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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 
剣道部 － 成瀬 俊佑 久保 哲也 

第 63回 春季関東理工科系学生剣道選手権大会 3位入賞 

ハーバード大学との 10年にわたる国際交流 

五十嵐 玲音 剣道部 － 久保 哲也 第 65回 全日本学生剣道選手権大会出場 

大学院 

工学研究科長賞 

池内 岳仁 機械システム工学専攻 修士課程 2年 － 今福 宗行 学術研究成果の社会への発信 

遠峰 毅 機械システム工学専攻 修士課程 2年 － 田中 康寛 

2016 IEEE DEIS Japan Chapter Student Best Paper Presentation Award(CEIDP) 

Most Valuable Poster Presentation Award(ISEIM) 

Japan Korea Young Researcher Exchange Program Award(KIEE Fall Conference) 

神山 美奈子 情報工学専攻 修士課程 2年 － 田口 亮 卓越した研究活動に対して 

佐藤 豊浩 システム情報工学専攻 修士課程 2年 － 金川 秀也 情報処理学会・電子情報通信学会 FIT2017 第 16回情報科学技術フォーラム ヤングリサーチャー賞 

水島 諒 システム情報工学専攻 修士課程 2年 － 金川 秀也 精力的な研究活動 

諏訪原 良平 生体医工学専攻 修士課程 1年 － 桐生 昭吾 日本 AEM学会 奨励賞 

花上 遼太 都市工学専攻 修士課程 1年 － 末政 直晃 

第 52回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞 

第 14回地盤工学会 関東支部発表会 GeoKanto2017 優秀発表者賞 

土木学会 平成 29年度全国大会 第 72回年次学術講演会 優秀講演者賞 

佐藤 圭浩 システム情報工学専攻 修士課程 1年 － 包 躍 

国際学会発表 1件 

国内学会発表 2件 

Journal(IF:2.31)投稿 1件 

企業との共同研究参加 2件 

工学部長賞 

江頭 駿哉 電気電子工学科 4年 － 中川 聡子 電気学会 東京支部主催 第 8回学生研究発表会 優秀発表賞 

及川 育人 電気電子工学科 4年 － 中川 聡子 電気学会 東京支部主催 第 8回学生研究発表会 優秀発表賞 

小久保 翔太 電気電子工学科 4年 － 岩尾 徹 平成 29年 電気学会 電力・エネルギー部門大会 YPC奨励賞 

根本 雄介 電気電子工学科 4年 － 岩尾 徹 平成 29年 電気学会 電力・エネルギー部門大会 YPC奨励賞 

岡戸 香七 エネルギー化学科 4年 － 塩月 雅士 第 12回相模ケイ素・材料フォーラム 優秀ポスター賞 

吉田 有里 建築学科 3年 － 佐藤 幸恵 第 39回照明学会 東京支部大会 優秀研究発表者賞 

知識工学部長賞 

大畑 遼汰 情報通信工学科 4年 － 岡野 好伸 IEICE WPT Competition Certificate of Unique GHz Design Rectenna Award 

谷内 優理 情報通信工学科 4年 － 岡野 好伸 IEICE WPT Competition Certificate of Unique GHz Design Rectenna Award 

佐々木 美波 情報通信工学科 4年 － 傘 昊 応用科学学会 平成 29年演算増幅器設計コンテスト 試作の部 2位 

環境学部長賞 
田中研究室 伊豆半島プロジェクトチーム － 金井 瑞希 田中 章 伊豆半島におけるアカウミガメ産卵地保全活動 

中村 太祐 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 11回若手研究交流会 ポスターセッション 優秀賞 

