平成29年度課外活動奨励賞受賞団体一覧
全20団体
団体名
落語研究部

助成の対象事業
・出前落語47件
・新入生顔見世落語発表会
・第6回奥羽越学生落語発表会
・OB落語会
・ホームカミングデーロビーパフォーマンス
・東北大学学祭川内寄席
・第161回古典落語発表会
・第162回卒業生追い出し落語発表会
・第7回奥羽越学生落語発表会

吹奏楽部

・第44回全日本アンサンブルコンテスト第44回東北大会
サクソフォン四重奏 金賞
・けやき保育園卒園式における依頼演奏、閖上追悼イベントにおける依頼演奏など
の外部での 演奏活動
・第20回学生選手権団体戦 準優勝（116団体）
・平成28年度 第41回東北地区大学サッカーリーグ 2部リーグ
Bブロック 1位（10チーム）
その後、Aブロック優勝チームと対戦し勝利、2部総合優勝となり平成29年度
から1部に昇格
・第55回7大学総合体育大会 馬術の部・個人 MVP（6団体）
・第59回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 29,31位（41団体）
・流鏑馬 大崎八幡にて行われた流鏑馬に補助要員として参加
・初午大祭 竹駒神社にて行われた初午大祭に補助要員・騎乗者として参加
・馬糞提供 近隣で家庭菜園をしている住民や農家らに馬糞を肥料として提供
・第43回全日本大学選手権大会 男子舵手付きフォア 第5位（37クルー）
・第94回全日本選手権大会 女子ダブルスカル 第3位（18クルー）
・第94回全日本選手権大会 男子舵手なしペア 第4位（25クルー）
・第94回全日本選手権大会 男子舵手付きフォア 第6位（22クルー）
・第66回東日本選手権競漕大会 男子舵手なしペア 第1位（22クルー）
・第66回東日本選手権競漕大会 女子ダブルスカル 第1位（20クルー）
・北大戦 川崎町民にボート競技を体験いただく等地域との交流を行った
・青根温泉感謝祭の運営補助
・青根雪あかりの運営補助
・地域ゴミ拾い活動 釜房艇庫周辺を川崎町民と一緒に清掃

将棋部
蹴球部

乗馬部

漕艇部

フェンシング部

・第55回七大学戦 総合優勝（150名）
・第55回七大学戦 フルーレ 優勝（140名）
・第55回七大学戦 エペ 優勝（140名）
・第55回七大学戦 サーブル 3位（140名）
・第55回七大学戦 女子団体フルーレ 優勝（140名）
・第52回全国国公立大学フェンシング選手権大会 女子個人サーブル 4位（240名）
・第52回全国国公立大学フェンシング選手権大会 女子団体エペ 優勝（240名）
・第52回全国国公立大学フェンシング選手権大会 女子個人エペ 優勝（240名）
・第52回全国国公立大学フェンシング選手権大会 女子個人フルーレ 優勝・3位
（240名）
・第52回全国国公立大学フェンシング選手権大会 女子団体フルーレ 優勝（240名）
・第52回全国国公立大学フェンシング選手権大会 男子団体フルーレ 優勝（240名）
・第52回全国国公立大学フェンシング選手権大会 女子総合 優勝（240名）
・第52回全国国公立大学フェンシング選手権大会 男子総合 3位（240名）

団体名
ボディビル部

助成の対象事業
・第43回全日本学生パワーリフティング選手権大会 59ｋｇ級 7位（9人）
・第43回全日本学生パワーリフティング選手権大会 59ｋｇ級 8位（9人）
・第43回全日本学生パワーリフティング選手権大会 66ｋｇ級 7位（9人）
・第43回全日本学生パワーリフティング選手権大会 74ｋｇ級 11位（12人）
・第43回全日本学生パワーリフティング選手権大会 83ｋｇ級 12位（15人）
・第43回全日本学生パワーリフティング選手権大会 93ｋｇ級 7位（8人）
・第71回希望郷岩手国体公開競技パワーリフティング 74ｋｇ級 10位（21人）
・ジャパンクラシックパワーリフティング大会 ジュニア53ｋｇ級 優勝（1人）
・ジャパンクラシックパワーリフティング大会 ジュニア59ｋｇ級 優勝（1人）
・ジャパンクラシックパワーリフティング大会 ジュニア74ｋｇ級 7位（13人）
・ジャパンクラシックパワーリフティング大会 ジュニア93ｋｇ級 5位（7人）
・全日本ベンチプレス選手権大会 ジュニア83ｋｇ級 2位（2人）
・全日本ベンチプレス選手権大会 74ｋｇ級 4位（7人）
・宮城県民体育大会宮城県パワーリフティング大会の運営協力
・第71希望郷岩手国体公開競技パワーリフティングの運営協力

