
 

平成２７年度島根大学「学生表彰」者一覧 

 

【氏名の前に※を付した学生は，重複して表彰される者である】 

 

１ 本学を卒業する学生又は本学大学院の課程を修了する学生で，勉学に精励し，学

業成績が特に優秀であり，他の学生の模範となると認められる者 

  （島根大学学生表彰規則第２条第一号） 

 

１． 山口 諒（やまぐち りょう） 法文学部法経学科４年（L124084） 

 

２． 靑木 萌子（あおき もえこ） 法文学部社会文化学科４年（L125001） 

 

３．  安田 はるか（やすだ はるか） 法文学部言語文化学科４年（L123062） 

 

４． 安達 和哉（あだち かずや） 教育学部学校教育課程４年（E124103） 

 

５． 赤川 理恵（あかがわ りえ） 医学部医学科６年（M101001） 

 

   ６． 大賀美 尚子（おおがみ なおこ） 医学部看護学科４年（M122014） 

 

   ７． 時本 晋吉（ときもと しんきち） 

      総合理工学部物質科学科〔物理分野〕４年（S121084） 

 

   ８． 近藤 璃奈（こんどう りな） 

      総合理工学部物質科学科〔化学分野〕４年（S121052） 

 

   ９． 内田 嗣人（うちだ ひでと） 

      総合理工学部地球資源環境学科４年（S122009） 

 

   10． 石原 和樹（いしはら かずき） 

      総合理工学部数理・情報システム学科〔数理分野〕４年（S123006） 

 

   11． 宮本 真実（みやもと まみ） 

      総合理工学部数理・情報システム学科〔情報分野〕４年（S123089） 

 

   12． 楠木 英士（くすのき えいじ） 

      総合理工学部機械・電気電子工学科４年（S124022） 

 

   13． 小笠原 隆文（おがさわら たかふみ） 

      総合理工学部建築・生産設計工学科４年（S125007） 

 

   14． 嶋田 直人（しまだ なおと） 

      生物資源科学部生物科学科４年（A121011） 



 

   15． 塚本 真嗣（つかもと まさし） 

      生物資源科学部生命工学科４年（A122023） 

 

   16． 牧野 このみ（まきの このみ） 

      生物資源科学部農林生産学科４年（A123074） 

 

   17． 山岡 菫子（やまおか すみれこ） 

      生物資源科学部農林生産学科４年（A123084） 

 

   18． 池田 英治（いけだ えいじ） 

      生物資源科学部地域環境科学科４年（A124005） 

 

   19． 今田 誠志（いまだ せいじ） 

      法務研究科法曹養成専攻３年（L139701） 

 

 

２ 学術研究において，特に顕著な業績を挙げたと認められる者 

  （島根大学学生表彰規則第２条第二号） 

 

   20． 第 1 回全国医学生 CPR（救急蘇生法）選手権決勝大会成人部門第 1 位 

（SCOP ※医学部公認サークル） 

      高倉 竜彦（たかくら たつひこ） 医学部医学科５年（M111044） 

      善浪 佑理（よしなみ ゆり）   医学部医学科５年（M111093） 

      田川 隆太（たがわ りゅうた）  医学部医学科５年（M111046） 

      三浦 和樹（みうら かずき）   医学部医学科５年（M111077） 

      岩野 佑介（いわの ゆうすけ）  医学部医学科５年（M111013） 

 

   21． 第 13 回日本コエンザイム Q 協会研究会において奨励賞を受賞，2015 年

度日本農芸化学会中四国支部学生奨励賞を受賞 

      柳井 良太（やない りょうた） 

        生物資源科学研究科 修士課程２年（A149612） 

  

   22． 中海の干拓事業中止による環境への影響に関する論文が学会誌において

社会的な重要性を高く評価された 

      篠原 隆佑（しのはら りゅうすけ） 

       生物資源科学研究科 修士課程２年（A149810） 

 

 



３ 課外活動において，特に優秀な成績を収め，課外活動の振興に功績があったと認

められる者又は団体 

（島根大学学生表彰規則第２条第三号） 

   

