
　■スポーツ活動
番号 団体名・個人名 表彰内容 結果

1
高橋　峻也（陸上競技部）

経済学部3年

・WPA公認　第30回日本パラ陸上競技選手権大会　The 30th Japan Para Athletics championships In Osaka　男子F46やり投げ　2位
・愛知パラ陸上競技大会　男子F46やり投げ　1位
・WPA公認　第24回関東パラ陸上競技選手権大会　男子F46やり投げ　1位
・天皇陛下御即位記念2019年ジャパンパラ陸上競技大会　男子F46やり投げ　2位

2
井内　月野（陸上競技部）

スポーツ科学部3年

・第72回西日本学生陸上競技対校選手権大会　400m　4位
・第85回東海学生陸上競技選手権大会　400m　6位
・2019年東海学生陸上競技夏季大会　400m　3位
・第46回東海学生陸上競技選手権大会　400m　3位

3
安田　帆孝（水泳部）
スポーツ科学部2年

・日本パラ競泳　育成A指定選手
・Singapore2019 World Para Swimming World Series　日本代表
・日本パラ水泳選手権　100m自由形　1位、400m自由形　1位
・World Para Swimming公認 2019ジャパンパラ水泳競技大会
　400m自由形 決勝 1位、200m個人メドレー 決勝 1位、100m自由形 決勝 2位、50m自由形 決勝 2位

4
後藤　陸斗（水泳部）

経済学部4年

・日本パラ競泳　育成B指定選手
・日本パラ水泳選手権　50m自由形　3位
・World Para Swimming公認 2019ジャパンパラ水泳競技大会　400m自由形　決勝　1位、50m自由形　決勝　5位、100m自由形　決勝　3位

5
蜂矢　樹（水泳部）

経済学部4年

・2019　日本学生トライアスロン選手権　観音寺大会　総合順位　130位
・アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン　18－24歳の部　2位
・70.3 World Championship in Nice　総合順位　92位

6
田中　美沙樹（水泳部）

経済学部3年

・2019日本学生トライアスロン選手権　観音寺大会　総合順位　15位
・第9回　日本U23トライアスロン選手権(2019/仙台)　総合順位　5位
・第25回　日本トライアスロン選手権(2019/東京・台場)　途中棄権

7
渡辺　輝（水泳部）
スポーツ科学部3年

・2019日本学生トライアスロン選手権　観音寺大会　総合順位　78位
・日本U23　トライアスロン選手権　総合順位　21位
・アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン　18－24歳の部　3位

8
岩田 里玖（フライングディスク部）

スポーツ科学部3年
・WFDF2019アジア・オセアニアアルティメット＆ガッツ選手権大会　ガッツ・オープン部門　優勝（2019/7/23-2019/7/27）

9
西野 凌（アーチェリー部）

スポーツ科学部1年

・第61回全日本ターゲットアーチェリー選手権大会　男子個人　88位
・第58回全日本学生アーチェリー個人選手権大会　男子個人　69位
・第30回全日本学生アーチェリー東日本大会　男子個人　12位

10
佐藤 百音（アーチェリー部）

スポーツ科学部1年

・第61回全日本ターゲットアーチェリー選手権大会　女子個人　58位
・第58回全日本学生アーチェリー個人選手権大会　女子個人　44位
・第30回全日本学生アーチェリー東日本大会　女子個人　20位

11
熊谷 悟

健康科学部4年
・第18回全国車椅子バスケットボール大学選手権　準優勝
・市制55周年記念 第15回北九州チャンピオンズカップ国際車いすバスケットボール大会　第三位

○学長表彰（団体）

　■スポーツ活動

12 男子ソフトボール部

・第19回愛知県大学ソフトボール選手権　優勝　最優秀選手賞：松山和貴
・令和元年度春季東海地区大学男子Ⅰ部ソフトボールリーグ戦　第4位　ベスト10：猪熊 純平（外野手）、藤原 智徳（投手）　最優秀防御率賞：藤原 智徳
・第51回西日本大学ソフトボール選手権大会　ベスト16
・文部科学大臣杯第54回全日本大学男子ソフトボール選手権大会　ベスト8
・第16回大学男子・女子オープン・ソフトボール大会　優勝
・各試合会場の清掃活動（4月～11月）

