
平成２８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 

クラブ顧問 
受賞理由 

学長賞 弓道部 － 武 亮真 田中 陽二 平成 29年度 東京都学生弓道リーグ戦 3部昇格 

大学院 

工学研究科長賞 

山本 真司 電気電子工学専攻 博士後期課程 4年 － 江原 由泰 平成 27年 電気学会 優秀論文発表賞 査読付き論文 2本の掲載 

上村 文也 建築学専攻 修士課程 2年 － 小林 茂雄 Lighting Design Creative Chance Make vol.3 [新人照明デザイナー発掘オーディション]最優秀賞 

犬塚 祐太郎 電気電子工学専攻 修士課程 1年 － 岩尾 徹 
平成 28年 放電学会 年次大会 優秀論文発表賞 

平成 28年 電気学会 電力・エネルギー部門大会 YPC奨励賞 
大学院 

環境情報学研究科長賞 
村主 さとみ 環境情報学専攻 修士課程 2年 － 伊坪 徳宏 第 11回 日本 LCA学会 研究発表会 学生優秀発表賞 

工学部長賞 

男女共同参画室 － 稲村 萌々 岡田 往子 
日経 BP社主催「ダイバーシティ＆イノベーションフォーラム～女性が活躍する社会の実現と教育＆組織変革」 

参加及び高評価獲得 

岩田 総司 電気電子工学科 4年 － 岩尾 徹 
平成 28年 電気学会 基礎・材料・共通部門大会 若手ポスター優秀賞 

平成 28年 電気学会 電力・エネルギー部門大会 YPC奨励賞 

知識工学部長賞 

等々力渓谷清流化研究会 － 新藤 和樹 田口 亮 東京都市大学と世田谷区の官学連携プロジェクト「等々力渓谷清流化プロジェクト」参加 

佐藤 圭浩 情報科学科 4年 － 包 躍 国際会議 IEVC 2017 での論文採録及び発表 

志村 彩 情報通信工学科 4年 － 佐和橋 衛 国際会議 IEEE VTS APWCS 2016 での論文採録及び発表 

環境学部長賞 吉﨑研究室 － 佐藤 克彦 吉崎 真司 日本海岸林学会 表彰委員長特別賞「学会の広報強化ならびに用語集作成プロジェクト」 

ﾒﾃﾞｨｱ情報学部長賞 髙橋 花歩 社会メディア学科 4年 － 小池 星多 地域若者チャレンジ大賞 2016 最優秀総合グランプリ 

都市生活学部長賞 白土 瑶子 都市生活学科 3年 － 髙栁 英明 インテリアプランニングコンペ 2016 建築技術教育普及センター理事長賞 受賞 

人間科学部長賞 奥村 悠 児童学科 2年 － 井戸 ゆかり 「トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラム」での活躍と貢献 

学生部長賞 

柔道部 － 岩澤 勇佑 大村 哲矢 第 57回 全日本理工科学生柔道優勝大会 3位入賞 

バドミントン部 － 西垣 凌 佐藤 大祐 平成 28年度 関東大学バドミントン春季リーグ戦 男子 4部昇格 

木下 修司 ジャグリングサークル Akantha － 武 哲夫 Asia Pacific Yo-Yo Championships 2016 11位 

佐々木 啓介 原子力安全工学科 2年 － 羽倉 尚人 第 16回 全国障害者スポーツ大会 2016希望郷いわて大会 陸上競技 100m 1位 1500m 1位 

学術活動奨励賞 

田中章研究室 － 野島 優理子 田中 章 静岡県下田市におけるアカウミガメ産卵地保全活動 

デザイン生態学（関博紀）研究室 

佐々木チーム 
－ 佐々木 真梨 関 博紀 第 13回 神奈川産学チャレンジプログラム 優秀賞（建設現場の目的意識の共有にインパクトを与える ICT活用の提案） 

渡辺誠研究室 垂直統合組 － 内田 灯 渡辺 誠 さくらサイエンスプラン 台湾淡江大学との共同研究ワークショップ MaMiUU-2 遂行及び制作 

岩田 知之 機械システム工学専攻 修士課程 2年 － 田中 康寛 2015年 IEEE DEIS Japan Chapter 国内優秀論文発表賞 

戸松 匠 機械システム工学専攻 修士課程 2年 － 野中 謙一郎 日本フルードパワーシステム学会 平成 28年秋季講演会 最優秀講演賞 

藤富 寿之 機械システム工学専攻 修士課程 2年 － 田中 康寛 平成 28年 電気学会 基礎・材料・共通部門大会（A部門）表彰 

脇田 諭 生体医工学専攻 修士課程 2年 － 森 晃 日本生体医工学会 関東支部若手研究者発表会 2016 優秀論文発表賞 

秋元 宏仁 都市工学専攻 修士課程 2年 － 末政 直晃 第 51回 地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞 