オリエンテーリング部

・世界ジュニアオリエンテーリング選手権大会（髙橋友理奈）
スプリント部門決勝116位(145人中)
ミドル部門予選48位(49人中)
ロング部門決勝125位(145人中)
リレー部門決勝43位(47チーム中)
・世界学生オリエンテーリング選手権大会
スプリント部門決勝：小林隆嗣79位(112人中)
ミドル部門決勝：宮西優太郎98位(113人中)
ロング部門決勝：小林隆嗣77位(103人中)
・2016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位小松栄輝(64人中)
女子決勝クラス(WE)：6位本間実季(32人中)
・2016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)：3位橋本正毅(64人中)
女子決勝クラス(WE)：6位伊佐野はる香(30人中)
女子一般クラス(WUL)：3位臼井沙耶香(103人中)
女子新人クラス(WUF)：1位青代香菜子(66人中)
・2016年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドルディスタンス競技部門
男子決勝クラス(ME)：4位小林隆嗣(62人中)
女子決勝クラス(WE)：4位髙橋友理奈(32人中)
男子一般A1クラス(MUA1)：2位照井雄大(84人中)
男子新人1クラス(MUF1)：1位長岡凌生(86人中)
男子新人2クラス(MUF2)：1位北見匠(84人中)
女子一般クラス(WUA)：2位伊佐野はる香(100人中)
・2016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
女子選手権クラス(WER)：優勝(28チーム中)（3回目2連覇）
新人特別表彰を男女ともに受賞

トライアスロン部

・2016日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 男子団体の部 5位（21大学）
・第22回みやぎ国際トライアスロン仙台ベイ七ヶ浜大会 男子個人の部 1位（66名）
・カーフマンジャパンデュアスロングランプリシーズン14 学連大学対抗戦 男子団体
の部3位（57名）

男子ラクロス部

・第22回東北学生ラクロスリーグ戦 優勝（6団体）
・第８回全日本ラクロス大学選手権大会 ３位（5団体）
・全日本ラクロス学生選手権 ベスト4（5団体）
・献血活動
東北地区ラクロス協会の広報部との連携により、部員の献血や仙台市内での献血推
進活動を行った。
・児童館などでのレクリエーション
東北地区ラクロス協会の普及部との連携により、児童館や仙台市内でのイベントに
参加し、ラクロスの普及や地域交流を行った。
・第21回全国学生カート選手権 YAMAHA TIAクラス 2位 渡邊博仁
・2016 TOYOTA SLカートミーティングSUGOカートレースシリーズ
ポイントランキング
YAMAHA SSクラス 2位 久保結人 5位 小林丈晃
YAMAHA TIAクラス 4位 倉田一樹

女子ラクロス部

レーシングカート部

団体名
相撲部

報道部

助成の対象事業
・第34回全国国公立大学対抗相撲大会 団体戦 優勝（10校程度）
・第34回全国国公立大学対抗相撲大会 個人戦 優勝（100名程度）
・第34回全国国公立大学対抗相撲大会 新人戦 3位（30名程度）
・第65回東日本学生相撲リーグ戦 ３部リーグ 優勝（10校程度）
・第６３回全国医歯薬獣学生相撲選手権大会 個人戦 3位（80名程度）
・わんぱく相撲（白石場所、栗原場所、どすこい！西中田場所）に大会運営補助と
して参加
・相撲教室（向陽台、上杉山通小）に指導補助として参加
・大相撲仙台場所の運営補助
・野中神社節分祭の運営補助
・東日本大震災関連記事作成
1年を通し、河北新報社と協力し東日本大震災に関わる記事を多数掲載した。
・宮城県高校新聞部研修会
宮城県内５校の新聞部を対象として新聞作りのノウハウを指導した。
・広報誌「学友会」作成
学友会で年に３回作成している広報紙「学友会」の記事作成等を行い、学友会の
活動を広く紹介した。
・河北新報社への折り込み
河北新報の新聞に、毎月400部を折り込んでいただいている。

