
平成２７年度学生表彰受賞者一覧 
賞名 受賞者・団体 所属 代表者 指導教員・顧問 受賞理由 

学長賞 
将棋サークル一歩 － 青木 鷹弘 梅原 英一 関東大学将棋連盟春季団体戦 B2級準優勝 B1 級昇級 

倉原 瑤子 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄｻｰｸﾙ「Axel」 － 佐藤 真久 第 88 回日本学生氷上競技選手権大会（インカレ） 出場 

大学院 

工学研究科長賞 

永瀬 崇浩 機械システム工学専攻 修士課程 2年 － 三宅 弘晃 
2014 IEEE DEIS Japan Chapter 国内優秀論文発表賞 受賞 

平成 26年 電気学会基礎・材料・共通部門優秀論文発表賞 受賞 

萩森 夕紀 機械システム工学専攻 修士課程 2年 － 野中 謙一郎 The 10th Asian Control Conference 2015 Best application paper award Finalist 

松原 圭吾 機械システム工学専攻 修士課程 2年 － 田中 康寛 2014 IEEE DEIS Japan Chapter 学生国際会議優秀論文発表賞 受賞 

芦立 冴 建築学専攻 修士課程 2年 － 小林 茂雄 平成 27年度 日本造園学会 関東支部大会 奨励賞 円卓会議・照明楽会主催「クリエイティブ・チャンス・メーク」最終プレゼンター 

飯島 広大 建築学専攻 修士課程 2年 － 手塚 貴晴 歴史的空間再編コンペティション 2015 準グランプリ 日本建築学会 建築文化週間 2015学生グランプリ「銀茶会の茶席」 2等賞 

澤口 花奈 建築学専攻 修士課程 2年 － 手塚 貴晴 歴史的空間再編コンペティション 2015 準グランプリ 日本建築学会 建築文化週間 2015学生グランプリ「銀茶会の茶席」 2等賞 

石垣 拓也 都市工学専攻 修士課程 2年 － 末政 直晃 
第 50 回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞 受賞 

土木学会全国大会第 70回年次学術講演会 優秀講演者賞 受賞 

上村 健太郎 都市工学専攻 修士課程 2年 － 末政 直晃 
土木学会全国大会第 70回年次学術講演会 優秀講演者賞 受賞 

第 12 回地盤工学会関東支部発表会 優秀発表者賞 受賞 

北薗 孝太 共同原子力専攻 修士課程 2年 － 松本 哲男 日本原子力学会 発表 産経ＥＸ 寄稿 産経ＥＸ Campus新聞 産経新聞社賞 受賞 

工学部長賞 

小林茂雄研究室 － 須田 怜那 小林 茂雄 第 9 回キッズデザイン賞 復興支援デザイン部門 奨励賞 

鈴木 鼓太郎 機械システム工学科 4年 － 田中 康寛 2015年度 放電学会（若手セミナー） 優秀ポスター発表賞 受賞 

寺崎 朋美 建築学科 4年 － 小林 茂雄 照明学会 第 38 回東京支部大会 最優秀研究発表者賞 受賞 

田中 和穂 都市工学科 4年 － 伊藤 和也 土木学会全国大会第 70回年次学術講演会 優秀講演者賞 受賞 

知識工学部長賞 神村 康平 自然科学科 4年 － 鈴木 彰 The 8th Meeting of Asia for Mushroom Science 発表 

環境情報学部長賞 

田中章研究室産学チャレンジ 

プログラム星野班 
－ 星野 翔太 田中 章 一般社団法人神奈川経済同友会主催 第 12 回神奈川産学チャレンジプログラム最優秀賞 受賞 

前田 真佐樹 環境情報学科 4年 － 大西 暁生 
第 29 回環境情報科学学術研究論文発表会（第 12 回環境情報科学ポスターセッション 学生の部）学術委員長賞 受賞 

環境科学会 2015年会 最優秀発表賞（富士電機賞）受賞 

𠮷田 孟弘 情報メディア学科 4年 － 奥平 雅士 NICOGRAPH2015 ベストポスター賞 受賞 

都市生活学部長賞 
インテリアプランニング研究室 － 土屋 美景 河村 容治 IAI 日本主催 設計競技 Build Live Japan 2015 杵築賞 優秀賞 企画 BIM賞 受賞 

