
学長表彰

学部 学部 氏名

川上　万尋

辺土名　萌

松尾　晃佑

森川　健太

山村　奎太

善光　雄大

盛房　亮輔

西野　佑基

千原　亮太

山下　龍志

橋本　理沙

會退　詩央莉

【課外活動・団体】 ３団体

クラブ名

自転車競技部 U26チーム
総合３位
日本代表として出場

空手道部 男子団体組手 優勝

ボウリング部 女子２人チーム戦 準優勝

【課外活動・個人】 32名

クラブ名 氏名 学年

ウエイトリフティング部 髙井　啓亮 ４年次 男子85㎏級 優勝

大西　英輝 ４年次 男子組手-60㎏ 日本代表として出場

久保　弘樹 ４年次 男子個人形
優勝
日本代表として出場

小泉　咲蘭 ４年次 女子組手団体
準優勝
京都府代表として出場

中江　真矢 ２年次 女子組手団体
準優勝
京都府代表として出場

飯嶋　颯 ２年次 男子組手団体
優勝
京都府代表として出場

釡口　幸樹 ２年次
Ｕ21男子個人組手
－84㎏

３位
日本代表として出場

中島　啓太 ２年次
男子成年個人組手
中量級

３位
京都府代表として出場

佐尾　瑠衣花 １年次 女子個人組手-50㎏ 優勝
糸東流日本代表として出場

中島　智也 １年次 男子組手団体
優勝
京都府代表として出場

和田　健太郎 ２年次 ３位
関西学生代表として出場

橋本　侑紀 ２年次 ３位
関西学生代表として出場

須堯　元春 ４年次 日本代表として出場

間瀬　勇毅 ４年次 日本代表として出場

佐藤　凪沙 ４年次 サイクルフィギュア 日本代表として出場

安田　京介 ３年次 ポイントレース 優勝

中井　唯晶 ２年次
４㎞インディビデュアル
パーシュート①

準優勝

曽我部　厚誠 １年次 スクラッチ 日本代表として出場

松下　綾馬 ２年次
４㎞インディビデュアル
パーシュート①

３位

藤本　直也 ３年次 ３位
関西学生代表として出場

塩路　達樹 ３年次 ３位
関西学生代表として出場

髙野　航平 ２年次 ３位
関西学生代表として出場

女子ラクロス部 西川　晃代 ２年次 ３位
関西ユース代表として出場

男子ラクロス部 奥田　成哉 ２年次 優勝
関西ユース代表として出場

馬術部 石田　奈美恵 ３年次 成年女子個人 ダービー
３位
京都府代表として出場

バスケットボール部 坂田　匠 ４年次
３位
関西学生代表

森田　慎也 ４年次
日本代表として出場
（ジュニアジャパン）

ファカイ
フェインガ

１年次
日本代表として出場
（ジュニアジャパン）

藪田　裕衣 ３年次 女子3000ｍ障害 ３位

川勝　崇弘 ２年次 ハンマー投 ３位

橋本　奈津 １年次 女子1500m 優勝

是津　延泰 ２年次 日本代表として出場

成績

成績

第18回ラクロス全日本ユース選抜選手権大会

第71回国民体育大会

第20回日本男子学生バスケットボール選抜大会

パシフィックチャレンジ2017

パシフィックチャレンジ2017

天皇賜盃第85回日本学生陸上競技対校選手権大会

第32回日本ジュニア陸上競技選手権大会

天皇賜盃第85回日本学生陸上競技対校選手権大会

第18回ラクロス全日本ユース選抜選手権大会

2016世界ローラースケートスピード選手権大会

ツール・ド・北海道2016

大会名

第60回全日本大学空手道選手権大会

文部科学大臣杯第54回全日本大学ボウリング選手権大会

第23回世界空手道選手権大会

FISU第10回世界学生空手道選手権大会

天皇・皇后杯第44回全日本空手道選手権大会

天皇・皇后杯第44回全日本空手道選手権大会

天皇・皇后杯第44回全日本空手道選手権大会

UCIジュニア・トラック世界選手権大会

第15回アジア ジュニア&カデット、－21空手道選手権大会

第71回 国民体育大会

第８回世界糸東流空手道選手権大会

