
(学部) 優秀賞 佐藤　梨乃 朔　奈帆 山下　結香 (大学院)

最優秀賞 文学部 山田　華子 望月　ひらり 森谷　かれん 最優秀賞

文学部 梶原　彩 総合文化政策学部 内田　翔子 中川　萌花 文学研究科

小原　寧々 脇屋　伶音 津森　さくら 小早川　奏良 総合文化政策学部 ＸＵ　ＺＩＷＥＩ

フィルソン　サスキア　琴音 稲泉　智仁 戸草　尋 志村　純子 新海　方子 山下　実紗

成田　樹里 佐々木　健心 伊東　優衣 関　彩夜子 滝澤　政雄 小林　佳織

山岸　愛花梨 中西　ゆりあ　ろざ 柴田　智美 伏見　竹琉 坪　すみれ 教育人間科学研究科

ＷＡＮＧ　ＨＥ 鈴木　悠布 小野寺　りり 経済学部 川口　眞里奈 葛西　亮地

大野　直太 梅津　優子 深澤　ルナ 小滝　彩夏 坂後　海 経済学研究科

教育人間科学部 福井　咲希 理工学部 加藤　菜々帆 和田　眞由子 ＨＵ　ＹＡＯＨＡＯＹＯＮＧ

樋口　海翔 沼口　咲子 長井　新 椎塚　勇貴 ジョンソン　恵里加　さとみ ＺＨＥＮＧ　ＺＨＯＵＨＵＡ

足立　陽菜 平田　さくら 落合　美菜 ＳＵＮ　ＨＯＮＧＪＩ 高橋　梨花 法学研究科

岡田　めぐみ ＦＡＮＧ　ＸＵＡＮ 近藤　淳也 川村　ゆかり 理工学部 斉藤　洋平

経済学部 鈴木　麻由 神垣　玲央 佐藤　大樹 浦壁　奈央 経営学研究科

高木　彩未 教育人間科学部 渡来　拓矢 松井　あみ 齊藤　有亮 ＹＥ　ＺＨＩＸＩＮＧ

田中　結子 上野　えれん 中川　竜志 安東　恒 林　恭佑 国際政治経済学研究科

朝比奈　愛里子 吉田　萌音 宮田　晃希 今西　裕也 青島　友葵 溝口　潔

高木　秀也 伊藤　耕市 上村　拓人 直井　千颯 桑形　珠和 ＣＨＥＮ　ＹＩＦＥＮＧ

法学部 井上　えり子 佐川　真優 福井　鈴乃 塚目　莉加 ＧＵＯ　ＷＥＮＱＩＮ

前田　陸 妹尾　宏人 石坂　柾樹 佐久間　大地 萩田　将瑛 総合文化政策学研究科

近藤　航 経済学部 森山　凌 奧田　涼太 山ノ内　愛乃 大岩　史織

岡山　有紗 佐藤　佑哉 社会情報学部 菅原　理沙 吉原　正博 理工学研究科

小野　菜々子 竹本　愛海 岡野　紗衣 法学部 三宅　健太 齊藤　雅也

経営学部 吉原　聖眞 栗原　櫻希 倉田　優花 高木　千吏 岡本　正成

蓮沼　あやか 塩谷　みなみ 薄井　百花 安野　光咲 熊谷　匠 野田　直輝

小原　彩花 三原　龍 地球社会共生学部 小澤　楓真 中溝　航平 日高　綾太

中村　美優羽 小川　佐和人 今井　波音 加藤　なつき 水上　拓紀 川崎　寛弥

村上　満美 長山　将也 吉原　佐保 上條　優佳 諸澤　菜々子 小山　拓志

宇田川　明莉 鹿島　友里花 河野　いおり 熊沢　優希 入澤　優太 花田　祥典

国際政治経済学部 橘　美沙樹 コミュニティ人間科学部 村松　愛理 小川　智広 村田　樹咲

青山　優花 猿渡　千晴 福原　麻衣 新井　智稀 小栗　芙美果 ＤＵＡＮ　ＭＡＯＭＡＯ

石田　風太 法学部 前川　彩夏 石塚　彩 社会情報学部 蒔苗　宏紀

総合文化政策学部 新幡　梨愛 梅垣　舞音 嶋村　美咲 桑原　音葉 本橋　優人

中村　真子 安藤　真凜 (他5名、以上82名) 村尾　彩 宮田　鈴菜 村田　健悟

ＴＥＥ　ＫＡＩＬＵＮ 奥田　瑞希 奨励賞 村田　瑞穂 飯島　侑紀 社会情報学研究科

岩戸　粋 金山　聖奈 文学部 経営学部 武田　ゆき 田中　宏樹

理工学部 島内　なみき 菅谷　俊介 新井　啓太 木下　倭 栁澤　修

石川　健太 蒲谷　未歩 田上　友愛 飯野　由唯 鈴木　彩乃 国際マネジメント研究科

山本　真紀 橋谷　隆一 野下　瑞生 久保　法揮 地球社会共生学部 平田　裕暉

戸谷　準 梅津　はる香 大辻　優奈 赤坂　玲奈 廣井　真未 松尾　博人

西脇　颯人 経営学部 大房　美涼 奥浦　花音 島谷　桜子 石井　遼

藤本　杏奈 千葉　もも 佐々木　琴乃 四ノ宮　晴香 年友　汐里 奥垣　敦子

伊藤　丈史 三田　帆乃佳 中村　真依子 荒川　愛璃 内田　真琴 関口　貴史

社会情報学部 松前　明香里 渡部　紗 泉川　輝里 黒沢　舞衣 関口　千晶

物部　柚香 水間　愛音 大澤　梨花 砂川　莉夏子 コミュニティ人間科学部 田中　弥生

佐藤　模美 内田　歩 菅原　柊菜乃 藤掛　真衣 斎藤　しずく 会計プロフェッション研究科

江上　真菜 千葉　遥奈 岩井　瞳 広瀬　明日香 原嶋　理花子 林　日華

地球社会共生学部 齋藤　未波 堤　友香 松田　理子 鈴木　紗菜 和田　理花

石井　あゆ美 澁川　侑汰 鶴岡　文芽 高橋　彩花 茂呂田　夕佳 速水　一樹

岩清水　乃々栞 宮治　采奈 ＨＵＡＮＧ　ＹＩＺＨＥ 寳田　悠世 髙田　いのり 木村　成

松坂　実咲 前田　大和 岐津　花 国際政治経済学部 (他８名、以上123名) (他1名、以上38名)

コミュニティ人間科学部 国際政治経済学部 舩上　大樹 前田　麻衣

岩下　貴史 鈴木　彩乃 北村　祐樹 北場　咲紀

大野　文也 高野　瑞基 東出　梨乃 法学部

豊田　梨咲子 小谷　花音 教育人間科学部 小林　誠太郎

(他2名、以上44名) 吉田　光佑 高橋　沙登美 永松　真衣

2022年度　学業成績優秀者表彰　表彰者一覧　※敬称略