メディア情報学部長賞 岡部研究室 片山チーム － 片山 尊弘 岡部 大介 第 14回神奈川産学チャレンジプログラム 最優秀賞 

都市生活学部長賞 福田 有沙 都市生活学科 3年 － 川口 英俊 TAPを通じた活動による東京都市大学の国際化への貢献 

学生部長賞 

鉄道研究部 － 大林 省悟 浜村 尚樹 創部 60周年記念行事や外部イベント企画運営による本学の知名度向上及び地域貢献 

卓球部 － 諏訪 正頼 飯島 正徳 平成 29年度 秋季関東学生卓球リーグ戦男子 4部昇格 

坂本 優 陸上競技部 － 門多 顕司 第 49回 関東理工系学生対校陸上競技大会 男子やり投 1位入賞 

藤本 康太 陸上競技部 － 門多 顕司 第 49回 関東理工系学生対校陸上競技大会 男子 200m 3位入賞 

田中 雄大 ハンドボール部 － 山田 盛朗 平成 29年度 関東学生秋季リーグ戦男子 3部 得点王 
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受賞理由 

学術活動奨励賞 

馬場研究室 － 大場 達也 馬場 健司 大分県別府市における市民参加型温泉一斉調査への協力 

関博紀研究室 三木チーム － 三木 萌 関 博紀 第 14回神奈川産学チャレンジプログラム 優秀賞 

李洪千研究室 大口チーム － 大口 賢祐 李 洪千 第 14回神奈川産学チャレンジプログラム 優秀賞 

宮地英生研究室 石井チーム － 石井 智康 宮地 英生 第 14回神奈川産学チャレンジプログラム 優秀賞 

都市景観 TCUチーム － 小山 紗季 林 和眞 IWUL(国際都市景観設計ワークショップ)における研究活動 

山本 真司 電気電子工学専攻 博士後期課程 5年 － 江原 由泰 平成 29年 電気学会 電力・エネルギー部門大会 YPC奨励賞 

上村 健太郎 都市工学専攻 博士後期課程 4年 － 末政 直晃 
第 14回地盤工学会 関東支部発表会 GeoKanto2017 優秀発表者賞 

土木学会 平成 29年度全国大会 第 72回年次学術講演会 優秀講演者賞 

今村 康平 共同原子力専攻 修士課程 2年 － 牟田 仁 米国機械学会主催 2017 Pressure Vessels ＆ Piping Conference 優秀論文賞(学生部門) 

春日 博希 機械システム工学専攻 修士課程 2年 － 田中 康寛 2016 IEEE DEIS Japan Chapter Best Paper Presentation Award 

小玉 一貴 機械システム工学専攻 修士課程 2年 － 田中 康寛 放電学会 60周年記念若手シンポジウム 優秀ポスター発表賞 

髙野 友輔 機械システム工学専攻 修士課程 2年 － 今福 宗行 学術研究成果の社会への発信 

三好 雅仁 機械システム工学専攻 修士課程 2年 － 田中 康寛 2017ISEIM Most Valuable Poster Presentation Award 

吉田 周吾 機械システム工学専攻 修士課程 2年 － 田中 康寛 平成 29年 電気学会 基礎・材料・共通部門大会 若手ポスター優秀賞 

坐間 義幸 電気電子工学専攻 修士課程 1年 － 岩尾 徹 平成 29年 電気学会 基礎・材料・共通部門大会 若手ポスター優秀賞 

髙田 泰暉 電気電子工学専攻 修士課程 2年 － 中川 聡子 LDIA 2017 Osaka Best Presentation Award of the Poster Session 

高橋 有沙 電気電子工学専攻 修士課程 2年 － 岩尾 徹 平成 28年 電気学会 静止器研究会 優秀奨励賞 

市村 歩 情報工学専攻 修士課程 2年 － 横山 孝典 情報処理学会 第 79回全国大会 大会優秀賞 

陳 広謙 情報工学専攻 修士課程 2年 － 傘 昊 

応用科学学会 平成 29年演算増幅器設計コンテスト 

試作の部 1位 

シミュレーションの部 部門 1 3位及び部門 2 3位 

田﨑 陽介 都市工学専攻 修士課程 2年 － 吉田 郁政 第 52回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞 

蓮沼 佑晃 都市工学専攻 修士課程 2年 － 末政 直晃 第 52回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞 