23.  駐大阪・神戸アメリカ領事館主催第 4 回 AO-K スピーチコンテストにおい

て第 2 位 

 久保田 明里（くぼた あかり） 法文学部言語文化学科３年(L133027) 

 

24.  第 70 回国民体育大会において「成年女子シングルスカル」第６位，平成

27 年度関西選手権競漕大会において「女子シングルスカル」第３位。また

ボート競技での優秀な成績により平成 24 年度から 3 年連続して学生表彰

を受賞（ボート部） 

    後藤 春可（ごとう はるか） 

     総合理工学部機械・電気電子工学科４年（S124027） 

 

25． 第 49 回全日本医科学生体育大会王座決定戦 優勝（ソフトテニス部 女

子団体） 

真玉 千紘（またま ちひろ）  医学部医学科５年（M111071） 

辰巳 渚（たつみ なぎさ）   医学部医学科５年（M111048） 

西垣 春菜（にしがき はるな） 医学部医学科５年（M111056） 

清水 彩華（しみず あやか）  医学部医学科５年（M111039） 

石本 千夏（いしもと ちなつ） 医学部医学科２年（M141007） 

波多野 由依（はだの ゆい）  医学部医学科２年（M141075） 

 

26． 第 49 回全日本医科学生体育大会王座決定戦 優勝（ソフトテニス部 女

子個人（ペア）） 

※石本 千夏（いしもと ちなつ） 医学部医学科２年（M141007） 

※波多野 由依（はだの ゆい）  医学部医学科２年（M141075） 

 

27． 第 67 回西日本医科学生総合体育大会 男子 200m バタフライ 第１位（水

泳部 個人） 

竹内 健悟（たけうち けんご） 医学部医学科１年（M151057） 

 

28． 第 67 回西日本医科学生総合体育大会 女子個人戦組手 優勝／女子個人

戦形 優勝（空手道部 個人） 

高鳥 幸葉（たかとり ゆきは） 医学部医学科６年（M101049） 

 



29． 第 67 回西日本医科学生総合体育大会 女子団体戦 準優勝（卓球部 女

子団体） 

原田 愛子（はらだ あいこ）  医学部医学科５年（M111061） 

溜尾 美咲（たまりお みさき） 医学部医学科４年（M111050） 

玉木 翔子（たまき しょうこ） 医学部医学科４年（M121053） 

梶谷 茉衣（かじたに まい）  医学部医学科４年（M121202） 

小田 奈央（おだ なお）    医学部医学科３年（M131032） 

掘江 美香（ほりえ みか）   医学部医学科３年（M131084） 

鈴木 悠里子（すずき ゆりこ） 医学部医学科２年（M141048） 

沖永 千聡（おきなが ちさと） 医学部医学科２年（M141024） 

 

30． 第 67 回西日本医科学生総合体育大会 女子ダブルス 優勝（卓球部 女

子ダブルス） 

※原田 愛子（はらだ あいこ）  医学部医学科５年（M111061） 

※溜尾 美咲（たまりお みさき） 医学部医学科４年（M111050） 

 

 

４ 社会活動等において，特に顕著な功績を残し，社会的に高い評価を受けたと認め

られる者又は団体 

  （島根大学学生表彰規則第２条第四号） 

 

31.  政治分野・中小企業分野・東北復興支援など多方面にわたる社会的活動

による学内外への貢献 

 新藤 正春（しんどう まさはる） 法文学部法経学科４年(L124043) 

 

32.  隠岐の島町での実習中に心肺停止者へ一次救命処置を行い，一命を取り

留めた人命救助 

 飯田 智宏（いいだ ともひろ） 

生物資源科学研究科 修士課程１年(A159601) 

 

 

５ その他，学長が表彰に価すると認めた者又は団体 

  （島根大学学生表彰規則第２条第五号） 

 

33.  島根大学入学以来，継続的な松江キャンパスＥＭＳの運用実施に向けた，

学生の立場からの積極的な貢献 

 伊藤 なつみ（いとう なつみ） 

生物資源科学部生命工学科３年(A132006) 

 


