
⼤分⼤学経済学部

【学⽣表彰⼀覧】
学長表彰 個人 経済学科 戸倉　海斗（トクラ　カイト）

個人 経済学科 山本　育美（ヤマモト　イクミ）

個人 経営システム学科 橋口　真夕（ハシグチ　マユ）

個人 地域システム学科 薮田　真緒（ヤブタ　マオ）

個人 社会イノベーション学科 高藤　千聖（タカフジ　チサト）

グループ① 社会イノベーション学科 小畠　萌（オバタケ　モエ）

グループ① 社会イノベーション学科 藤原　瑠奈（フジワラ　ルナ）

グループ② 社会イノベーション学科 板井　瑠菜（イタイ　ルナ）

グループ② 社会イノベーション学科 宇都宮　万里（ウツノミヤ　マリ）

グループ② 社会イノベーション学科 大西　祐美（オオニシ　ユミ）

グループ② 社会イノベーション学科 高藤　千聖（タカフジ　チサト）

グループ② 社会イノベーション学科 田中　千裕（タナカ　チヒロ）

グループ② 社会イノベーション学科 手嶋　純輝（テシマ　ジュンキ）

グループ② 社会イノベーション学科 仲井　麻衣（ナカイ　マイ）

グループ② 社会イノベーション学科 野田　愛佳（ノダ　アイカ）

グループ② 社会イノベーション学科 山崎　晴瑛（ヤマサキ　ハルアキ）

グループ② 社会イノベーション学科 山下　玲央（ヤマシタ　レオ）

グループ③ 社会イノベーション学科 懸内紅央（カタウチ　ベニオ）

グループ③ 社会イノベーション学科 横尾真希（ヨコオ　マサキ）

個人 経営システム学科 高橋　咲羽（タカハシ　サワ）

グループ④ 経済学部（１年生） 清水萌々花（シミズ　モモカ）

グループ④ 経済学部（１年生） 島末あかり（シマスエ　アカリ）

グループ④ 経済学部（１年生） 下村昴平（シモムラ　コウヘイ）

グループ④ 経済学部（１年生） 白石和馬（シライシ　カズマ）

グループ④ 経済学部（１年生） 末田悠翔（スエダ　ユウト）

学長表彰 個人 経営システム学科 宮本　健太（ミヤモト　ケンタ）

個人 経済学科 栁場　和也（ヤナバ　カズヤ）

個人 経営システム学科 佐藤　佳代子（サトウ　カヨコ）

個人 地域システム学科 岩永　美穂（イワナガ　ミホ）

四極会会長賞 個人 地域システム学科 足立　涼輔（アダチ　リョウスケ）

グループ① 社会イノベーション学科 板井　瑠菜（イタイ　ルナ）

グループ① 社会イノベーション学科 宇都宮　万里（ウツノミヤ　マリ）

グループ① 社会イノベーション学科 大西　祐美（オオニシ　ユミ）

グループ① 社会イノベーション学科 高藤　千聖（タカフジ　チサト）

グループ① 社会イノベーション学科 立本　博士（タテモト　ハクト）

グループ① 社会イノベーション学科 田中　千裕（タナカ　チヒロ）

グループ① 社会イノベーション学科 手嶋　純輝（テシマ　ジュンキ）

グループ① 社会イノベーション学科 仲井　麻衣（ナカイ　マイ）

グループ① 社会イノベーション学科 野田　愛佳（ノダ　アイカ）

学部長表彰

四極会会長賞

学部特別賞

学部長表彰

学部特別賞

令和2年度

令和元年度
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⼤分⼤学経済学部

グループ① 社会イノベーション学科 山崎　晴瑛（ヤマサキ　ハルアキ）

グループ① 社会イノベーション学科 山下　玲央（ヤマシタ　レオ）

学長表彰 個人 地域システム学科 田内　麻菜（タウチ　マナ）

個人 経済学科 橋本　峻明（ハシモト　タカアキ）

個人 経営システム学科 上村　美和（カミムラ　ミワ）

個人 地域システム学科 守屋　健治（モリヤ　ケンジ）

グループ① 地域システム学科 守屋 健治（ﾓﾘﾔ ｹﾝｼﾞ）

グループ① 経済学科 橘　亮太郎（ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾀﾛｳ）

個人 地域システム学科 ⼭⽥ 愛(ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ)

個人 経営システム学科 佐伯 侑⾹（ｻｲｷ ﾕｳｶ）

学長表彰 個人 地域システム学科 澤 祐樹（サワ ユウキ）

個人 経済学科 中島 萌絵（ナカシマ モエ）

個人 経営システム学科 阿部 幸記（アベ コウキ）

個人 地域システム学科 ⼯藤 達也（クドウ タツヤ）

四極会会長賞 個人 経営システム学科 加地 基起(ｶｼﾞ ﾓﾄｷ)