13 アーチェリー部
・2019年度全日本学生アーチェリー王座決定戦　男子団体　15位、女子団体　12位
・2019年度東海学生アーチェリー王座出場校決定戦（本戦）　男子団体：準優勝　女子団体：準優勝

○学生部長表彰（個人）

　■スポーツ活動

14
永末 大輝（フライングディスク部）

社会福祉学部3年
・2019U-23　アルティメット地区選抜対抗戦　ミックス部門　地区選抜選手選考会通過　※備考：ミックス部門優勝（該当の大会は11月に開催）

15
芦田 諒太（ゴルフ部）
スポーツ科学部3年

・2019年度全日本アマチュアゴルファーズ選手権　117位Ｔ（165名中）
・2019年度中部日本アマチュアゴルファーズ選手権地区決勝　5位（170名中）
・2019年度中部学生ゴルフ連盟10月定例会　1位（61名中）

16
丸山 雄太（陸上競技部）

スポーツ科学部1年
・2019東海混成選手権大会愛知大会　男子十種競技決勝　3位

17
末元 昴成（陸上競技部）

スポーツ科学部1年
・第72回長野陸上競技選手権大会　男子ハンマー投げ決勝　8位

18
加藤 皓大（陸上競技部）

スポーツ科学部2年
・2019年東海学生陸上競技夏季大会　400m決勝　6位

19
小林 楓（Ⅰ部バドミントン部）

スポーツ科学部2年
・第63回愛知学生新人バドミントン選手権大会　女子ダブルス　準優勝

20
武本 未菜（Ⅰ部バドミントン部）

スポーツ科学部2年
・第63回愛知学生新人バドミントン選手権大会　女子シングルス　優勝
・第63回愛知学生新人バドミントン選手権大会　女子ダブルス　準優勝

21
東 志音（Ⅰ部バドミントン部）

スポーツ科学部1年
・第41回東海学生新人バドミントン選手権大会　男子ダブルス　準優勝

22
荒木 那智（Ⅰ部バドミントン部）

経済学部1年
・第41回東海学生新人バドミントン選手権大会　男子ダブルス　準優勝

23
田中 大志（Ⅰ部バドミントン部）

子ども発達学部4年
・第41回東海学生新人バドミントン選手権大会　男子ダブルス　3位

24
高嶋 健人（Ⅰ部バドミントン部）

社会福祉学部1年
・第41回東海学生新人バドミントン選手権大会　男子ダブルス　3位

　■学術文化活動

25
松浦 百花

社会福祉学部4年
・公益財団法人日本吟剣詩舞振興会 公認 岐阜県吟剣詩舞道総連盟主催 令和元年度 全国剣詩舞コンクール岐阜県大会 青年の部 詩舞 優勝

学生部長表彰
（個人）

　■地域貢献活動

26
林 源太

健康科学部4年

・半田市亀崎地区にて地域活性化とこども達の地域魅力再発見を目的としたワークショップ、「亀崎建築ものづくり塾」を継続的に実施
　第1回：2019年6月15日　第2回：2019年6月22日　第3回：2019年7月14日　第4回：2019年8月8日～9日
　第5回：2019年10月27日　第6回：2019年10月19日
・亀崎地区の空き家を利用した学生シェアハウスの維持

学生部長表彰
（個人）

○学生部長表彰（団体）
　■スポーツ活動

27 女子ソフトボール部

・中京テレビ杯令和元年度秋季第74回東海地区大学女子ソフトボールリーグ　1部リーグ　5位
・中京テレビ杯令和元年度春季第73回東海地区大学女子ソフトボールリーグ戦　1部リーグ　6位
・中京テレビ杯令和元年度秋季第74回東海地区大学女子ソフトボールリーグ　個人表彰（ポジション別ベスト選手）：藤井 杏朱（捕手）
・中京テレビ杯令和元年度秋季第74回東海地区大学女子ソフトボールリーグ　ベストマーケティング賞：佐伯 柚葉

