
(学部) 優秀賞 総合文化政策学部 碓井　咲希 内山　智香子 (大学院)

最優秀賞 文学部 大塚　ひかり 村山　麻子 品田　璃来 最優秀賞

文学部 エリオット　真理亜 小山田　芽具 樋口　海翔 本西　美奈子 文学研究科

園　侑馬 藤井　雄斗 新海　方子 森山　侑芽 松浦　もも ＬＩ　ＺＩＸＵＡＮ

樋口　晴香 河津　万紘 西村　葵 安部　純礼 川越　美結 小茄子川　晃乃

矢澤　美咲 フィルソン サスキア 琴音 佐藤　悠安 阿部　侑奈 総合文化政策学部 教育人間科学研究科

岩田　明花音 吉田　陽まり ＴＥＥ　ＫＡＩＬＵＮ 吉田　夢実 大熊　蘭 村上　慧

秋谷　有咲 鈴木　悠布 理工学部 経済学部 大友　怜南 横山　舜

町田　大悟 山本　とわ 稲垣　直輝 秋山　真樹 谷口　果鈴 経済学研究科

教育人間科学部 溝口　蓮 土居　将大 笠原　永都 河原　涼香 ＺＯＮＧ　ＢＩＮ

高橋　南帆 小田嶋　佑 小林　愛美 田平　寛大 杉本　俊希 高橋　海里

矢部　巧起 大野　直太 塩脇　寛子 森　唯菜 高橋　優衣菜 法学研究科

井上　えり子 教育人間科学部 豊田　朔実 佐々木　京香 川原　美怜 平野　潔範

経済学部 奥山　千鶴 簗瀬　智史 ＳＵＮ　ＨＯＮＧＪＩ 福島　沙樹 諏訪　晴美

中村　更紗 加賀美　夏生 重本　竜声 久恒　造 森野　莉菜子 経営学研究科

後藤　啄文 上野　えれん 山口　僚太 吉本　果歩 理工学部 ＳＨＩ　ＳＨＵＡＩ

竹門　大希 望月　ひらり 別府　啓至 梅田　瑞樹 朝原　健翔 国際政治経済学研究科

荘　禮陽 吉田　麻衣奈 松原　亮馬 岡森　優人 伊澤　梓実 ＹＡＮ　ＹＵＣＨＥＮ

海津　未希 岡田　めぐみ 斉藤　賢人 里見　優斗 小柳　唯菜 河野　研郎

法学部 経済学部 濱道　光希 堀井　萌夏 安西　美玖 小島　英太郎

岡本　明寧 奥吉　太一 社会情報学部 齊藤　黎 小笠原　朱音 総合文化政策学研究科

永江　由季 田中　智久 瀬戸　里穂 荒井　乃絵留 川邉　理緒 ＨＡＯ　ＹＩＴＩＡＮ

前田　陸 平田　莉菜 中川　結衣 大友　史也 神垣　玲央 理工学研究科

﨑元　優衣 佐々木　快盛 宮田　鈴菜 法学部 戸谷　準 佐藤　優理

経営学部 藤村　理子 坂本　優菜 石田　うらら 渡来　拓矢 逸見　冬弥

金子　茉鈴 梶原　千波 地球社会共生学部 桒原　緋雛子 保田　瞬 大城　智義

高橋　武志 川村　ゆかり 石塚　彩世 児玉　朝妃 高木　千吏 木村　祐希

佐野　楓花 真橋　光輝 高橋　幸智 武井　愛莉須 中村　泰彬 笹田　達矢

杉目　恭子 水留　悠理 今井　波音 小川　愛生 並木　柚葉 山口　輝

齋藤　未波 橘　美沙樹 島谷　桜子 清川　悠莉 山口　颯太 石井　峻

国際政治経済学部 法学部 コミュニティ人間科学部 倉田　優花 大條　海渡 永田　詩織

北場　咲紀 佐藤　由実 大藪　みさと 渡邊　玲緒 小倉　歩 西村　政哉

小嶋　美生 吉村　翔太 村田　芽衣花 稲垣　朱音 加藤　麻奈 水島　翼

鈴木　奈美 阿部　菜奈子 (他2名、以上80名) 稲葉　未有 社会情報学部 南雲　健人

総合文化政策学部 小田　佳祐 奨励賞 金子　実樹 斎藤　愛弓 社会情報学研究科

松本　啓汰 村　真理奈 文学部 三木　万琴 藤下　可菜 本間　美帆

戸草　尋 加藤　なつき 日下部　絵梨 経営学部 栗原　櫻希 奥野　隆也

柴田　智美 上條　優佳 小島　加奈代 江嵜　太星 櫻井　美紀 国際マネジメント研究科

理工学部 佐藤　大心 鈴木　七海 河田　健 渡辺　大智 奥野　潤也

塩田　珠里 経営学部 江畑　麻衣 ＰＵ　ＪＩＮＧＹＩ 田中　賢斗 木村　友子

渡邉　翔太 内田　匠海 太田　真里那 飯野　由唯 地球社会共生学部 志村　雄弘

小澤　航 大内　恵実 佐々木　健心 田中　綾華 計田　和香菜 成瀬　正和

大久保　建斗 大塚　滉太 田上　友愛 蓮沼　あやか 松窪　恵 福田　育弘

吉原　深礼 黒澤　歩美 和仁原　彩音 稲葉　沙耶 澤藤　瑠美奈 堀越　直

中川　久倫 大平　佳奈 鷲田　怜香 小原　彩花 高橋　楓 村上　直之

社会情報学部 矢澤　駿 服部　真李亜 松前　明香里 岩清水　乃々栞 渡邊　慎介

森本　千香子 中村　桃華 ＨＡ　ＧＥＯＮＷＯＯ 仁田坂　百音 山田　紗穂 会計プロフェッション研究科

物部　柚香 山口　一青 上関　恵美里 森田　菜月 コミュニティ人間科学部 廣川　拓也

武田　ゆき 蓮田　奏音 四宮　伶 岡田　丈 松下　千里奈 遠山　彩花

地球社会共生学部 加藤　利晏 山本　紗也香 村上　満美 飯塚　優樹 西尾　大樹

田島　理沙 国際政治経済学部 ＨＵＡＮＧ　ＹＩＺＨＥ 伊串　透 大森　光 澁谷　博之

石井　あゆ美 長谷部　亜実 齊城　萌木 藤本　留維 (他1名、以上120名) (以上38名)

荻原　叶多 鈴木　颯子 鈴木　麻由 国際政治経済学部

コミュニティ人間科学部 吉田　光佑 松原　奈央 野口　紗瑛

道又　麻衣 淺賀　凪美 教育人間科学部 土屋　佳蓮

鈴木　美音 伊豆野　紗智 本多　夏季 高野　瑞基

(以上43名) 森谷　かれん 松本　綾菜 木原　真優
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