
 2019年度学生表彰受賞一覧

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

田中　桃子 経営システム工学科2年 － 森　博彦 AFC(アジアサッカー連盟)U-19 女子選手権タイ 2019 優勝

伊東　菜夏 児童学科2年 － 小林　由利子
2019 ICU World Cheerleading Championships 優勝
THE CHEERLEADING AND DANCE WORLDS CHAMPIONSHIP 優勝

バスケットボール部 － 髙橋　義基 栗原　哲彦 2019年度関東大学理工系バスケットボール夏季リーグ大会 1部 第1位

平久井　愛由 自然科学科4年 － 橋本　義武
第10回WBTFインターナショナルカップ アーティスティックペア アダルト 第3位
2019年IBTFグランプリ大会 ソロトワール 女子アダルト 第4位

井口　久美子 機械専攻修士課程2年 － 田中　康寛 2018 IEEE DEIS Japan Chapter Student Best Paper Presentation Award

佐々木　龍之介 電気・化学専攻修士課程2年 － 桐生　昭吾 The 19th International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics Excellent  Poster Presentation

任　振威 電気・化学専攻修士課程2年 － 岩尾　徹 平成30年電気学会 優秀論文発表賞

遠西　裕也 建築・都市専攻修士課程2年 － 福島　加津也 第6回POLUS学生・建築デザインコンペティション 最優秀賞

曽根　寛喜 情報専攻修士課程2年 － 田村　慶信
第18回情報科学技術フォーラムFIT奨励賞
プロジェクトマネジメント学会学生研究発表賞優秀賞
プロジェクトマネジメント学会学生研究発表賞奨励賞

山田　秀一郎 情報専攻修士課程2年 － 傘　昊
IEEJ EISS2019 Outstanding Student Presentation Award
ISPACS 2019 Best Paper Award Honorable Mention

鳥居　武史 電気・化学専攻修士課程1年 － 中川　聡子
日本AEM学会技術賞
国際会議LDIAオーラル発表

池田　勇輝 建築・都市専攻修士課程1年 － 手塚　貴晴 第6回POLUS学生・建築デザインコンペティション 最優秀賞

青野　佳奈 情報専攻修士課程1年 － 佐和橋　衛 IEEE VTS Tokyo Chapter 2019 Young Researcher's Encouragement Award

太田　恭吾 情報専攻修士課程1年 － 佐和橋　衛 IEEE VTS Tokyo Chapter 2019 Young Researcher's Encouragement Award

今川　光 環境情報学専攻博士後期課程4年 － ﾘｼﾞｬﾙ ﾎﾑ･ﾊﾞﾊﾄﾞｩﾙ Sustainable Built Environment Conference 2019 Tokyo Best Oral Presentation Award

倉原　瑤子 環境情報学専攻修士課程2年 － 伊坪　徳宏 第14回日本LCA学会研究発表会 学生優秀ポスター発表賞

吉水  裕樹 都市生活学専攻修士課程1年 － 明石　達生 人間・環境学会（MERA）第26回大会 人間・環境学会大会発表賞

渋谷　彩乃 建築学科4年 － 小林　茂雄 2019年度第41回照明学会東京支部大会 優秀研究発表者賞

横澤　稜 建築学科4年 － 小林　茂雄 2019年度第41回照明学会東京支部大会 優秀研究発表者賞

岩井　勝哉 都市工学科4年 － 末政　直晃 令和元年度土木学会全国大会第74回年次学術講演会優秀講演者

田代　怜 都市工学科4年 － 伊藤　和也 令和元年度土木学会全国大会第74回年次学術講演会優秀講演者

環境学部長賞 廣木　亮哉 環境創生学科3年 － ﾘｼﾞｬﾙ ﾎﾑ･ﾊﾞﾊﾄﾞｩﾙ
2019年度日本建築学会大会 論文発表
令和元年度空気調和・衛生工学会大会 論文発表

