
学部 学部 氏名
石田　真奈
小松　和映
松波　英里奈
前田　和希
西村　悠矢
中村　将也
隅田　智之
中村　友哉
川端　盛志
谷村　圭哉
若宮　健
松井　理榮子

クラブ名 成績
空手道部 団体組手男子　準優勝
自転車競技部 男子ロード総合成績　２位
馬術部 団体　３位

ボウリング部
男子５人チーム戦　優勝
女子２人チーム戦　優勝

クラブ名 氏名 成績

荒賀　慎太郎
男子個人組手-60㎏　３位
※日本代表として出場

大西　英輝
男子組手-60㎏　優勝
※日本代表として出場

久保　弘樹
21アンダー　男子形　３位
※日本代表として出場

小泉　咲蘭
女子組手団体戦　優勝
※京都府代表として出場

藤澤　貴樹
男子組手-67㎏　５位
※日本代表として出場

中江　真矢
女子組手団体戦　優勝
※京都府代表として出場

飯嶋　颯
男子組手団体戦　優勝
※京都府代表として出場

釡口　幸樹
男子組手-84㎏　３位
※日本代表として出場

中島　啓太
男子組手団体戦　優勝
※京都府代表として出場

須堯　元春 準優勝
間瀬　勇毅 男子スクラッチ　優勝
中井　路雅 男子U23　優勝

佐藤　凪沙
サイクルフィギュア　出場
※日本代表として出場

小川　幹弘
準優勝
※関西選抜チームとして出場

藤本　直也
準優勝
※関西選抜チームとして出場

塩路　達樹
準優勝
※関西選抜チームとして出場

髙野　航平
準優勝
※関西選抜チームとして出場

井林　宥輔
優勝
※関西学生選抜チームとして出場

小林　礼秧
優勝
※関西学生選抜チームとして出場

坂田　匠
優勝
※関西学生選抜チーム（主務）として出場

木村　太一 男子ハンマー投　３位

金原　裕太 男子ハンマー投　優勝

難波　宏貴
優勝
※22歳以下日本代表として出場

三角　魁
優勝
※関西ユース選抜として出場

土谷　徳秀
優勝
※関西ユース選抜として出場

ダブルダッチ部 西本　滉平
＜男子シニア＞
■ダブルススピード　優勝 ほか
※日本代表として出場

【学生自治活動・個人】４
クラブ名 氏名

古田　拓志
荒川　志乃

体育会本部 秋山　和輝
文化団体連盟本部 山根　隆太

志学会執行委員会

空手道部

自転車競技部

準硬式野球部

バスケットボール部

陸上競技部

男子ラクロス部

体育会　会長
文化団体連盟本部常任委員会　委員長

第17回ラクロス全日本ユース選抜選手権大会

第17回ラクロス全日本ユース選抜選手権大会

2015World Jump Rope＆Double Dutch Contest World

内容
志学会執行委員会　執行委員長
志学会執行委員会　副執行委員長

第19回日本男子学生バスケットボール選抜大会

第19回日本男子学生バスケットボール選抜大会

第19回日本男子学生バスケットボール選抜大会

天皇賜盃第84回・秩父宮妃杯第67回
日本学生陸上競技対校選手権大会

2015日本学生陸上競技個人選手権大会

2015 APLU Asia Pacific　Lacrosse Championship

第84回全日本自転車競技選手権大会ロード・レース

世界室内自転車競技選手権大会2015

第33回全日本大学９ブロック対抗準硬式野球大会

第33回全日本大学９ブロック対抗準硬式野球大会

第33回全日本大学９ブロック対抗準硬式野球大会

第33回全日本大学９ブロック対抗準硬式野球大会

内閣総理大臣杯　第43回全日本空手道選手権大会

内閣総理大臣杯　第43回全日本空手道選手権大会

空手１プレミアリーグ沖縄2015

内閣総理大臣杯　第43回全日本空手道選手権大会

2015年度全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ第４戦
第56回全日本学生選手権トラック自転車競技大会

