
　要項第２条第１号　【学業成績又は研究成果が優秀と認められる者】【個人】

番号 被 表 彰 者 ふりがな 大 会 名 等 論 文 題 目 等 受 賞 推 薦 者 等 申合せ適用 所 属 ・ 学 年

1 住友　琢哉 すみとも　たくや 第53回フローインジェクション分析講演会 内標準-振幅変調多重化フロー分析法の開発とFe2+定量による検証 若手優秀ポスター賞 田中秀治 2-1 薬学部　薬学科　4年

2 水口　智晴 みずぐち　ちはる 膜シンポジウム２０１６ アミロイドーシス変異アポA-ⅠIowaの脂質膜結合状態の解析 学生賞 奥平桂一郎 2-1 薬科学教育部　博士後期課程　2年

第172回秋季講演大会学生ポスターセッション
レーザ誘起ブレークダウン法を用いたスラグ・鉄鋼材料のリアルタイム計測技
術の開発

努力賞

第4回先端計測技術の応用展開に関するシンポジウムSAAMT2016 ロング・ショートDP-LIBS法を用いたリアルタイム元素組成計測特性 優秀賞

4 神田　峻介 かんだ　しゅんすけ 2015年度情報処理学会情報基礎とアクセス技術研究会 近似直線を用いたダブル配列の圧縮法 山下記念研究賞 泓田正雄 2-1 先端技術科学教育部　博士後期課程　1年

5 杉原　康平 すぎはら　こうへい 第70回日本栄養・食糧学会大会 食事性リンが炎症性腸疾患の病態および腸管バリア機能に及ぼす影響 学生優秀発表賞 竹谷　豊 2-1 栄養生命科学教育部　博士後期課程　3年

第20回日本病態プロテアーゼ学会 奨励賞 2-1

11th Asian Microgravity Symposium-2016 Brilliant Poster Award 2-1

第48回日本栄養・食糧学会中国・四国支部大会 学生奨励賞 2-1

7 楢﨑　遥子 ならさき　ようこ 第4回日本腎不全栄養研究会学術集会・総会
日本人における血清リン濃度および食後血清リン濃度上昇と関連する遺伝因
子

川上賞 竹谷　豊 2-1 栄養生命科学教育部　博士前期課程　2年

8 矢引　紀江 やびき　のりえ 日本ビタミン学会第68回大会 高脂肪食が高リン食摂取時のミネラル代謝調節機構に及ぼす影響 学生優秀発表賞 竹谷　豊 2-1 栄養生命科学教育部　博士前期課程　2年

9 紀本　夏実 きもと　なつみ 第72回日本放射線技術学会総会学術大会
Proposal of a New Analytic Method for the Determination of Both Atomic
Number and Sample Thickness Based on a Photon Counting Technique Using
Diagnostic  X-rays

Highest student awards 林　裕晃 2-1 保健科学教育部　博士前期課程　1年

10 天眞　寛文 てんしん　ひろふみ 第75回日本矯正歯科学会大会 新たな下顎臼歯の遠心移動量および移動様式の予測指標の開発-第２報- 優秀発表賞 田中栄二 2-1 口腔科学教育部　博士後期課程　3年

11 ISLAMY RAHMA HUTAM いすらみ　らま　ふたみ 第75回日本矯正歯科学会大会
The role of osteoclast in the spontaneously developed temporomandibular joint
arthritis of the MRL/lpr mice

Excellent Exhibition Award 田中栄二 2-1 口腔科学教育部　博士課程 2年

12 岡本　健太郎 おかもと　けんたろう　 45th Europian Histamine Research Society Meeting
Effect of narrow-band UVB on up-regulation of Histamine H1 receptor gene
expression

Young Investigator Award 水口　博之 2-1 薬科学教育部　博士前期課程　1年

13 湧川　朝治 わくがわ　ともはる 45th Europian Histamine Research Scociety Meeting
Treatment with antihistamines in combination with suplatast tosilate markedly
alleviated nasal symptoms in toluene-2,4-diisocyanate-sensitized rats

Young Investigator Award 水口　博之 2-1 薬科学教育部　博士前期課程　2年

14 伊藤　丹 いとう　あきら 第22回中国四国支部分析化学若手セミナー
紫外線吸収スペクトルのフロー測定とケモメトリックスによる二層錠製剤の溶出
挙動の評価

支部長賞 田中　秀冶 2-1 薬科学教育部　博士前期課程　2年

15 森崎　巧也 もりさき　たくや 第53回ペプチド討論会
Development of N-sulfanylethylanilide(sealide)-based traceable linker for
enrichment and selective labeling of target proteins

ポスター賞 大髙　章 2-1 薬科学教育部　博士後期課程　１年

16 寺中　孝久 じちゅう　たかひさ 創薬懇話会2016 in 蓼科 中分子創薬を指向した環状ペプチドTrichamide の合成研究 優秀ポスター賞 大髙　章 2-1 薬科学教育部　博士後期課程　2年

17 大塚　裕太 おおつか　ゆうた China-Japan-Korea Symposium on Analytical Chemistry 2016
Investigation on carbamazepine polymorphic transformation kinetics with
multivariate curve resolution-alternating least squares analysis

Poster Prize 田中　秀冶 2-1 薬科学教育部　博士後期課程　2年

18 岡野　穂 おかの　みのり 平成28年度パテントコンテスト 本棚のデッドスペースを生かす蛇腹式の棚 特許出願支援対象発明に選考 出口　祥啓 2-1 工学部　機械工学科　2年

19 荻野　紘 おぎの　ひろ 平成28年度パテントコンテスト 形状記憶合金の特性を利用した洗浄可能な平面構造式ストロー 特許出願支援対象発明に選考 出口　祥啓 2-1 工学部　機械工学科　2年