都市生活学部長賞 ぴよぴよぴえん － 板倉　夏帆 北見　幸一 「キャリアインカレ２０１９」決勝進出（課題部門優勝）

ラグビー部 － 折出　康輔 椿原　徹也
2019年度関東理工系リーグ 1部 第2位
第70回全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会 プレーオフトーナメント 第2位

堤　哲彦 体育会付特別団体ボウリング － 岩嶋　孝夫
第57回 関東学生ボウリング選手権大会 男子オールエベンツ 第2位
第58回 関東学生秋季個人メジャーリーグ戦 第6位
令和元年度 関東学生個人ボウリング選手権大会 2年の部 第3位

古木　健二朗 陸上競技部 － 門多　顕司
第19回 八大学対校陸上競技大会 男子砲丸投 第1位
第16回 14大学対校陸上競技大会 男子砲丸投 第1位
第98回 関東学生陸上競技対校選手権大会 男子砲丸投 第16位

長尾　優希 陸上競技部 － 門多　顕司
第19回 八大学対校陸上競技大会 男子200ｍ 第1位
第16回 14大学対校陸上競技大会 男子200ｍ 第1位

五島育英基金 顕彰

大学院
環境情報学研究科長賞

工学部長賞

学生部長賞

学長賞

大学院
総合理工学研究科長賞
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田中章研究室 海外空港オフセット
事例調査（オーストラリア）班

－ 陳　純 田中　章
The 13th Asia Impact Assessment Conference in Hainan,China 英語での口頭・論文での研究発表
環境アセスメント学会 2019年度 第18回大会 口頭・論文での研究発表

関博紀研究室 永利チーム － 永利　里沙子 関　博紀 第16回神奈川産学チャレンジプログラム 優秀賞

真栄田　義史 電気・化学専攻博士後期課程4年 － 岩尾　徹
平成30年電気学会静止器研究会 優秀奨励賞
電気学会論文掲載

太田　優介 機械専攻修士課程2年 － 白鳥　英 第31回日本マイクログラビティ応用学会学術講演会毛利ポスターセッション 奨励賞

鬼本　大輝 機械専攻修士課程2年 － 槇　徹雄 自動車技術会 2019年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

菅原　暁 機械専攻修士課程2年 － 白木　尚人 公益社団法人日本鋳造工学会第173回全国公演大会 学生優秀講演賞

田中　香帆 機械専攻修士課程2年 － 白木　尚人
公益社団法人日本鋳造工学会第173回全国公演大会 学生優秀講演賞
「鋳造工学」第91巻（2019年）第5号論文掲載

藤田　雅紀 機械専攻修士課程2年 － 今福　宗行
日本鉄鋼協会 第178回秋季講演大会学生ポスターセッション 優秀賞
日本鉄鋼協会 第177回秋季講演大会学生ポスターセッション 努力賞

根本　雄介 電気・化学専攻修士課程2年 － 岩尾　徹
2019年度放電学会若手セミナー  優秀ポスター発表賞
電気学会論文掲載
電気学会誌記事執筆・掲載

中村　亮太 建築・都市専攻修士課程2年 － 末政　直晃 第54回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞

大津　俊貴 情報専攻修士課程2年 － 傘　昊
電気学会 2018年電子・情報・システム部門技術委員会奨励賞
ISPACS 2019 Best Paper Award Honorable Mention

佐々木　美波 情報専攻修士課程2年 － 傘　昊
電気学会 2018年電子・情報・システム部門技術委員会奨励賞
ISPACS 2019 Best Paper Award Honorable Mention

山田　悠希 情報専攻修士課程2年 － 渡部　和雄
情報処理学会第81回全国大会 学生奨励賞
FIT2019第18回情報科学技術フォーラム FIT奨励賞

川村　昂史 環境情報学専攻修士課程2年 － 田中　章
The 13th Asia Impact Assessment Conference in Hainan,China 英語での口頭・論文での研究発表
環境アセスメント学会 2019年度 第18回大会 口頭・論文での研究発表