天皇・皇后杯第44回全日本空手道選手権大会

第31回デンソーカップチャレンジサッカー刈谷大会

第31回デンソーカップチャレンジサッカー刈谷大会

第２回アジア大学選手権ロード

ツアー・オブ・ジャパン

2016年度UCI世界室内自転車競技選手権大会

2016年度　全日本学生TRS第１戦

【学業成績優秀者・個人】４年次24名

大会名

安川　亮

小栗　裕弥

中原　衣純

林　昌孝

伊藤　智之

米田　裕美

高田　裕貴

古川　凌大

原口　典子

萩　夏奈子

和田　将司

齊藤　祐佳里

氏名

第62回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会

2016年度　全日本学生TRS第１戦

第34回全日本大学９ブロック対抗準硬式野球大会

第34回全日本大学９ブロック対抗準硬式野球大会

第34回全日本大学９ブロック対抗準硬式野球大会

2016年度　全日本学生TRS第１戦

サッカー部

自転車競技部

準硬式野球部

ラグビー部

陸上競技部

経済学部

経営学部

法学部

外国語学部

文化学部

理学部

コンピュータ理工学部

総合生命科学部

空手道部



【学生自治活動・個人】４名

クラブ名 氏名 学年

大西　里実 ４年次

高谷　真望子 ４年次

体育会本部 森　拓也 ４年次

文化団体連盟本部 元木　万葉 ４年次

【地域社会貢献・団体】１団体

団体名

サギタリウスチーム 京都市長からの表彰

学生部長表彰

【課外活動・団体】 ５団体

クラブ名

硬式野球部 優勝

射撃部 男子総合団体 準優勝

準硬式野球部 優勝

スキー部
男子総合
女子総合

準優勝

電子計算機応用部 デジタルコンテンツ部門　入賞

落語長屋 漫才部門 準優勝

【課外活動・個人】 35名

クラブ名 氏名 学年

アーチェリー部 波多野　克樹 ４年次 男子RC 優勝

剣道部 鴨井　康成 ４年次 関西学生代表として出場

硬式野球部 福山　大貴 ４年次 2016年度表彰選手

自転車競技部 藤田　俊輔 １年次 ポイントレース24㎞ 準優勝

吉川　佳樹 ４年次 男子小型乗用の部 優勝

上嶌　真子 ３年次 女子個人の部 優勝

奥村　一修 ３年次 YAMAHA　SSクラス 優勝

女子ラクロス部 篠塚　沙英 ２年次 関西学生代表として出場

奥村　麻理子 ４年次 女子個人 優勝

小木曽　真央 ２年次 女子大回転 準優勝

和田　望武 １年次 男子回転 準優勝

大平　夕梨華 ３年次 関西学生代表として出場

３年次 関西学生代表として出場

軟式（Ａ号）野球部 山崎　勝也 ４年次 日本代表として出場

奥谷　仁智 ４年次 Ｍ級Ｄ障害飛越競技 優勝

前野　友香 ３年次 Ｌ級Ｃ障害飛越競技 優勝

佐藤　将馬 １年次 学生賞典馬場馬術競技 優勝

大庭　岳輝 １年次 関西学生代表として出場

リンダー
ライアン雅輝

１年次 関西学生代表として出場

竹山　亜希 ３年次 第55回関西学生ボウリング選手権大会 マスターズ戦 優勝

齋藤　正浩 ３年次 第48回全日本大学個人ボウリング選手権大会 男子の部 ３位

中川　将弥 ３年次 2017関西学生代表ニュージーランド遠征 関西学生代表として出場

柴田　知宏 ３年次 2017関西学生代表ニュージーランド遠征 関西学生代表として出場

伊藤　鐘平 １年次 2017関西学生代表ニュージーランド遠征 関西学生代表として出場

貴島　由良 １年次 2017関西学生代表ニュージーランド遠征 関西学生代表として出場

金原　裕太 ４年次 男子ハンマー投 優勝

寺西　雅俊 ４年次 男子ハーフマラソン 優勝

岩谷　勇希 ３年次 男子ハンマー投 優勝

清水　穂高 ３年次 第28回全日本びわ湖クロスカントリー大会 女子１部６キロ 優勝

