
対象期間:2014年1月1日～2014年12月31日

NO. 氏名・団体 所属・学年 申請内容

1 川島 瑛里子 政治経済学部 2年

National Model United Nations Conference New York 2014
（模擬国連会議全米大会2014：後援、ﾆｭｰﾖｰｸ国連本部)
Outstanding Position Papers In Committee
最優秀ﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ賞
主催：National Model United Nations、模擬国連会議全米大
会日本代表団派遣事業運営局

2 大内 聖志 政治経済学部 4年
第98回関東学生パワーリフティング選手権大会
パワーリフティング男子59㎏級優勝
主催：関東学生パワーリフティング連盟

3 田島 周 法学部 2年
第64回全日本学生法律討論会
立論の部 第1位
主催：全日本学生法学連盟

4 宇多川 真帆 法学部 3年

第7回模擬仲裁日本大会
最優秀弁論者
主催：国際商取引学会

5 早稲田大学法学部 久保田隆ゼミ
代表：山形 萌子
法学部 3年

第7回模擬仲裁日本大会
3年連続優勝
主催：国際商取引学会

6 早稲田スポーツ新聞会
代表：佐藤 裕樹
文化構想学部 3年

「早稲田スポーツ」新聞７月号制作（「早稲田スポーツ」創刊
500号）
主催：早稲田スポーツ新聞会

7 大山 玲奈 文化構想学部 4年
第40回全日本ライフセービング競技選手権大会
ボードレース 第3位
主催：特定非営利活動法人 日本ライフセービング協会

8 佐藤 詩織 文化構想学部 4年
2014 Rubik’s Cube US National Championships
Rubik’s Cube: Multiple Blindfolded 第3位(日本新記録)
主催：US Nationals 2014 Organizing Team

9 柳田 舞 文化構想学部 4年
第17回クリケットアジア競技大会(2014／仁川)
クリケット日本代表選出
主催：アジアオリンピック評議会(OCA)

10 志賀村 遼 文学部 1年
第23回フィンスイミング短水路日本選手権
男子 1500M ビーフィン『優勝』 日本新記録、大会新記録、区間新記
録主催：特定非営利活動法人日本水中スポーツ連盟

11 内山 裕美 教育学部 2年
第29回全国学生書き初め展覧会
<毛筆の部>文部科学大臣賞 （全国1位）
主催：一般社団法人全国書写書道教育振興会

12 市川 佳奈 教育学部 3年
第30回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会
<毛筆の部>日本武道館理事長賞 （全国大学生2位）
主催：日本武道館

13 ワイヴァーンズ クリケットクラブ
代表：町田 康
商学部 3年

チャンピオンズウィケット2014、関東学生クリケット選手権
男子・女子全日本学生クリケット選手権 優勝
主催：関東学生クリケット連盟、日本クリケット協会

14 井上 隆信 商学部 4年

日本監査役協会設立40周年記念懸賞論文
最優秀論文（学生の部）
「日本企業の将来とコーポレート・ガバナンスのあり方―会社
法改正による新たな経営機構と一本化―」
主催：公益社団法人 日本監査役協会

15 早稲田ライフセービングクラブ
代表：竹内 芽衣
商学部 4年

第29回全日本学生ライフセービング選手権大会
オーシャンウーマンリレー 優勝
（高柴瑠衣、竹内芽衣、大山玲奈、篠崎夏波）
主催：特定非営利活動法人 日本ライフセービング協会

16 富山 周祐 基幹理工学部 2年
2014年 第1回フィンスイミング学生世界選手権イタリア大会
男子 200m CMASビーフィン 第4位
主催：CMAS
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17 柴田 将暢 基幹理工学部 4年
第49回全日本学生ボディビル選手権大会
個人の部 第5位
主催：全日本学生ボディビル連盟

18 バーベルクラブ
代表：柴田 将暢
基幹理工学部 4年

第49回全日本学生ボディビル選手権大会
団体の部 第3位
主催：全日本学生ボディビル連盟

19 富森 悠・石渡 ありさ
代表：富森 悠
先進理工学部 4年

第58回全日本学生競技ダンス選手権大会
ワルツの部 準優勝
主催：東部日本学生競技ダンス連盟

20 横山 雷人・大山 知理
代表：横山 雷人
人間科学部 2年

第59回全日本学生競技ダンス選手権大会
サンバの部 第2位
主催：全日本学生競技ダンス連盟

21 榊原 司 人間科学部 3年
第27回全日本ライフセービング・プール競技選手権大会
男子200mスーパーライフセーバー 第1位（日本新）
主催：特定非営利活動法人 日本ライフセービング協会

22 高柴 瑠衣 人間科学部 3年
第6回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権
200m 障害物スイム 優勝・日本新記録樹立
主催：特定非営利活動法人 日本ライフセービング協会

23 佐柄 遼 スポーツ科学部 4年
2014ウエハイITUロングディスタンストライアスロン世界選手権
第9位
主催：International Triathlon Union（国際トライアスロン連合）

24 佐藤 洋平 創造理工学研究科 1年
2014年度 支部共通事業 日本建築学会設計競技
佳作・作品名「まちつなぐ停留所」
主催：日本建築学会

25 庄野 航平・小田切 駿
代表：庄野 航平
創造理工学研究科 1年

DGEF international architecture competition for students
佳作
主催：ARCHmedium

26 長谷川 駿・内田 久美子・中道 健介
代表：長谷川 駿
創造理工学研究科 2年

Moved to Care Design competition
Honourable Mention（佳作）
「As a “Center” of Life (supple structure from
container)」
主催：Building Trust International

27
齊藤 彰吾・赤池 一仁・
石井 義章・弘中 敏之

代表：齊藤 彰吾
創造理工学研究科 2年

SDレビュー2014
第33回建築・環境・インテリアのドローイングと模型の入選展
作品名称「村の復興住宅-philippines bohol island 復興住宅
計画-」
入選
主催：鹿島出版社

※2015年1月16日 学生担当教務主任会承認
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