個人 社会イノベーション学科 板井瑠菜(ｲﾀｲ ﾙﾅ)

グループ① 地域システム学科 ⼩城悠⼈（ｺｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ）

グループ① 経済学科 綛本⾵真（ｶｾﾓﾄ ﾌｳﾏ）

グループ① 地域システム学科 加藤佑弥（ｶﾄｳ ﾕｳﾔ）

グループ① 経済学科 河野良亮（ｺｳﾉ ﾘｮｳｽｹ）

学長表彰 個人 経営システム学科 豊⽥ 美乃⾥（トヨタ ミノリ）

個人 経済学科 北村  彩乃（キタムラ アヤノ）

個人 経営システム学科 ⼭⼝  愛梨（ヤマグチ エリ）

個人 地域システム学科 ⼩松  裕貴（コマツ ヒロタカ）

個人 経営システム学科 堀井 祐太(ホリイ ユウタ) 

個人 地域システム学科 丹野 帆乃⾹(ﾀﾝﾉ ﾎﾉｶ)

個人 地域システム学科 ⼭⽥ 愛(ヤマダ メグミ)

個人 経営システム学科 ⾅井 ⼤地(ウスイ ダイチ)

個人 経営システム学科 ⻑⾕川 武(ハセガワ タケル)

学長表彰 個人 地域システム学科 ⼤⽊ 拓也（ｵｵｷ ﾀｸﾔ）

個人 経済学科 千原  沙依（ﾁﾊﾗ ｻｴ）

個人 経営システム学科 ⼭内  涼平（ﾔﾏｳﾁ ﾘｮｳﾍｲ）

個人 地域システム学科 外池 夏⼦（ﾎｶｲｹ ﾅﾂｺ）

個人 地域システム学科 外池 夏⼦（ﾎｶｲｹ ﾅﾂｺ）

個人 経営システム学科 松浦 夏樹（ﾏﾂｳﾗ ﾅﾂｷ）

個人 地域システム学科 平⽥ 愛(ﾋﾗﾀ ﾒｸﾞﾐ) 

グループ① 経営システム学科 藤竿勇輝（ﾌｼﾞｻｵ ﾕｳｷ）

グループ① 経済学科 檜垣昌⽂（ﾋｶﾞｷ ﾏｻﾌﾐ）

グループ① 経営システム学科 鵜林泰樹（ｳﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ）

グループ① 経営システム学科 ⻤丸明⽇⾹（ｵﾆﾏﾙ ｱｽｶ）

グループ① 経営システム学科 重久宙⼤（ｼｹﾞﾋｻ ﾁﾋﾛ）

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

学部長表彰

学部長表彰

四極会会長賞

学部特別賞

学部長表彰

学部特別賞

四極会会長賞

学部特別賞

学部長表彰

四極会会長賞
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⼤分⼤学経済学部

グループ① 経営システム学科 松本彩貴（ﾏﾂﾓﾄ ｱｷ）

グループ② 経営システム学科 ⽯川裕⼆（ｲｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ）

グループ② 経営システム学科 押川早希（ｵｼｶﾜ ｻｷ）

グループ② 経営システム学科 園⽥花⼦（ｿﾉﾀﾞ ﾊﾅｺ）

グループ② 経営システム学科 中下郁恵(ﾅｶｼﾀ ｲｸｴ)

グループ② 経営システム学科 浜野允実(ﾊﾏﾉ ﾏｻﾐ) 

グループ② 経営システム学科 ⼭本菜摘（ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ）

学⻑表彰 個⼈ 地域システム学科 菅 真祐加（ｶﾝ ﾏﾕｶ）

個⼈ 経済学科 ⾼⽊ 涼太（ﾀｶｷ ﾘｮｳﾀ）

個⼈ 経営システム学科 ⼩野 亜⾹（ｵﾉ ｱｺ）

個⼈ 地域システム学科 久保⽥ ⼤貴（ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ）

個⼈ 経営システム学科 松島 史明（ﾏﾂｼﾏ ﾌﾐｱｷ）

個⼈ 経済学科 ⼾澤 凌（ﾄｻﾞﾜ ﾘｮｳ）

個⼈ 経済学科 佐⼟原 千怜（ｻﾄﾞﾜﾗ ﾁｻﾄ）

学⻑表彰 個⼈ 地域システム学科 池辺 朱⾥ (イケベ アカリ)

個⼈ 経済学科 神⽥  ⼤騎 (カンダ ダイキ) 

個⼈ 経営システム学科 杉本  祥汰 (スギモト ショウタ)

個⼈ 地域システム学科 宇津宮 ⼣姫 (ウツノミヤ ユキ)

個⼈ 地域システム学科 植⽊ 彩⾹ (ウエキ アヤカ)

個⼈ 地域システム学科 飯森 育海 (イイモリ イクミ)

