　ショウタ

3 法 21113032 辻口　元気 ツジグチ　ゲンキ

4 経 31513064 保喜　大輔 ホキ　ダイスケ

5 経 31813067 前田　大輝 マエダ　ダイキ

6 経 31013069 牧野　篤志 マキノ　アツシ

7 経 31613073 三木　孝将 ミキ　タカノブ

8 経 31013077 安井　涼 ヤスイ　リョウ

9 外 19714010 大西　徹 オオニシ　トオル

10 外 19614036 田村　広大 タムラ　コウダイ

11 法 21314006 奥川　寛夢 オクガワ　ヒロム

12 法 21314014 酒井　拓海 サカイ　タクミ

13 法 21114020 澄谷　一貴 スミタニ　カズキ

14 法 21714026 綱島　駿 ツナシマ　シュン

15 法 21414031 永井　悠暉 ナガイ　ユウキ

16 法 21914044 三木　勇人 ミキ　ハヤト

17 医療 44414016 藤川　直道 フジカワ　ナオミチ

18 法 21015009 鎌田　晃企 カマダ　コウキ

19 法 21615013 黒石　貴哉 クロイシ　タカヤ

20 経 31915001 逢澤　太一 アイザワ　タイチ

21 経 31015002 飯塚　貴之 イイツカ　タカユキ

22 経 31015003 石本　翔也 イシモト　ショウヤ

23 経 31015011 尾崎　岳 オザキ　タケル

24 経 31115012 小田　和祈 オダ　カズキ

25 経 31515024 住田　宗斗 スミダ　シュウト

26 経 31615033 徳川　廉利 トクガワ　レント

27 人間 A0616050 佐々木　祐真 ササキ　ユウマ

28 人間 A0216057 瀨川　拓磨 セガワ　タクマ

29 人間 A0216065 橘　航平 タチバナ　コウヘイ

男子サッカー部 関西学生サッカーリーグ２部Ａ優勝 優勝 団体



２.課外活動団体

個人部門【優秀賞】

№ 所属団体名 学部 学籍番号 氏名 （カナ） 大　会　名 成　　績 区分

兵庫県学生柔道優勝大会　 優勝

兵庫県ジュニア体重別選手権大会　【女子６３㎏級】　 準優勝

兵庫県学生体重別選手権大会　【女子６３㎏級】　 3位

人間 A0716124 村山　健太 ムラヤマ　ケンタ 兵庫県ジュニア体重別選手権大会　【男子５５㎏級】　 準優勝

兵庫県学生体重別選手権大会　【男子６０㎏級】　 3位

法 21115019 下向 瑶寧 シモムキ　タマネ 兵庫県学生体重別選手権大会　【女子５２㎏級】　 優勝

兵庫県ジュニア体重別選手権大会　【女子５２㎏級】　 準優勝

近畿ジュニア体重別選手権大会　【女子５７㎏級】　 優勝

兵庫県ジュニア体重別選手権大会　【女子５７㎏級】　 優勝

兵庫県学生体重別選手権大会【女子57㎏級】 優勝

全日本ジュニア体重別選手権大会【女子５７㎏級】 ベスト８

兵庫県ジュニア柔道体重別選手権大会　【女子５７㎏級】　 準優勝

関西学生体重別選手権大会【女子５７㎏級】 ３位

全日本学生柔道体重別選手権大会【女子５７㎏級】 ベスト８

講道館杯全日本柔道体重別選手権大会【女子５７㎏級】 ベスト１６

6 人間 A0816060 田井　理佳 タイ　アヤカ 兵庫県学生柔道体重別選手権大会【57㎏級】 ３位 個　人

7 外 19113035 高橋　綾子 タカハシ　アヤコ 大賞

8 外 19515023 高本　美ノ里 タカモト　ミノリ 銀賞

9 外 19213001 家村　光子 イエムラ　ミツコ 銅賞

10 外 19313002 石田　礼香 イシダ　レイカ 銅賞

３.社会貢献

個人部門【優秀賞】

11 外 19513047 西山　秀祐 ニシヤマ　シュウスケ 人命救助（社会貢献） 個　人

12 経 31013069 牧野　篤志 マキノ　アツシ 人命救助（社会貢献） 個　人

1

柔道部

人間 A0316139 山下　優光 ヤマシタ　ユウミ 個　人

2 個　人

3 個　人

4 法 21715030 納庄 秋甫 ノウショウ　アキホ 個　人

5 法 21815031 納庄 泉甫 ノウショウ　ミズホ 個　人

韓国文化研究愛
好会

第４回大学生韓国語白日場　開催　【個人】 個　人


	一覧表

