
 

 

 
2014 年度同志社総長賞受賞（団体） 

 

1） 

【大会名】第１２回全日本学生フォーミュラ大会 

【開催日】2014年 9月 2日～6日 

【成 績】ＩＣＶ総合優秀賞 第３位 

コスト賞１位（最優秀コスト賞） 

※Formula Student Combustion-World Ranking 

世界５１１校中 ランキング６位（２０１５年１月１４日現在） 

【メンバー】29名 

     池下 義人  生命医科学部３年次生 

     斉藤 光信  理工学部３年次生 

     田中 隆太  理工学部３年次生 

     新野 寛人  理工学部３年次生 

     麻生  海  理工学部３年次生 

     伊藤 康成  理工学部２年次生 

     山岸 龍明  理工学部４年次生 

     林   豊  理工学部２年次生 

     長村 弘一  理工学部２年次生 

     福嶌 雄大  理工学部２年次生 

     岩本 誠也  理工学部２年次生 

     神部 尚紀  理工学部２年次生 

     久保 智洋  理工学部２年次生 

     中澤  優  理工学部２年次生 

     西田 真也  理工学部２年次生 

     新田 真也  理工学部２年次生 

     於本 裕之介 理工学部２年次生 

     安東 良祐  理工学部１年次生 

     森  順平  理工学部１年次生 

     本川 勇哉  理工学部１年次生 

     西脇 佑太  理工学部１年次生 

     宇高  希  理工学部１年次生 

     JIN  YUKAI  理工学部１年次生 

     阿瀬有佑実  理工学部１年次生 

     城戸 咲乃  理工学部１年次生 

     三浦 一朗  理工学部１年次生 

     森下  祐  理工学部１年次生 

     田中 達也  理工学部１年次生 

     月本 啓太  理工学部１年次生 

 

別紙 
 



 

 

 

2014 年度同志社総長賞受賞（個人） 

 

1）商学部 4年次生 西村 拓也 （体育会フェンシング部） 

【大会名】第 3回 U-23 アジア選手権大会 

【開催日】2014年 10月 10日～15日 

【成 績】男子フルーレ団体 金メダル  ※日本代表メンバーとして出場 

 

2）文学部 2年次生 鳴海 葵 （体育会フェンシング部） 

【大会名】2014アジアジュニア・カデフェンシング選手権大会 

【開催日】2014年 3月 5日～13日 

【成 績】女子サーブル団体 第 3 位 ※日本代表メンバーとして出場 

 

3）文学部 3年次生 國米 櫻 （体育会空手道部） 

【大会名】2014North American Championships 

【開催日】2014年 3月 21日～22日 

【成 績】成年女子形 優勝 

 

【大会名】PKF パンアメリカン大会 

【開催日】2014年 5月 27日～31日 

【成 績】成年女子形 準優勝 

 

【大会名】USA NFK 全米大会 

【開催日】2014年 7月 10日～13日 

【成 績】成年女子形 優勝 

 

【大会名】2014オリンピックフェスティバル 

【開催日】2014年 7月 26日～27日 

【成 績】成年女子形 優勝 

 

 

4）スポーツ健康科学部 2年次生 東海 志保 （体育会空手道部） 

【大会名】第 3回東アジアジュニア＆カドット及び第 4回東アジアジュニア空手道選手権大会 

【開催日】2014年 4月 23日～28日 

【成 績】女子組手 50ｋｇ級 準優勝 

 

5）商学部 2年次生 大越 元気 （体育会ラグビー部） 

【大会名】IRB Junior World Rugby Trophy 2014 

【開催日】2013年 4月 7日～19日 

【成 績】U-20優勝  ※日本代表メンバーとして出場 

 

6) 商学部 2年次生 石田 幹太 （体育会ラグビー部） 

【大会名】IRB Junior World Rugby Trophy 2014 

【開催日】2013年 4月 7日～19日 

【成 績】U-20優勝  ※日本代表メンバーとして出場 

別紙 
 



 

 

7）社会学部 2年次生 末永 健雄 （体育会ラグビー部） 

【大会名】IRB Junior World Rugby Trophy 2014 

【開催日】2013年 4月 7日～19日 

【成 績】U-20優勝  ※日本代表メンバーとして出場 

 

8）スポーツ健康科学部 2年次生 松井 千士 （体育会ラグビー部） 

【大会名】IRB Junior World Rugby Trophy 2014 

【開催日】2013年 4月 7日～19日 

【成 績】U-20優勝  ※日本代表メンバーとして出場 

 

【大会名】ARFUアジアセブンズシリーズ 2014 

【開催日】2013年 8月 23日～24日 

【成 績】第 3位  ※日本代表メンバーとして出場 

 

9）スポーツ健康科学部 3年次生 高野 綾 （体育会水泳部） 

【大会名】第 12回パンパシフィック水泳選手権 

【開催日】2014年 8月 21日～25日 

【成 績】女子 4×200ｍリレー 第 4位  ※日本代表メンバーとして出場 

 

【大会名】第 17回アジア大会 

【開催日】2014年 9月 19日～10月 4日 

【成 績】女子 4×200ｍリレー 準優勝  ※日本代表メンバーとして出場 

 

 

10）スポーツ健康科学部 1年次生 川本 美聡 （体育会水泳部） 

【大会名】第 14回世界ジュニア選手権大会 

【開催日】2014年 7月 30日～8月 3日 

【成 績】シンクロ競技 フリーコンビネーション 優勝 チーム準優勝 

 ※日本代表メンバーとして出場 

 

11）商学部 2年次生 西村 駿弥 （体育会水泳部） 

【大会名】第 56回日本選手権大会兼 FINA スイミングワールドカップ 2014 

【開催日】2014年 10月 28日～29日 

【成 績】男子 200ｍ背泳ぎ 第 8位  

 

12）商学部 2年次生 田邊 理紗 （体育会ハンドボール部） 

【大会名】第 2回 U-22東アジアハンドボール選手権 

【開催日】2014年 6月 29日～7月 6日 

【成 績】準優勝 ※日本代表メンバーとして出場 

 

13）スポーツ健康科学部 4年次生 平岡 隆明 （体育会トライアスロン部） 

【大会名】JTU世界ロングディスタンストライアスロン選手権 

【開催日】2014年 9月 21日 

【成 績】24歳以下 第 3位  

 

 

 

別紙 
 



 

 

14）商学部 3年次生 高橋 真梨子 （体育会卓球部） 

【大会名】2014フィンランドオープン 

【開催日】2014年 12月 4日～7日 

【成 績】女子団体 準優勝  ※日本代表メンバーとして出場 

 

 

15）文学部 3年次生 中西 優華 

【大会名】Dance World Cup 2014 World Finals in Portugal 

【開催日】2014年 6月 29日～7月 5日 

【成 績】オープンデュエット/トリオ タップダンス 優勝 

           オープンソロモダン/コンテンポラリーダンス ７位 

 

16）理工学研究科博士課程（前期課程）2年次生  山本 哲史 

【大会名】36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine  

and Biology Society (EMBC2014) 

【開催日】2014年 8月 26日～30日 

【成 績】IEEE EMBS Japan Young Investigators Competition for EMBS’14  

(JpCOMPEmbs14) 

 

別紙 
 