個⼈ 経済学科 永⽥ 悠介(ナガタ ユウスケ)

個⼈ 経済学科 ⾼⽊ 涼太（タカギ リョウタ）

個⼈ 経済学科 ⼩⾕ 真未（コタニ マナミ）

学⻑表彰 個⼈ 経営システム学科 ⽊元 理⼈ (キモト マサト)

個⼈ 経済学科 ⾦⾕  武尊 (カナヤ タケル)

個⼈ 経営システム学科 横尾 紗也加 (ヨコオ サヤカ)

個⼈ 地域システム学科 渡辺  優平 (ワタナベ ユウヘイ)

個⼈ 経営システム学科 荒巻 真彦 (アラマキ マサヒコ)

個⼈ 地域システム学科 神⽥ 真奈美（カンダ マナミ）

個⼈ 経済学科 北野 ⻯ (キタノ リョウ)

個⼈ 経済学科 吉⽥ 晃⼈ (ヨシダ アキヒト)

個⼈ 経済学科 古賀 守（コガ マモル）

個⼈ 経営システム学科 梅⽥ 秀平（ウメダ シュウヘイ）

学⻑表彰 個⼈ 経営システム学科 清⽔ ともみ (シミズ トモミ)

個⼈ 経済学科 笹尾 由貴 (ササオ ユキ)

個⼈ 経営システム学科 ⻄⼭ 美保 (ニシヤマ ミホ)

個⼈ 地域システム学科 ⼤野 ひとみ (オオノ ヒトミ)

個⼈ 地域システム学科 佐藤 瑛⼦ (サトウ エイコ)

個⼈ 経済学科 井上 雄太 (イノウエ ユウタ)

グループ① 経営システム学科 寺⽥ 匡宏（テラダ マサヒロ）

グループ① 経営システム学科 中原 ⿇葵（ナカハラ アサギ）

平成26年度

平成25年度

平成24年度

四極会会⻑賞

学部特別賞

学部⻑表彰

四極会会⻑賞

学部⻑表彰

四極会会⻑賞

学部特別賞

学部⻑表彰

学部特別賞

学部⻑表彰

四極会会⻑賞
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⼤分⼤学経済学部

グループ① 経営システム学科 中村 瞭（ナカムラ リョウ）

グループ① 経営システム学科 古橋 百合（フルハシ ユリ）

グループ① 経営システム学科 吉原 早苗（ヨシハラ サナエ）

グループ① 経営システム学科 ⼩川 ⼤仁（オガワ ヒロヒト）

グループ② 地域システム学科 ⿃越 久史（トリゴエ ヒサシ）

グループ② 地域システム学科 宮嵜 明⼈（ミヤザキ アキト）

グループ② 地域システム学科 ⽮野 鈴⿅（ヤノ スズカ）

グループ③ 地域システム学科 ⼤⽯ 敦⼦（オオイシ アツコ）

グループ③ 地域システム学科 ⻲岡 翔眞（カメオカ ショウマ）

個⼈ 地域システム学科 藤竿 明史 (フジサオ アキフミ)

個⼈ 経済学研究科博⼠後期課程 JOSEPH  KWADWO  ASENSO（ｼﾞｮｾﾌ ｸﾜﾄﾞｩｵ ｱｾﾝｿ）

個⼈ 経済学科 廣瀬 綾乃 (ヒロセ アヤノ)

個⼈ 経営システム学科 永富 絹代 (ナガトミ キヌヨ)

個⼈ 地域システム学科 ⽊下 梨紗 (キノシタ リサ)

個⼈ 経済学科 井上 雄太 (イノウエ ユウタ)

個⼈ 地域システム学科 藤竿 明史 (フジサオ アキフミ)

個⼈ 経営システム学科 藤丸 和彦 (フジマル カズヒコ)

個⼈ 経済学科 松榮 豊貴（マツエ トヨキ）

個⼈ 経営システム学科 川邉 ⾹菜（カワベ カナ）

個⼈ 経営システム学科 ⾕⼝ 貴之（タニグチ タカユキ）

学⻑表彰 個⼈ 経済学科 ⽥村 幸⼀（タムラ コウイチ）

個⼈ 経済学科 後藤 翔太（ゴトウ ショウタ）

個⼈ 経営システム学科 宇都宮 綾⼦（ウツノミヤ アヤコ）

個⼈ 地域システム学科 菅原 ⼀隆（スガハラ カズタカ）

個⼈ 地域システム学科 新⽴あい理（シンタテ アイリ）

個⼈ 経営システム学科 川津 ⼤樹（カワヅ ダイキ）

学部特別賞 グループ① 経済学部 2009年第4回国際学⽣フォーラムに参加した学⽣（21名）

平成22年度

平成23年度

四極会会⻑賞

学部特別賞

学部⻑表彰

四極会会⻑賞

学部特別賞

学⻑表彰

学部⻑表彰
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