杉浦 陽子 都市工学専攻 修士課程 2年 － 末政 直晃 第 51回 地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞 

佐藤 芙美 都市工学専攻 修士課程 1年  伊藤 和也 第 51回 地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞 

清 夏実 システム情報工学専攻 修士課程 2年 － 森 博彦 情報処理学会 HCI研究会貢献賞 受賞（国際会議 1件 国内学会発表 9件） 

秋葉 和宏 エネルギー化学専攻 修士課程 2年 － 金澤 昭彦 高分子学会 第 65回 高分子討論会 優秀ポスター賞 受賞 

岩田 和真 エネルギー化学専攻 修士課程 2年 － 岩村 武 第 11回 相模ケイ素材料フォーラム・第 61回 湘北地区懇話会講演会 優秀ポスター賞 受賞 

田ノ上 康弘 機械システム工学専攻 修士課程 1年 － 郡 逸平 ANSYS Convergence 2016 Japan Conference- Student Poster Contest 優秀賞 

吉田 周吾 機械システム工学専攻 修士課程 1年 － 田中 康寛 電気学会 第 47回 電気電子絶縁材料システムシンポジウム MVPセッション 優秀発表賞 

冨谷 亮介 建築学専攻 修士課程 1年 － 堀場 弘 SMOKERS'STYLE COMPETITION 2016 プロポーザル部門 佳作 

大沼 美朝子 都市生活学専攻 修士課程 1年 － 渡辺 誠 SMOKERS'STYLE COMPETITION 2016 プロポーザル部門 佳作 

田﨑 陽介 都市工学専攻 修士課程 1年 － 吉田 郁政 土木学会 第 43回 関東支部技術研究発表会 優秀発表者賞 

遊佐 大介 都市工学専攻 修士課程 1年 － 長岡 裕 土木学会 平成 28年度 全国大会 第 71回 年次学術講演会 優秀講演者賞 

一杉 佑貴 環境情報学専攻 修士課程 2年 － 伊坪 徳宏 環境・社会側面を網羅したホットスポット分析手法とデータベースの開発 

松宮 綾香 環境情報学専攻 修士課程 2年 － 田中 章 

国際及び国内学会における研究発表 

（IAIA16：2件、5th China-Japan-Korea Tripartite EIA Conference：1件、第 15回環境アセスメント学会大会：3件、 

第 30回環境情報科学学術研究論文発表会：1件） 

臼井 聖奈 環境創生学科 4年 － 大西 暁生 
日本計画行政学会・社会情報学会共催 第 10回 若手研究交流会 優秀賞（ポスターセッション）受賞 

土木学会地球環境委員会 第 24回 地球環境シンポジウム研究論文 全文査読付論文掲載及び口頭発表 

中島 涼輔 環境マネジメント学科 4年 － 郭 偉宏 NS物流研究会 第 8回物流関連ゼミ学生研究発表会 敢闘賞 

課外活動奨励賞 

吹奏楽団 － 高張 圭一朗 細野 泰彦 尾山台フェスティバル・七夕イベント・クリスマスコンサート等における地域貢献活動への尽力 

準硬式野球部 － 鈴木 雅人 小林 志好 平成 28年度 新関東大学準硬式野球秋季リーグ戦 2部優勝 

ラグビー部 － 加納 拓馬 渡辺 一郎 平成 28年度 関東理工系リーグ 1部優勝 

アメリカンフットボール部 － 飯田 憧太 白木 尚人 平成 28年度 関東学生アメリカンフットボールリーグ戦 3部昇格 

山田 航大 スカイスポーツ部 － 渡邉 力夫 第 20回 全日本パラグライダー学生選手権 Open Class 優勝 

松田 圭司 硬式野球部 － 丸山 收 平成 28年度 東都大学野球 4部リーグ 首位打者 

中原 寛生 柔道部 － 大村 哲矢 第 57回 全日本理工科学生柔道優勝大会 優秀選手賞 

坂元 信一郎 準硬式野球部 － 小林 志好 平成 28年度 新関東大学準硬式野球秋季リーグ戦 最優秀選手 

佐藤 快成 準硬式野球部 － 小林 志好 平成 28年度 新関東大学準硬式野球秋季リーグ戦 最優秀投手 

南部 早紀 陸上競技部 － 門多 顕司 第 48回 関東理工系学生対校陸上競技大会 女子やり投 第 3位 

 