冨谷 亮介 都市生活学科 4年 － 渡辺 誠 第 7 回ハーフェレ学生デザインコンペティション 2015最優秀賞 受賞 

学生部長賞 

アイスホッケー部 － 山﨑 和宥 未政 直晃 関東大学アイスホッケーリーグ戦 3部昇格 

フットサル部 － 豊田 竣祐 横井 利彰 第 9 回東京都大学フットサル 1部リーグ 準優勝 

五十嵐 玲音 剣道部 － 久保 哲也 第 49 回関東理工科系学生剣道新人戦大会 男子個人戦 優勝 

学術活動奨励賞 

田中章研究室産学チャレンジ 

プログラム濱崎班 
－ 濱崎 里那 田中 章 一般社団法人神奈川経済同友会主催 第 12 回神奈川産学チャレンジプログラム 入賞 

伊藤 薫平 機械システム工学専攻 修士課程 2年 － 今福 宗行 日本金属学会関東支部 第 12 回ヤングメタラジスト研究交流会 最優秀賞 受賞 

齋藤 壮志 機械システム工学専攻 修士課程 2年 － 田中 康寛 平成 26年 電気学会全国大会優秀論文発表賞（Ａ賞）受賞 

椿 真貴 機械システム工学専攻 修士課程 2年 － 今福 宗行 
日本鉄鋼協会 第 170回秋季講演大会学生ポスターセッション 努力賞 受賞 

日本金属学会関東支部 第 12 回ヤングメタラジスト研究交流会 優秀賞 受賞 

込山 皓基 建築学専攻 修士課程 2年 － 近藤 靖史 平成 27年度空気調和・衛生工学会大会 優秀講演奨励賞 受賞 

鈴木 俊介 建築学専攻 修士課程 2年 － 勝又 英明 日本建築学会 建築文化週間 2015学生グランプリ「銀茶会の茶席」 入選 

河内 勇人 エネルギー化学専攻 修士課程 2年 － 黒岩 崇 日本食品工学会第 16回年次大会 優秀ポスター発表賞 受賞 

元木 駿作 エネルギー化学専攻 修士課程 2年 － 岩村 武 高分子学会第 10回相模ケイ素材料フォーラム・第 59回湘北地区懇話会講演会 優秀ポスター賞 受賞 

谷口 大明 機械システム工学専攻 修士課程 1年 － 三宅 弘晃 2015年 放電学会年次大会 優秀ポスター発表賞 受賞 

山田 雄基 情報工学専攻 修士課程 1年 － 佐和橋 衛 無線通信システム研究会 初めての研究会 優秀発表賞 受賞 

川名 恵祐 建築学専攻 修士課程 1年 － 手塚 貴晴 
毎日新聞社 住宅デザインコンテスト 2等賞 受賞 

三協アルミデザインコンペ ずっといたくなる図書館 2等賞 受賞 

秋元 宏仁 都市工学専攻 修士課程 1年 － 末政 直晃 第 12 回地盤工学会関東支部発表会 優秀発表賞 受賞 

池田 香澄 都市工学専攻 修士課程 1年 － 長岡 裕 土木学会全国大会第 70回年次学術講演会 優秀講演者賞 受賞 

杉浦 陽子 都市工学専攻 修士課程 1年 － 末政 直晃 土木学会全国大会第 70回年次学術講演会 優秀講演者賞 受賞 

渡田 洋介 都市工学専攻 修士課程 1年 － 伊藤 和也 第 50 回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞 受賞 

片山 真穂 エネルギー化学専攻 修士課程 1年 － 黒岩 崇 日本膜学会第 37年会 学生賞 ポスター発表賞 受賞 

今村 梨紗子 建築学科 4年 － 小林 茂雄 照明学会 第 38 回東京支部大会 優秀研究発表者賞 受賞 

中村 有步 建築学科 4年 － 小林 茂雄 照明学会 第 38 回東京支部大会 優秀研究発表者賞 受賞 

廣田 瑠璃 環境情報学科 4年 － 田中 章 神戸ビエンナーレ 2015 グリーンアートコンペティション 入賞 

課外活動奨励賞 

鉄道研究部 － 横溝 真沙樹 和多田 雅哉 
たまプラーザテラス「たまプラーザトレインパーク」 参加 

夢キャンパス「鉄道模型を走らせよう」 開催 

剣道部 － 伊東 隆道 久保 哲也 
第 49 回関東理工科系学生剣道新人戦大会 優勝 

第 61 回関東理工科系学生剣道選手権大会 準優勝 

バスケットボール部 － 大久保 拓朗 栗原 哲彦 第 91 回関東大学バスケットボールリーグ戦大会 4 部 昇格 

ハンドボール部 － 清水 海来 山田 盛朗 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 3部維持 

卓球部 － 今泉 直大 飯島 正徳 
平成 27年度春季関東学生リーグ男子 5 部 優勝 

平成 27年度秋季関東学生リーグ男子 4 部 昇格 

ソフトテニス部 － 黒岩 一平 横山 真一郎 関東理工科系大学ソフトテニス選手権大会 男子団体 1部 優勝 

自然科学科学生会 － 山本 未紗稀 﨡原 絹子 東北ボランティア「学びーば」 参加 

今泉 直大 卓球部 － 飯島 正徳 平成 27年度春季関東学生リーグ男子 5 部 殊勲賞 

南部 早紀 陸上競技部 － 門多 顕司 第 47 回関東理工系学生対抗陸上競技大会 女子やり投げ 第 1位 

豊田 竣祐 フットサル部 － 横井 利彰 第 9 回東京都大学フットサル 1部リーグ ベスト 5 

 


