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賞　　名 クラス 氏　　名
最優秀賞 　昼間部 穴田夏希
優秀賞 　アドバンスコース 原田大輔

特別精励賞

　アドバンスコース 伊藤隆史
　アドバンスコース 坂本周平
　アドバンスコース 藤原孝至
　アドバンスコース 乾　晃浩
　アドバンスコース 杉井佳奈恵
　昼間部 梅木博美
　昼間部 談　昌亮
　昼間部 三好大樹
　昼間部 吉永健一
　昼間部 山内健太郎
　昼間部 竹中智之
　昼間部 宮崎なつみ
　夜間部 川原理恵子
　夜間部 矢野淳一

精励賞

　アドバンスコース 中山美奈
　昼間部 霜永　剛
　昼間部 高山久美
　昼間部 松永英子
　夜間部 中谷　誠

努力賞

　アドバンスコース 伊藤隆史
　アドバンスコース 山城誓司
　昼間部 大畑洋介
　昼間部 恒川大輔
　夜間部 佐藤　匡
　夜間部 関　悦子

みどりの風賞

　アドバンスコース 髙木俊明
　昼間部 矢根和紀
　夜間部 徳山相文
　夜間部 矢野淳一

賞　　名 クラス 氏　　名
知事賞 　夜間部 藤川大介
専修学校名誉会長賞 　昼間部 鉄川正人
専修学校教育振興会賞 　夜間部 瀧本尊士

全国柔道整復学校協会長賞
　昼間部 山下祥吾
　夜間部 仲邑良範

日本柔道整復師会長賞 　昼間部 梅木博美
日本柔道整復接骨医学会賞 　アドバンスコース 小林祐旗
大阪府柔道整復師会長賞 　アドバンスコース 坂本周平

校友会長賞
　昼間部 福島隆行
　夜間部 室井康伸

賞　　名 クラス 氏　　名
最優秀賞 　夜間部 岡本裕行

優秀賞
　アドバンスコース 中村紗矢香
　昼間部 松永美佳

特別精励賞

　アドバンスコース 山邉沙代子
　昼間部 井上伸之
　昼間部 米田達哉
　昼間部 橋本晃俊
　昼間部 尾山有佳里
　夜間部 川上秀人
　夜間部 宮本美穂

精励賞

　アドバンスコース 小林早希
　昼間部 藤原稔浩
　昼間部 大江裕美
　昼間部 町川　淳
　夜間部 佐々木浩之
　夜間部 枡田剛史

努力賞

　アドバンスコース 門　雅和
　アドバンスコース 山邉沙代子
　昼間部 玉川聡美
　昼間部 長濱知之
　夜間部 米田裕美
　夜間部 西﨑大祐

みどりの風賞

　アドバンスコース 中山容理子
　昼間部 濵口大介
　夜間部 倉田真一
　夜間部 辻　涼太

賞　　名 クラス 氏　　名
専修学校名誉会長賞 　夜間部 木戸口　誠
専修学校教育振興会賞 　昼間部 尾山有佳里
東洋療法学校協会長賞 　夜間部 住友浩二
日本鍼灸師会長賞 　昼間部 稲垣順也
大阪府鍼灸師会長賞 　昼間部 大桑弘道
全日本鍼灸マッサージ師会長賞 　アドバンスコース 羽入亜希子
大阪府鍼灸マッサージ師会長賞 　夜間部 倉田真一
卒業研究賞 　アドバンスコース 羽入亜希子

卒業研究賞　佳作
　夜間部 西村明洋
　夜間部 徳山弘隆

校友会長賞
　アドバンスコース 和泉淑子
　昼間部 原田健太郎

全日本鍼灸学会会長賞 　夜間部 大上剛史

柔道整復学科第7期

　学校表彰

　団体及び業界からの表彰

　学校表彰

鍼灸学科第34期

　団体及び業界からの表彰

平成20年度柔道精励賞　

氏　名 クラス 段　位
原田直樹 昼間部 初　段
江田直訓 昼間部 初　段
西田　徹 昼間部 初　段
竹中智之 昼間部 初　段
三好大樹 昼間部 初　段
坪木心吾 夜間部 初　段
大泉博之 夜間部 初　段
奥内貴子 夜間部 初　段
川原理恵子 夜間部 初　段
髙坂真史 夜間部 初　段
佐藤　匡 夜間部 初　段
田中元己 夜間部 初　段
喜多克佳 夜間部 初　段
日野誠司 夜間部 初　段
矢野淳一 夜間部 初　段

氏　名 クラス 段　位
青山知子 夜間部 初　段
関　悦子 夜間部 初　段
山本美和 夜間部 初　段
坂本周平 アドバンスコース 初　段
田中崇裕 アドバンスコース 初　段
堀津惇一郎 アドバンスコース 初　段
伊藤隆史 アドバンスコース 初　段
後藤幸恵 アドバンスコース 初　段
森田景子 アドバンスコース 初　段
杉井佳奈恵 アドバンスコース 初　段
長岡　司 夜間部 弐　段
徳山相文 夜間部 弐　段
川井田貴彦 夜間部 弐　段
矢根和紀 昼間部 参　段
仲邑良範 夜間部 参　段
西倉央倫 昼間部 四　段

＊昨年の「黒帯とったで賞」を名称変更

平成20年度卒業生


