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激励の言葉

会

学生の部
課外活動
最優秀課外活動賞（団体）
優秀課外活動賞（団体）

硬式野球部
日本拳法部

漕艇部

卓球部

陸上競技部

競技スキー・スノーボード部

最優秀課外活動賞（個人）

小林 大航（陸上競技部）

優秀課外活動新人賞

清田 葵（女子ラクロス部）

優秀課外活動賞（個人）

古寺 航（硬式野球部）

大橋 祥吾（硬式野球部）

中辻 智也（日本拳法部）

駒田 夏也（医学部水泳部）

松井 優河（卓球部）

酒井 佑輔（馬術部）

石本 弥生（商学部）

北村 浩樹（商学部）

嶋田 夏未（商学部）

田中 彩音（経済学部）

加藤 直希（法学部）

社会貢献活動賞（団体）

アイセック大阪市立大学委員会

応援団

社会貢献活動賞（個人）

大平 航暉（経済学部）

永井 彩音（馬術部）
資格試験優秀成績
資格試験優秀成績賞

社会貢献活動
大学祭実行委員会

学修奨励賞（2年次）
商学部

高山 浩幸

土肥 成美

三原 心

張 皓辰

荒井 友季

小林 千紘

経済学部

奥田 大輝

勝部 綾花

来嶋 大智

津田 誠大

永井 歩

松田 真奈

玉城 海人

法学部

井之上 穂香

加納 知佳

瀧井 美歩

文学部

五十川 紗月

寺岡 実紀

冨澤 有佐

理学部

大垣 瑞生

堤 晴香

西口 和希

坂口 智樹

渡部 熙

工学部

篠島 綾音

末廣 明日香

島本 浩志

蒲生 智郷

馬場 木の実

医学部（医学科・看護学科）

稲岡 宏幸

木村 誠一

鳥本 あかり

生活科学部

小野 江莉衣

村嶋 真帆

小川 礼乃

岡 耕平

研究活動において優秀な成績を収めた学生
髙嶋 信吾（医学研究科）

小林 直矢（工学研究科）

三宅 英里佳（工学研究科）

石田 剣一（工学研究科）

中村 岳志（工学部）

松本 一寛（医学研究科）

水谷 雅希（理学研究科）

後 健太（理学研究科）

岡﨑 佳純（理学研究科）

佐野 融人（理学研究科）

佐藤 宏樹（理学研究科）

木山 花（理学研究科）

永井 達也（理学研究科）

粟田 美樹（生活科学研究科）

熊本 崇人（生活科学研究科）

中野 雄介（生活科学研究科）

三戸 隆成（商学部）

河原 直樹（工学研究科）

小西 真広（工学部）

高尾 亮太（理学研究科）

増田 大輝（理学研究科）

森本 晃平（工学研究科）

菊田 弘毅（理学研究科）

西野 壱哉（医学研究科）

堀 悠介（医学研究科）

前田 有紀（理学研究科）

橋本 早耶香（理学研究科）

陸 潔(ルー ジィエ)（理学研究科）

園田 将太（工学研究科）

小林 昂平（理学研究科）

籔根 夏希（理学研究科）

教員の部
表彰分野

氏名（研究院／研究科等名）

教員活動表彰（教育部門）

本多 哲夫（経営学研究科）

土屋 貴志（文学研究科）

金子 幸弘 (医学研究科)

教員活動表彰（研究部門）

寺北 明久（理学研究科）

城戸 康年（医学研究科）

吉田 朋子（複合先端研究機構）

蕭 閎偉（工学研究科）

宮脇 寛行（医学研究科）

大仁田 義裕（理学研究科）

関 茂樹（英語教育開発センター）

教員活動表彰（若手教員の教育研究活動） 齋藤 幸平（経済学研究科）

教員活動表彰（学長重点事項・広報）

幸田 正典（理学研究科）

教員活動表彰（学長重点事項・国際化） 中島 義裕（経済学研究科）
教員活動表彰（学長重点事項・サイテーション） 中野 英一（理学研究科）
教員活動表彰（その他大学運営に資する活動） 伊東 明（理学研究科）

井狩 幸男（英語教育開発センター） 田中 一彦（英語教育開発センター） 山崎 雅人（英語教育開発センター）
教員活動表彰（特別表彰）

山本 修（英語教育開発センター）

野田 三貴（英語教育開発センター）

菅原 真弓（文学研究科）

細見 周平（医学研究科）

優秀教育賞

永井 史男（法学研究科）

藤田 寿一（看護学研究科）

優秀テキスト賞

高橋 信弘（経営学研究科）

永井 史男（法学研究科）

新谷 歩（医学研究科）

堀口 正（生活科学研究科）

南部陽一郎記念若手奨励賞

尾島 由紘（工学研究科）

山名 俊介（理学研究科）

竹内 宏光（理学研究科）

佐藤 弘一（南部陽一郎物理学研究所）

岡村賞（特別賞）

鍋島 美奈子（工学研究科）

岩崎 昌子（理学研究科南部陽一郎物理学研究所兼担）

岡村賞（大学院生奨励賞）

辻 多重子（工学研究科）

高橋 英治（法学研究科）
梁 剣波（工学研究科）

