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学生団体連合会本部 － 髙橋　弘幸 和多田　雅哉
「都市大ワークショップフェスティバル」開催、「玉川警察署防災キャンペーン」への協力による本学の知名度向上及び地域社会への貢献
秋季新入部員歓迎イベント「オータムフェスティバル」開催、課外活動会計制度の抜本的な改革、学生部との定例会議の設置等
新たな取り組みを通じた本学の課外活動活性化への貢献

平久井　愛由 自然科学科3年 － 橋本　義武
「東京2020ライブサイトin2018」出演による本学の知名度向上への貢献
横浜市体育協会 優秀選手賞
第43回全日本バトントワーリング選手権大会 ソロトワール女子U-22 第13位 ペアO-19 第8位

宮下　皓高 電気電子工学専攻博士後期課程5年 － 江原　由泰
Award for Best Paper（XV International Conference on Electrostatic Precipitation)
2018年度第4回静電気学会賞 トレック賞
平成30年電気学会全国大会優秀論文発表賞

潘　春暉 情報工学専攻博士後期課程5年 － 傘　昊
国際学会学術論文発表
ICMEMIS 2018：Best Paper Award
IEEE ISPACS 2018：Student Travel Support

上村　健太郎 都市工学専攻博士後期課程5年 － 末政　直晃
第53回地盤工学研究発表会優秀論文発表者賞
第15回地盤工学会関東支部発表会 GeoKanto2018優秀発表者賞

石井　大二郎 機械工学専攻博士後期課程4年 － 三原　雄司
2017年度自動車技術会関東支部学術研究講演会 ベスト・ペーパー賞
計測自動制御学会 2017年度センシングフォーラム研究奨励賞
日本機械学会 ベストプレゼンテーション表彰

千葉　潮 機械システム工学専攻修士課程2年 － 田中　康寛
第12回誘電体材料の特性と応用に関する国際会議
ポスターセッション発表 優秀発表者賞

美馬　まいみ 機械システム工学専攻修士課程2年 － 田中　康寛
米国電気電子学会（IEEE) 誘電・絶縁材料部門東京支部
優秀論文発表賞（国際学会）

有田　祐希 電気電子工学専攻修士課程2年 － 中川　聡子 電気学会優秀論文発表賞

岩田　総司 電気電子工学専攻修士課程2年 － 岩尾　徹
放電学会60周年記念若手シンポジウム並びに年次大会 感謝状
平成29年電気学会 静止器研究会 優秀奨励賞
平成30年電気学会 電力・エネルギー部門大会 YPC優秀発表賞・YPC奨励賞

加藤　洲 建築学専攻修士課程2年 － 手塚　貴晴 「自由が丘」×「すむ＋かたち」第4回 ラ・アトレ＋小泉 学生実施コンペ2018最優秀賞

川島　俊哲 建築学専攻修士課程2年 － 堀場　弘 「自由が丘」×「すむ＋かたち」第4回 ラ・アトレ＋小泉 学生実施コンペ2018最優秀賞

大学院
環境情報学研究科長賞

一杉　佑貴 環境情報学専攻博士後期課程4年 － 伊坪　徳宏 第13回エコバランス国際会議“People's Choice Poster Award”

小林茂雄研究室 － 木村　瀬里那 小林　茂雄 第5回 世田谷Lights in Farm 最優秀賞

カナシロ　タング　タケヒデ 電気電子工学科4年 － 岩尾　徹 電気学会東京支部主催 第9回学生研究発表会 優秀発表賞

鳥居　武史 電気電子工学科4年 － 中川　聡子 電気学会東京支部主催 第9回学生研究発表会 優秀発表賞

松本　昂樹 電気電子工学科4年 － 岩尾　徹 平成30年電気学会 電力・エネルギー部門大会 YPC優秀発表賞・YPC奨励賞

藤原　夏美 都市工学科4年 － 伊藤　和也 第15回地盤工学会関東支部発表会 GeoKanto2018優秀発表者賞

環境学部長賞
室田昌子研究室
（日本橋学生工房）

－ 和田　高志 室田　昌子 日本橋における15年間にわたる地域密着型まちづくり活動

メディア情報学部長賞 富岡　雄大 情報システム学科4年 － 梅原　英一 2018年経営情報学会秋季全国研究発表大会 ポスターセッション優秀賞

都市生活学部長賞
あくび
（東京都市大学都市生活学部）

－ 熊倉　瑞歩 北見　幸一 「キャリアインカレ2018」決勝進出（課題部門優勝）

学科研究会連合本部 － 松浦　響 鈴木　憲吏 「夢を探そう！ワクワク科学体験教室」開催による本学の知名度向上及び地域社会への貢献

バドミントン部 － 島﨑　祥登 佐藤　大祐
平成30年度 関東大学バドミントン春季リーグ戦 男子4部第1位
平成30年度 関東大学バドミントン秋季リーグ戦 男子4部第1位 女子5部第1位 4部昇格