林田　隼大 ３年次 男子200m 優勝

棚池　穂乃香 ２年次 2016全日本大学女子選抜駅伝競走 ５区　区間賞

本井　義明 １年次 男子1500m 優勝

入山　流星 ４年次 優勝

白髭　裕太 ３年次 優勝

吉澤　昂希 ３年次 優勝

大会名

第39回関西学生アーチェリーフィールド選手権大会

International Students Creative Award2016

第27回西日本学生ライフル射撃選手権大会

成績

成績

第31回全日本学生スキー技術選手権大会

2016関西学生陸上競技種目別選手権大会

2016関西学生陸上競技種目別選手権大会

春ルアー大会

2016　Lacrosse　Berlin　Open

2016関西学生陸上競技種目別選手権大会

和邇新歓ルアー大会

秋季ヘラブナ大会

2016年関西学生卓球連盟台湾大学選抜交流大会

第２回大学軟式野球国際親善大会

第51回全関西学生馬術大会

第48回関西学生自馬馬術大会

第51回関西学生賞典馬場馬術大会

第42回日韓学生親善バスケットボール大会定期戦

全関西学生運転競技選手権大会（フィギュア）

全関西学生ジムカーナ選手権大会

第21回全国学生カート選手権

第87回全関西学生スキー選手権大会

第87回全関西学生スキー選手権大会

2016年関西学生卓球連盟台湾大学選抜交流大会

西都六大学準硬式野球連盟春季リーグ戦

第87回全関西学生スキー選手権大会

継続的な地域安全活動

内容

内容

志学会執行委員会　執行委員長

志学会執行委員会　副委員長 兼 書記局長

体育会　会長

文化団体連盟本部常任委員会　委員長

大会名

関西六大学野球連盟春季リーグ戦

第93回関西学生陸上競技対校選手権大会

第93回関西学生陸上競技対校選手権大会

陸上競技部

志学会執行委員会

自動車部

スキー部

卓球部

第９回全国大学生お笑い選手権大会

馬術部

バスケットボール部

ボウリング部

ラグビー部

アングリングクラブ

平成28年度日韓学生剣道交流親善試合

日本学生野球協会

第36回西日本学生選手権トラック自転車競技大会

第42回日韓学生親善バスケットボール大会定期戦



【学生自治活動・個人】８名

クラブ名 氏名 学年

上田　匠馬 ３年次

福地　辰朗 ３年次

喜田　純加 ３年次

綿邉　映美 ４年次

川口　佑梨耶 ４年次

体育会本部 名波　珠生 ４年次

松尾　真大 ４年次

藤田　知彩子 ４年次

【地域社会貢献・個人】１名

学部名 氏名 学年

経営学部 岡村　遼 ３年次 社会貢献活動

【大学貢献・団体】 ７団体

学部 ゼミ名 成績

花岡ゼミ 第12回京都から発信する政策研究交流大会 優秀賞

八塩ゼミ 第12回京都から発信する政策研究交流大会 優秀賞

上田ゼミ 2016年度政策フォーラム 分科会賞

菅原ゼミ 第16回WEST論文研究発表会 現状分析賞

坂井ゼミ 第12回日銀グランプリ～キャンパスからの提言～ 奨励賞

松高ゼミ 平成28年度学生ビジネスプランコンテスト 努力賞

松高ゼミ 平成28年度学生ボランティア団体支援事業 採択

【大学貢献・個人】 ２名

学部 氏名 学年 成績

橋本　拓実 ４年次 優秀賞

坂口　颯香 ３年次 準優勝

大会名

体育会　副会長

志学会執行委員会　課外活動局長

志学会執行委員会　厚生局長

志学会執行委員会　情報宣伝局長

志学会執行委員会　総務局長

志学会執行委員会

文化団体連盟本部

経済学部

経営学部

外国語学部

内容

中京警察署長からの感謝状

内容

2016JAL中国語スピーチコンテスト大阪大会

文化団体連盟本部常任委員会　副委員長

大会名

第11回中国語スピーチコンテスト

文化団体連盟本部常任委員会　副委員長

志学会執行委員会　会計局長