大会名

第13回アジアシニア空手道選手権大会

空手１プレミアリーグ沖縄2015

第９回世界ジュニア&カデット、21アンダー空手道選手権大会

内閣総理大臣杯　第43回全日本空手道選手権大会

空手１プレミアリーグ沖縄2015

大会名
第59回全日本大学空手道選手権大会
第71回全日本大学対抗選手権自転車競技大会
第58回全日本学生賞典馬場馬術競技大会

文部科学大臣杯争奪　第53回全日本大学ボウリング選手権大会

【課外活動・個人】26

【課外活動・団体】４

経営学部
石田　裕明

理学部齋藤　友昭
中西　正之

法学部
河野　和貴

コンピュータ理工学部池田　美由紀
阪上　陽香

学長表彰
【学業成績優秀者・個人】24

氏名

経済学部
串　真旭

文化学部中江　修子
折原　秀一

外国語学部
関　デルフィン笑子

総合生命科学部中　麻乃
川﨑　康平



【課外活動・団体】９
クラブ名 成績

体育会本部編集局 文章部門・写真部門・レイアウト部門　２位
放送局 最優秀大学
居合道部 団体之部　３位

射撃部
男子団体
10mエアライフル立射60発競技　準優勝

スキー部 男子１部　総合　準優勝
準硬式野球部 優勝

ラグビー部 優勝

陸上競技部 優勝
ダブルダッチ部 シングルス　大学生　優勝

クラブ名 氏名 成績
ウエイトリフティング部 髙井　啓亮 男子85㎏級　優勝
自転車競技部 中井　唯晶 オープン男子総合成績　３位

上嶌　真子 女子小型貨物の部　優勝　
奥村　一修 FP-３クラス　年間１位

射撃部 田上　諒 BP40JM　準優勝
スキー部 奥村　麻理子 女子　優勝

男子バレーボール部 和治　裕太
準優勝
※関西選抜男子チームとして出場

軟式（A号）野球部 山崎　勝也 大学日本代表として参加
馬術部 川上　優理子 学生賞典馬場馬術競技　優勝

内藤　慎之介 男子　３位
堀田　恵子 女子個人総合　優勝

瀨　美咲 女子個人戦（３G）　優勝
井阪　晃生 男子　優勝
竹山　亜希 優勝
下良　好純 関西学生選抜として出場
福留　諒佑 関西学生選抜（主務）として出場
細野　裕一朗 関西学生選抜として出場
李　智栄 関西学生選抜として出場
森田　慎也 関西学生選抜として出場
眞野　拓也 関西学生選抜として出場
川嶋　はるか 女子3000m障害　準優勝
中西　健 男子10000m　優勝
上門　大祐 １部男子８キロ　優勝
佐藤　季実子 女子10000m　準優勝
寺西　雅俊 男子ハーフマラソン　優勝
奥村　杏平 男子5000m　準優勝
紀伊馬　翔太 優勝
御子神　智之 優勝
小原　智樹 バス釣り　３位
入山　流星 優勝
宇達　大介 優勝

落語長屋 池上　拓真 優勝

クラブ名
全学応援団

クラブ名 氏名
川口　佑梨耶
高谷　真望子
大西　里実
佐藤　孝樹
森　拓也
大江　悠史
杉原　冬馬

クラブ名
馬術部
茶道研究部
天文同好会

団体 成績
福井唯嗣ゼミ 分科会賞【２チーム】
藤野敦子ゼミ 日本公共政策学会賞
諏澤吉彦ゼミ ＭＩＰ賞1位
中井 透ゼミ 特別賞（大阪産業人クラブ賞）・奨励賞
松高 政ゼミ 努力賞
小林一彦ゼミ 近畿地区優秀賞

ボウリング部

ラグビー部

陸上競技部

アングリングクラブ

志学会執行委員会

第11回京都から発信する政策研究交流大会
全国学生保険学ゼミナール2015年度全国大会
第17回キャンパスベンチャーグランプリ大阪大会
平成27年度学生ビジネスプランコンテスト
社会人基礎力育成グランプリ2016

自動車部

体育会本部

文化団体連盟本部

アニマルセラピー「馬とのふれあい教室」による社会貢献活動
社会貢献活動（洛風中学校との交流）
星空観望会（上賀茂神社，柊野小学校，夜久野町，熊本県山鹿市）による社会貢献活

【大学貢献・団体】６
大会名

2015年度政策フォーラム

体育会　副会長
体育会　副会長
文化団体連盟本部常任委員会　副委員長
文化団体連盟本部常任委員会　副委員長

【地域社会貢献・団体】３
内容

平成27年度乱舞祭の復活に貢献

【学生自治活動・個人】７
内容

志学会執行委員会　会計局長
志学会執行委員会　総務局長
志学会執行委員会　情報宣伝局長

第29回全日本学生釣り選手権大会
秋季ヘラブナ大会
春ルアー大会
第６回てんしき杯

【学生自治活動・団体】１
内容

2015全日本びわ湖クロスカントリー大会
秩父宮賜杯　第68回西日本学生陸上競技対校選手権大会
第92回関西学生陸上競技対校選手権大会
秩父宮賜杯　第68回西日本学生陸上競技対校選手権大会
夏バス大会
夏季エギング大会

第９回関西ラグビーまつり（ニュージーランド学生代表と対戦）
第９回関西ラグビーまつり（ニュージーランド学生代表と対戦）
第９回関西ラグビーまつり（ニュージーランド学生代表と対戦）
第９回関西ラグビーまつり（ニュージーランド学生代表と対戦）
秩父宮賜杯　第68回西日本学生陸上競技対校選手権大会
秩父宮賜杯　第68回西日本学生陸上競技対校選手権大会

第38回関西学生オープンボウリング競技大会
第38回関西学生オープンボウリング競技大会
第54回関西学生個人春季リーグ
平成27年度関西学生個人選手権大会
第９回関西ラグビーまつり（ニュージーランド学生代表と対戦）
第９回関西ラグビーまつり（ニュージーランド学生代表と対戦）

第45回西日本ライフル射撃競技選手権大会
第24回全日本学生スキー技術選手権大会

第16回西日本大学男子バレーボール５学連選抜対抗戦

第１回大学軟式野球国際親善大会
第50回関西学生賞典馬場馬術大会
第47回全日本大学個人ボウリング選手権大会

【課外活動・個人】32
大会名

第63回関西学生ウエイトリフティング選手権大会
2015ジャパンカップサイクルロードレース
平成27年度全関西学生運転技術選手権大会
2015年地方カート選手権

第30回全日本学生居合道大会

第26回西日本学生ライフル射撃選手権大会

2015西都六大学準硬式野球連盟春季リーグ戦

2015関西セブンズフェスティバル

第77回関西学生対校駅伝競走大会
JAPAN　OPEN’16　WEST

学生部長表彰

大会名
第９回大学スポーツ新聞コンテスト
第４回大学対抗実況コンテスト

第86回全関西学生スキー選手権大会