永井 孝宏 都市工学専攻 修士課程 2年 － 丸山 收 土木学会 平成 29年度全国大会 第 72回年次学術講演会 優秀講演者賞 

北久保 良仁 エネルギー化学専攻 修士課程 2年 － 江場 宏美 一般社団法人 日本鉄鋼協会 第 173回春季講演大会 学生ポスターセッション 優秀賞 

小山 晃弘 機械システム工学専攻 修士課程 1年 － 今福 宗行 学術研究成果の社会への発信 

太田 享佑 電気電子工学専攻 修士課程 1年 － 中川 聡子 電気学会 東京支部主催 第 8回学生研究発表会 優秀発表賞 

須藤 佑基 電気電子工学専攻 修士課程 1年  中川 聡子 電気学会 東京支部主催 第 8回学生研究発表会 優秀発表賞 

武井 悠馬 生体医工学専攻 修士課程 1年 － 和多田 雅哉 
日本 AEM学会主催 

第 26回 MAGDAコンファレンス(電磁現象及び電磁力に関するコンファレンス) MAGDA優秀ポスター講演論文賞 

志村 彩 情報工学専攻 修士課程 1年 － 佐和橋 衛 IEEE VTS Tokyo Chapter2017 Young Researcher's Encouragement Award 

山田 大貴 情報工学専攻 修士課程 1年 － 佐和橋 衛 電子情報通信学会 無線通信システム研究会(RCS) はじめての研究会 優秀発表賞 

柴野 勝弘 都市工学専攻 修士課程 1年 － 末政 直晃 第 52回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞 

高徳 亮太 都市工学専攻 修士課程 1年 － 伊藤 和也 第 52回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞 

田中 拓也 都市工学専攻 修士課程 1年 － 今井 龍一 
第 42回土木情報学シンポジウム 優秀発表表彰 

土木学会 平成 29年度全国大会 第 72回年次学術講演会 優秀講演者賞 

松尾 卓 機械システム工学科 4年 － 大谷 眞一 技術士一次試験に向けての自主勉強会 

森 翔太郎 情報科学科 4年 － 包 躍 

国内学会発表 1件 

Journal(IF:1.14)投稿 1件 

川崎先端技術展へ出展 1件 

深山 寛人 自然科学科 4年 － 﨡原 絹子 Asian Mycological Congress 2017(アジア菌学会議)でのポスター展示発表 

川村 昂史 環境創生学科 4年 － 田中 章 国際及び国内学会における研究発表 

課外活動奨励賞 

空手道部 － 真田 康希 薩川 宣昭 國際松濤館空手道連盟 第 37回全国空手道選手権大会一般団体組手の部 3位入賞 

柔道部 － 中原 寛生 大村 哲矢 第 58回 全日本理工科学生柔道優勝大会 3位入賞 

ISO学生委員会 － 松浦 直花 北村 亘 
横浜環境行動賞「ヨコハマ 3R夢」受賞 

横浜市が推進するゴミ削減計画「ヨコハマ 3R夢プラン」への貢献 

都市緑化研究会 － 佐藤 啓太 飯島 健太郎 第 33回全国都市緑化よこはまフェア 18区連携事業・都筑区イベント 「早渕川・老馬谷ガーデンプロジェクト」 

宇都宮 優喬 バスケットボール部 － 栗原 哲彦 第 93回 関東大学バスケットボールリーグ戦 4部 Dブロック アシストランキング 1位 

諏訪 正頼 卓球部 － 飯島 正徳 平成 29年度 秋季関東学生卓球リーグ戦 男子 5部 Bブロック 殊勲賞 

清水 杏菜 空手道部 － 薩川 宣昭 國際松濤館空手道連盟 第 37回 全国空手道選手権大会 一般女子有級組手の部 1位入賞 

西田 貴博 自然科学科 3年 － 萩原 宏 第 32回 サハラマラソン 2017完走 

平久井 愛由 自然科学科 2年 － 橋本 義武 バトントワーリング国際大会 第 9回 WBTFインターナショナル アーティスティックペア シニア部門 優勝 

 