20 神尾　直輝 かみお　なおき 平成28年度パテントコンテスト 直線と曲線をせん断できるはさみ 特許出願支援対象発明に選考 出口　祥啓 2-1 工学部　機械工学科　2年

平成２8年度 学生表彰受賞者一覧

3 生友　章裕 いくとも　あきひろ 出口祥啓 2-1 先端技術科学教育部　博士前期　2年

6 次田　早希 つぎた　さき 構造生物学的手法によるHax-1とUCP3の相互作用様式の解明 二川　健 栄養生命科学教育部　博士前期課程　2年
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要項第２条第２号　【課外活動において特に顕著な成績を挙げ、本学の課外活動の振興に功績があったと認められる者】【個人】

番号 被 表 彰 者 ふりがな 大 会 名 等 競 技 種 目 受 賞 推 薦 者 等 申合せ適用 所 属 ・ 学 年

陸上競技　女子200m 第1位 2-1

陸上競技　女子400m 第2位 2-1

第23回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会 陸上競技　女子200m 第1位 2-2

第67回四国地区大学総合体育大会 陸上競技　女子400m 第1位 2-4

第67回四国地区大学総合体育大会 陸上競技　男子4×400mリレー 第1位 2-4

第31回関西医科学生対校陸上競技選手権大会 陸上競技　男子400m 優勝 2-2

3 田村　公 たむら　こう 第67回四国地区大学総合体育大会 陸上競技　男子4×400mリレー 第1位 佐竹昌之 2-4 医学部　医学科　5年

4 谷口　誠祟 たにぐち　まさたか 第67回四国地区大学総合体育大会 陸上競技　男子4×400mリレー 第1位 佐竹昌之 2-4 総合科学部　総合理数学科　4年

5 中内　洸希 なかうち　こうき 第67回四国地区大学総合体育大会 陸上競技　男子4×400mリレー 第1位 佐竹昌之 2-4 生物資源産業学部　生物資源産業学科　1年

6 森川　詩音 もりかわ　しおん 2016日本学生スポーツクライミング個人選手権大会 スポーツクライミング　男子総合 第3位 北岡和義 2-1 工学部　知能情報工学科　4年

7 石原　和憲 いしはら　かずのり 第48回全日本歯科学生総合体育大会 柔道部門　90kg級 準優勝 河野文昭 2-1 歯学部　歯学科　5年

第15回西日本コメディカル学生水泳競技大会 水泳競技　男子400m自由形 第1位 松香芳三 2-2

第67回四国地区大学総合体育大会 水泳競技　男子400mメドレー 第1位 松香芳三 2-4

9 近藤　大亮 こんどう　だいすけ 第48回全日本歯科学生総合体育大会 水泳部門　OB戦混合200mリレー 2位 松香芳三 2-1 工学部　化学応用工学科　4年

第15回西日本コメディカル学生水泳競技大会 水泳競技　女子200m自由形 第1位 2-2

水泳競技　女子400m自由形 第1位 2-4

水泳競技　女子400m個人メドレー 第1位 2-4

11 小谷　早弥香 こたに　さやか 第67回四国地区大学総合体育大会 水泳部門　女子200m背泳ぎ 第1位 松香芳三 2-4 工学部　建設工学科　3年

2 宮原　圭吾 みやはら　けいご 佐竹昌之 医学部　医学科　6年

1 桜田　舞歩 さくらだ　まほ

第73回全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権大会

佐竹昌之 医学部　保健学科　3年

8 小笠原　健泰 おがさわら　たけやす 薬学部　薬学科　6年

10 真鍋　文那 まなべ　あやな 松香芳三 医学部　保健学科　2年

第67回四国地区大学総合体育大会
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要項第２条第２号　【課外活動において特に顕著な成績を挙げ、本学の課外活動の振興に功績があったと認められる者】【団体】

番号 大 会 名 等 競 技 種 目 受　     賞 推 薦 者 等 申合せ適用 代 表 者

1 第48回全日本歯科学生総合体育大会 ソフトテニス部門　女子団体戦 3位 岡村　裕彦 2-1 歯学部　歯学科　5年　高橋　理久

2 第50回全日本医科学生体育大会王座決定戦 柔道　男子団体部門 優勝 谷　憲治 2-1 医学部　医学科　4年　本吉　司

3 第68回西日本医科学生総合体育大会 ゴルフ部門　男子団体 優勝 苛原　稔 2-2 医学部　医学科　3年　元浜　啓介

4 第16回四国移動型＆自律型ロボットトーナメント(SMART2016） 優勝 安野　卓 2-4 工学部　電気電子工学科　4年　馬場　教晃

5 第１４回全国大学生環境活動コンテスト 準グランプリ 上月　康則 2-5 総合科学部　社会創生学科　2年　金地　輝

徳島大学工学部電気電子工学科　BSO

ふるさと愛好会

被 表 彰 団　体 

歯学部ソフトテニス部

蔵本柔道部

医学部ゴルフ部
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要項第２条第４号　【その他前３号と同等又はそれ以上の表彰に価する功績等があった者】【個人】

番号 被 表 彰 者 ふりがな 大 会 名 等 論 文 題 目 等 受　     賞 推 薦 者 等 申合せ適用 所 属 ・ 学 年

1 美田　有希 みた　ゆき 2016全国共済月間　懸賞論文・ショートレポート大募集 ヒヤリ・ハットからの学び-賀川豊彦の協同組合保険論を手掛かりに- 優秀賞 玉　真之介 総合科学部　社会創生学科　4年
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