榎　海星 機械専攻修士課程1年 － 三宅　弘晃 2019年度放電学会若手セミナー ポスター発表奨励賞

佐藤　孔亮 機械専攻修士課程1年 － 田中　康寛 第50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

菅野　遼太郎 機械専攻修士課程1年 － 関口　和真 第62回自動制御連合講演会 優秀発表賞

宮田　湧希 機械専攻修士課程1年 － 櫻井　俊彰
2018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
2019年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

若松　耕平 機械専攻修士課程1年 － 白木　尚人
2019年度公益社団法人日本鋳造工学会全国公演大会 学生優秀講演賞
「鋳造工学」第91巻第12号論文掲載

松本　昂樹 電気・化学専攻修士課程1年 － 岩尾　徹 2019年度放電学会年次大会 優秀論文発表賞

村田　大輔 電気・化学専攻修士課程1年 － 塩月　雅士 第3回高分子学会関東支部神奈川地区講演会 優秀ポスター賞

米山　美鈴 電気・化学専攻修士課程1年 － 森　晃 AWARD OF EXCELLENCE TOIN International Symposium on Biomedical Engineering 2019 Presents Poster Session Award PRIZE OF SILVER

光井　研人 共同原子力専攻修士課程1年 － 河原林　順 第80回応用物理学会秋季学術講演会 放射線分科会学生ポスター賞

林　努 情報専攻修士課程1年 － 岡田　公治
プロジェクトマネジメント学会 学生研究発表賞最優秀賞
国際P2M学会 発表奨励賞

日出間　健 情報専攻修士課程1年 － 岡田　公治 経営情報学会 2019年度学生優秀発表賞

射和  沙季 都市生活学専攻修士課程1年 － 中島　伸 世田谷ポートランド都市文化交流協会主催「はばたけ！世田谷グローカル人材発掘プロジェクト」ポートランド派遣

内田　純平 経営システム工学科4年 － 穴田　一
第14回UECコンピュータ大貧民大会 プレゼンテーション部門 優秀発表賞
第14回UECコンピュータ大貧民大会 無差別級 敢闘賞

中野　裕貴 都市生活学科4年 － 林　和眞 2019年度第28回地理情報システム学会 学術研究発表大会 若手分科会奨励賞

ISO学生委員会 － 廣木　亮哉 北村　亘 企業等×学生の環境課題解決マッチング会 実現可能賞

鉄道研究部 － 掛上　大睦 浜村　尚樹 各種イベント参加による大学の知名度向上及び地域社会への貢献

空手道部 － 高田　航希 薩川　宣昭 國際松濤館空手道連盟 第39回 全国空手道選手権大会 館長杯団体型の部 第3位

硬式野球部 － 小山　理央 内山　孝文 令和元年度 東都大学野球秋季リーグ戦 4部 優勝

ソフトテニス部 － 杉原　航 田村　慶信 令和元年度 首都学生ソフトテニス秋季リーグ戦 男子3部優勝 2部昇格

児童文化研究会ぽっけ － 下地　彩加 原田　留美 各種イベント参加による大学の知名度向上及び地域社会への貢献

酒巻　将太郎 モーターサイクル部 － 堀越　篤史 2019キャンパスオフロードミーティングSUMMER XC With ダンロップエンデューロ 先輩のXC 優勝

柴田　創平 空手道部 － 薩川　宣昭 國際松濤館空手道連盟 第39回 全国空手道選手権大会 一般男子有級組手の部 優勝 一般男子有級型の部 準優勝

広田　裕哉 硬式野球部 － 内山　孝文 令和元年度 東都大学野球秋季リーグ戦 4部 最高殊勲選手

菊地　鴻太 陸上競技部 － 門多　顕司 第16回 14大学対校陸上競技大会 男子三段跳 第2位

岩間　駿 テニスサークルBOOM － 山根　格 第18回 茨城県テニストーナメント ダブルス大会本戦 第3位

課外活動奨励賞

学術活動奨励賞
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