かるた会

・第4回奥の細道むすびの地全国競技かるた大垣大会 個人戦（A級）準優勝（82名）
・第80回椿杯争奪全国かるた大会 個人戦（A級） 優勝 （64名）
・第27回全国かるた競技水沢大会 個人戦（A級） 優勝（63名）
・蓮生記念第3回全国競技かるた宇都宮大会 個人戦（A級） 優勝、4位（72名）
・第1回全国競技かるた福島大会 個人戦（A級） 4位（43名）
・第62回新春全国競技かるた大会 個人戦（A級） 準優勝（105名）
・第50回全国競技かるた静岡大会 個人戦（A級） 3位（106名）
・第89回全国競技かるた学生選手権大会 個人戦（A級） 3位、4位（121名）
・第23回全国大学かるた学生選手権大会 個人戦（大学代表の部） 3位（67名）
・第103回全国職域学生かるた大会（A級） 団体戦 優勝（48団体）
・高校生との練習会 青森県の高校生と合宿を行い、競技かるたの指導を行った。
・大会運営補助
仙台で開催された第80回椿杯争奪全国かるた大会の運営や審判のお手伝いをした。
・国民文化祭への出場
一部のメンバーが出身県や宮城のチームとして国民文化祭に参加することで開催地
域への貢献につながった。

コントラクトブリッジ

・第8回APBFコングレス Junior部門 第4位(第4位)（12チーム(8チーム)）
・第8回APBFコングレス Youngstar部門 第11位（12チーム）
・第16回世界ユースチーム選手権 Junior部門 第17位（22チーム）
・第8回世界大学生選手権 第9位（12チーム）
・第 51 回アジアパシフィック・ブリッジ選手権大会 Junior部門
・Sendai for Startups!ビジネスグランプリ2017 学生起業家賞（55件）
・キャンパスベンチャーグランプリ東北2016 特別賞（30件程度）
・2016年第13回能代宇宙イベント 審査書類賞及び打上結果賞
社会事業活動の一環として以下の活動を行なった。
・平成28年5/3～5、仙台市河川課が主催するイベント「広瀬川で遊ぼう」に参加
し、ペットボトルロケット教室を開催。80人程度の子供が参加。
・平成28年7/2、立町児童館にて、ペットボトルロケット・モデルロケット教室を
開催。25人の児童が参加。
・平成28年7/28、沖野東小学校にてペットボトルロケット教室を開催。25人の
児童が参加。
・平成28年9/29、沖野東小学校にて授業の一環としてペットボトルロケット教室
を開催。2学級の生徒が参加。
・平成28年10/16、仙台市内の高校生を対象にモデルロケットの製作指導を行い、
農学部新キャンパス敷地内にて打ち上げを行った。高校生6名が参加。
・平成28年11/12～13、石巻市遊楽館にて復興庁主催の子供向け理科教室「みやぎ
サイエンスキッズ子ども宇宙教室」に参加。３０名の子供が参加。
・平成29年3/2、立町児童館にて子供向け理科教室「わくわく宇宙教室」を開催。
20名の児童が参加。
・平成29年3/19、伊豆大島共同打上実験主催の島の子供たちに向けたペットボトル
ロケット教室に参加。

経営技術研究会VEX
FROM THE EARTH

東北大学地域復興
プロジェクト
“HARU”

・料理教室
仮設住宅集会所において料理教室を開催し、住民同士の交流の場を設けた。
・ハロウィンイベント
災害公営住宅で子どもたちと一緒に仮装衣装を作成したり、街歩きをしたりして
ハロウィンを行った。
・他団体・他大学との交流
東北での活動経験が少ない県外の団体と共同でボランティア活動を行い、地域の
状況を伝えるとともに復興ボランティアについて学び合った。