28 　Ⅰ部バドミントン部
・第63回愛知学生新人バドミントン選手権大会　女子　準優勝
・第41回東海学生新人バドミントン選手権大会　男子　3位
・美浜町民バドミントン大会に地域貢献のため参加

29 Ⅰ部剣道部 ・第66回東海学生剣道優勝大会 2部リーグ 優勝

30 女子バスケットボール部
・第57回東海学生バスケットボール大会　第7位
・第90回東海学生バスケットボールリーグ戦　2部リーグ2位

31 硬式野球部
・2019年度　愛知大学野球連盟　選抜チーム　選出（17SP0151　石本 光紀）
・第28回JABA岩手県野球連盟定期リーグ戦大会　敢闘賞（18EE1970　藤原 直也）
・愛知大学野球連盟　2019年度秋季リーグ戦　優秀投手賞（18EE1970　藤原 直也）

32 弓道部
・第62回東海学生弓道選手権大会　女子個人：3位　岡本 花
・第67回全日本学生弓道選手権大会男子個人予選通過　全国大会出場　清家 将太、大脇 涼雅

　■地域貢献活動

33 災害ボランティアセンター

・今年度発生した台風15号及び19号について学内募金活動を実施し、合計円の寄付を行った
・台風19号の被災地支援活動を実施（長野県長野市）し、第1回（10月19日～20日）学生18名、第2回（10月26日～27日）学生22名が参加
・継続的な支援として東日本大震災支援活動（学生11名参加）、熊本地震支援活動（学生11名参加）を実施
・東海キャンパスでは地域防災マップの作成や非常食の食べ比べ企画など地域住民と協同した活動を実施
・半田キャンパスにて次年度の災害ボランティアセンター立ち上げに向けた活動（東北でのＦＷ、学内講演会の企画など）が実施

学生部長表彰
（団体）

学生部長表彰
（団体）

2019年度「課外活動奨励賞」選考結果
＜対象期間：2018年11月～2019年10月＞

○学長表彰（個人）

学長表彰
（団体）

学長表彰
（個人）

学生部長表彰
（個人）



1 スポーツ 団体 男子バスケットボール部
・第90回東海バスケットボールリーグ戦　(3部男子)
　髙橋 亮威：個人別得点数 4位、小石 璃音：個人別3P数 5位　個人別得点数 5位、大橋 智海：個人別得点数 5位

2 地域貢献 団体
日本福祉大学ディズニー

サークルDTC

・平成30年度大学連携まちづくり推進事業
・レゴ東海市発信交流プロジェクト
・「わくわく☆クルマフェスタ」11月4日実施

3 地域貢献 団体
地域課題解決サークル

CYCLE

・美浜町河和地区の空き家を用いたサロン活動を実施し、定期的にイベントを開催
　「内ラリー会」、「バザー」（2018年11月19日）、「みんなで食べよう会」（2019年3月21日）、「夏季！！河和ハウス勉強会
withにっぷく生」等
※以下メディア出演、掲載情報
・ 知多半島ケーブルネットワーク/ニュースCCNC「日本福祉大学生による空き家活用企画」（2018年11月22日放送）
・ 朝日新聞「おいでよ！美浜のオール世代」(2019年3月18日掲載）
・ 中日新聞「桜餅みんなで食べよう」（2019年3月19日掲載）
・ 知多半島ケーブルネットワーク/ニュースCCNC「美浜町河和　みんなで食べよう会」（2019年3月25日放送）

4 地域貢献 団体 にじぷく
・NLGR+2019出展
・名古屋レインボープライド2019参加　おしゃべりブース企画設置

＜対象期間：2018年11月～2019年10月＞

 2019年度美浜町家主組合「課外活動顕彰制度」選考結果　受賞団体一覧

主な活動内容及び実績など番号 系統 個人/団体 団体名・個人名


