平成 28 年度課外活動奨励賞受賞団体一覧
全 19 団体
団体名

活動実績

放送研究部

・NHK コンテストラジオドラマ部門 1 位受賞
・ラジプロ(NHK) 審査員賞受賞
・折立ふれあい祭にてＭＣおよび機材運営の協力
・みちのく YOSAKOI 祭にてＭＣの協力
・八幡さくらまつりにて MC および機材の運営協力

落語研究部

・出前落語４７件
・取材３件
（東北放送のラジオ、エフエム仙台のラジオ、 仙台女性情報誌 Me）

吹奏楽部

・全日本アンサンブルコンテスト宮城県大会 金賞（１位通過）
・全日本アンサンブルコンテスト東北大会 金賞（１位通過）
・全日本アンサンブルコンテスト全国大会 銅賞

陸上競技部

・第 68 回東北学生陸上競技対校選手権大会
男子 10000m 優勝、男子 3000m 障害 優勝、男子総合 第 3 位
・第 44 回東北学生陸上競技選手権大会
男子 5000m 第 2 位、男子 10000m 優勝、女子三段跳 第 2 位
・秩父宮杯第 47 回全日本大学駅伝対校選手権大会東北地区予選会
男子総合 優勝
・第 54 回七大学総合体育大会陸上種目
（第 66 回全国七大学対校陸上競技大会）
男子 100m 優勝、男子棒高跳 優勝、男子砲丸投 優勝、
女子 400m 第 2 位、女子走高跳 第 2 位、女子フィールドの部 第 3 位
・第 30 回国公立 25 大学対抗陸上競技大会
男子棒高跳 第 2 位、男子走幅跳 第 3 位
・陸上競技大会への補助員の派遣
約 20 の陸上競技大会へ延べ 700 名以上の補助員を派遣し、陸上競技会の
運営の協力を通して地域スポーツ振興に貢献した。
・小学生への陸上競技指導

航空部

・第 31 回関東学生グライダー競技会
個人 7 位（52 名中） 長谷川幸弘
・第 56 回全日本学生グライダー競技会
個人 4 位（50 名中） 長谷川幸弘
・角田宇宙っ子祭りへの参加
・公益社団法人宮城県航空協会と協力し、子供グライダー教室を開催
・第 54 回七大学総合体育大会 航空の部
個人 5 位 矢野哲平

団体名

活動実績

フェンシング部

・第 54 回全国七大学総合体育大会 フェンシングの部 総合優勝
・第 51 回全国国公立大学フェンシング選手権大会 男子団体 総合優勝
・第 23 回 JOC ジュニア・オリンピック・カップ・フェンシング大会
ジュニア男子サーブル入賞

応援団

・各体育部応援活動９１件
・本学行事での演舞・エール
（ホームカミングデー、大学病院 100 周年記念式典等）
・学外での依頼演舞（三社祭、テレビ出演等）
・受験生激励会
・商店街イベント運営補助（三社祭、サンモール一番町豆まき等）

ボディビル部

・全日本学生パワーリフティング選手権大会 59ｋｇ級 第 5 位
・紀の国和歌山国体パワーリフティング競技 74kg 級 第 2 位
・東北地方のパワーリフティング大会の運営補助（毎回１０名ほど派遣）

体操部

・第 30 回東日本学生体操競技グループ選手権大会
男子個人総合選手権入賞
・第 48 回東日本学生体操競技選手権
男子個人総合選手権入賞
・第 69 回全日本学生体操競技選手権への出場

オ リ エ ン テ ー リ ン グ 部 ・2015 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
男子決勝クラス(ME)：2 位、3 位入賞（58 人中)
・2015 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ロング競技部門
男子決勝クラス(ME)：2 位、6 位入賞 (60 人中)
・2015 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会リレー競技部門
男子選手権クラス(MER)：3 位 (24 チーム中)
女子選手権クラス(WER)：優勝 (28 チーム中)8 年ぶり 2 回目の全国優勝
・世界ジュニアオリエンテーリング選手権大会（於：ノルウェー）
小林隆嗣が日本代表として出場
スプリント部門決勝：78 位(154 人中)……日本人歴代最高
ロング部門決勝:138 位(157 人中)
ミドル部門予選：46 位(53 人中)
ミドル部門 C 決勝 24 位(37 人中)
リレー部門決勝：36 位(56 チーム中)
トライアスロン部

・みやぎ国際トライアスロン仙台ベイ七ヶ浜大会東北学生選手権
個人男子 優勝
・日本学生スプリントトライアスロン選手権チームタイムトライアル選手権
男子団体 第 3 位
・カーフマンジャパンデュアスロングランプリ日本学生デュアスロン選手権
大学対抗戦 第 3 位

団体名

活動実績

レーシングカート部

・第 20 回全日本カート選手権ＦＤクラス優勝 日沢 知寛
・2015 TOYOTA SL カートミーティング全国大会
YAMAHA TIA クラス第 2 位、3 位、4 位 入賞

相撲部

・第 33 回全国国公立大学対抗相撲大会
団体戦 優勝、個人戦 優勝
・第 94 回東日本学生相撲選手権大会
団体戦 C クラス 優勝
・第 54 回全国七大学総合体育大会相撲種目
団体戦 優勝、個人戦 75kg 超級 優勝
・第 64 回東日本学生相撲リーグ戦 3 部 準優勝
・第 93 回全国学生相撲選手権大会 C クラス団体 第 3 位

人力飛行部

・第 38 回鳥人間コンテスト 2015
人力プロペラ機ディスタンス部門優勝（飛行距離 35367.02m）
ベストバードマン賞受賞

報道部

・東北大学新聞 七大戦特集記事掲載

かるた会

個人戦（A 級）
・第７９回椿杯争奪全国かるた大会 優勝、３位入賞
・第２３回多摩百人一首かるた大会 ３位入賞
・第２６回全国かるた競技水沢大会 優勝、準優勝
・第２５回全国競技かるた奈良大会 準優勝
・新春全国競技かるた大会 優勝
・第９７回全国百人一首かるた競技横浜大会 ３位 入賞
※A 級一部のみで他大会でも入賞者あり
その他、B、C、D 級にも入賞者多数
団体戦
・第２２回全日本大学かるた選手権大会 団体戦の部 ３位
・第１０２回全国職域学生かるた大会（D 級） D 級（D6）優勝
・第３回全日本団体選手権プレミアムトーナメント ３位
・第１０２回全国職域学生かるた大会（ABC 級）A 級優勝 C 級（C２）優勝
・東北地方の高等学校への競技かるたの指導
・地元仙台の大会における運営協力（審判等）

del mundo

・金沢アカペラ・タウン ベストパーカッショニスト賞 受賞

東北大学地域復興プロジェ ・Tohoku”RE”days アクションプランコンテスト（於：東北学院大学）
クト“HARU”
Negoistic!

最優秀プラン受賞
・大学間対抗交渉コンペティション
総合成績第 6 位（18 校中）、英語交渉の部において国内大学トップの成績
・国際交渉大会 INC に日本代表として出場