準硬式野球部 － 吉田　龍成 小林　志好 平成30年度 新関東大学準硬式野球春季リーグ戦 2部第1位 1部昇格

大久保　直輝 陸上競技部 － 門多　顕司
第15回 14大学対抗陸上競技大会 男子やり投 第2位
第97回 関東学生陸上競技対校選手権大会 男子2部やり投 出場

古木　健二朗 陸上競技部 － 門多　顕司
第15回 14大学対抗陸上競技大会 男子砲丸投 第1位
第50回 関東理工系学生対校陸上競技大会 男子砲丸投 第1位
第97回 関東学生陸上競技対校選手権大会 男子2部砲丸投 出場

学長賞

大学院
総合理工学研究科長賞

工学部長賞

学生部長賞
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機械材料研究室
チームオッポンマイスターズ

－ 宮崎　碧海 白木　尚人 第4回学生鋳物コンテスト 最優秀賞

田中章研究室
東京都市大学塩尻高等学校
高大接続プログラムチーム

－ 代田　裕起 田中　章 東京都市大学塩尻高等学校高大接続プログラムの開催支援

尾花　竜弥 機械工学専攻修士課程2年 － 槇　徹雄
日本職業・災害医学会論文掲載（筆頭論文）
自動車技術会学生安全技術デザインコンペティション 日本大会 優秀賞

田澤　匠 機械工学専攻修士課程2年 － 丸山　恵史 日本材料学会関東支部学生交流会 材料学会関東支部優秀講演発表賞

金井　雄大 機械システム工学専攻修士課程2年 － 田中　康寛
米国電気電子学会（IEEE)誘電・絶縁材料部門東京支部
優秀論文発表賞（国内学会）

川瀬　圭祐 電気電子工学専攻修士課程2年 － 中川　聡子 IEEE主催 国際会議INTERMAGの採択・英語でのポスター発表及びAEM学会での発表と学会論文誌への投稿

松田　清香 生体医工学専攻修士課程2年 － 森　晃
13th TOIN International Symposium on Biomedical Engineering
「AWARD OF EXCELLENCE TOIN International Symposium on Biomedical
  Engineering 2018 Presents Poster Session Award PRIZE OF SILVER」

高徳　亮太 都市工学専攻修士課程2年 － 伊藤　和也 第15回地盤工学会関東支部発表会 GeoKanto2018優秀発表者賞
花上　遼太 都市工学専攻修士課程2年 － 末政　直晃 第15回地盤工学会関東支部発表会 GeoKanto2018優秀発表者賞

京兼　周司 エネルギー化学専攻修士課程2年 － 塩月　雅士
第65回湘北地区懇話会
第13回相模ケイ素・材料フォーラム 優秀ポスター賞

粕谷　和樹 電気・化学専攻修士課程1年 － 岩村　武
第65回湘北地区懇話会
第13回相模ケイ素・材料フォーラム 優秀ポスター賞

菅原　沙希 電気・化学専攻修士課程1年 － 岩村　武
第65回湘北地区懇話会
第13回相模ケイ素・材料フォーラム 優秀ポスター賞

井口　久美子 機械専攻修士課程1年 － 田中　康寛
第49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
Japan-Korea Young Researcher Exchange Program Award（KIEE)

佐々木　慶太 機械専攻修士課程1年 － 亀山　雄高 日本機械学会 関東学生会第57回学生員卒業研究発表講演会 Best Presentation Award（学生優秀発表賞） 

鈴木　悠斗 機械専攻修士課程1年 － 槇　徹雄
2017年度自動車技術会関東支部学術研究講演会
ベスト・ペーパー賞

田島　吉隆 機械専攻修士課程1年 － 槇　徹雄
2017年度自動車技術会関東支部学術研究講演会
ベスト・プレゼンテーション賞

田中　香帆 機械専攻修士課程1年 － 白木　尚人
日本鋳造工学会 第171回全国講演大会 学生優秀講演賞
第4回学生鋳物コンテスト 最優秀賞

藤田　雅紀 機械専攻修士課程1年 － 今福　宗行 日本鉄鋼協会 第176回秋季講演大会学生ポスターセッション努力賞
松尾　卓 機械専攻修士課程1年 － 今福　宗行 日本鉄鋼協会 第176回秋季講演大会学生ポスターセッション努力賞
石渡　真文 電気・化学専攻修士課程1年 － 中川　聡子 電気学会東京支部主催 第9回学生研究発表会 優秀発表賞
江頭　駿哉 電気・化学専攻修士課程1年 － 中川　聡子 第27回MAGDAコンファレンス 優秀ポスター講演論文賞
桝添　優希 電気・化学専攻修士課程1年 － 江場　宏美 日本鉄鋼協会 第175回春季講演大会学生ポスターセッション努力賞
筒井　魁汰 建築・都市専攻修士課程1年 － 福島　加津也 日本建築学会学生サマーセミナー2018 最優秀賞
増田　啓太 建築・都市専攻修士課程1年 － 丸山　收 平成30年度土木学会全国大会 第73回年次学術講演会優秀講演者賞
川村　昂史 環境情報学専攻修士課程1年 － 田中　章 国際及び国内学会における研究発表
太田　恭吾 情報通信工学科4年 － 佐和橋　衛 国際会議 21st Internationai Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC2018）での論文採録及び発表

木村　友香 都市生活学科4年 － 髙栁　英明 空閑地・低未利用地の利活用にかかる実証実験

吹奏楽団 － 一瀬　謹 岩尾　徹
「尾山台フェスティバル」等地域イベント参加による本学の知名度向上及び地域社会への貢献、
「学食deクリスマスミニコンサート」開催による本学の課外活動活性化への貢献

鉄道研究部 － 大林　省悟 浜村　尚樹 「たまプラーザトレインパーク2018」等開催による本学の知名度向上及び地域社会への貢献
アカペラサークルGroove － 村上　聡志 杉本　裕代 「玉川小学校ファミリーデー」等地域イベント参加による本学の知名度向上及び地域社会への貢献
アメリカンフットボール部 － 木下　友貴 白木　尚人 2017年度 関東学生アメリカンフットボールリーグ 3部 フェアプレー賞
サッカー部 － 本岡　俊祐 ｴﾘｯｸ・ﾏﾃﾞｨｰﾝ 平成30年度 東京都大学サッカーリーグ 4部第1位 3部昇格
バスケットボール部 － 髙橋　義基 栗原　哲彦 第58回 関東大学バスケットボール新人戦 予選ブロック 第1位
ソフトテニス部 － 藤沼　翔太 田村　慶信 平成30年度 関東学生ソフトテニス秋季リーグ 女子10部第1位 9部昇格
陸上競技部 － 飯島　宏太 門多　顕司 第50回 関東理工系学生対校陸上競技大会 男子4×100mリレー 第3位
将棋サークル一歩 － 松坂　燿一郎 梅原　英一 平成30年度 関東大学将棋連盟 春季団体戦 C2級準優勝 C1級昇格
宇都宮　優喬 バスケットボール部 － 栗原　哲彦 2018年度 関東理工系大学バスケットボール夏季リーグ大会 1部 アシストランキング 第1位
諏訪　正頼 卓球部 － 飯島　正徳 関東学生卓球リーグ戦 4部～5部 特別賞
飯島　宏太 陸上競技部 － 門多　顕司 第50回 関東理工系学生対校陸上競技大会 男子200m 第3位 男子400m 第1位
木村　快 硬式野球部 － 内山　孝文 平成30年度 東都大学野球秋季リーグ戦 4部 最優秀投手 最優秀防御率

西村　聡悟 準硬式野球部 － 小林　志好
平成30年度 新関東大学準硬式野球春季リーグ戦 2部 最優秀投手
平成30年度 新関東大学準硬式野球秋季リーグ戦 1部 首位打者

内山　瑛斗 準硬式野球部 － 小林　志好 平成30年度 新関東大学準硬式野球春季リーグ戦 2部 最優秀選手

鹿内　颯太 準硬式野球部 － 小林　志好 平成30年度 新関東大学準硬式野球春季リーグ戦 2部 首位打者

課外活動奨励賞

学術活動奨励賞
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