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vRSA
(Volunteer Remote Student Assistant)

－ 大岩　潤矢 李　洪千 コロナ禍で修学に不安を感じる都市大生を対象としたピアサポート活動の全学的展開

フットサル部 － 吉原　圭祐 横井　利彰 FFCカレッジフットサルリーグ2019 2部第1位 1部昇格

堤　哲彦 体育会付特別団体ボウリング － 椿原　徹也
第53回全日本新人ボウリング選手権大会 成年男子の部 第14位
第37回関東地区ボウリング選手権大会 学生連合Bチーム 第5位

佐藤　孔亮 機械専攻修士課程2年 － 田中　康寛 電気学会令和元年 基礎・材料・共通部門表彰

宮田　湧希 機械専攻修士課程2年 － 櫻井　俊彰 日本交通科学学会 優秀論文賞

青野　佳奈　 情報専攻修士課程2年 － 佐和橋　衛 IEICE ICETC2020 Student Presentation Award

居城　貴良 情報専攻修士課程2年 － 柴田　随道 IEICE ICETC2020 Student Presentation Award

遠藤　和樹 機械専攻修士課程1年 － 三宅　弘晃
ISEIM 2020 Young Presentation Award
2020年放電学会年次学会 優秀ブレイクアウトプレゼン発表賞

岸　晃輔 建築・都市専攻修士課程1年 － 福島　加津也 第29回JIA 東京都学生卒業設計コンクール2020 銀賞

寺島　瑞季 建築・都市専攻修士課程1年 － 福島　加津也 せんだいデザインリーグ2020卒業設計日本一決定戦 11選

井上　大輔 情報専攻修士課程1年 － 佐和橋　衛 IEEE VTS Tokyo/Japan Chapter 2020 Young Researcher’s Encouragement Award

内田　純平 情報専攻修士課程1年 － 渡部　和雄 第19回情報科学技術フォーラム （FIT2020） FIT奨励賞2件

関口　幸治 環境情報学専攻博士後期課程3年 － 岡田　公治 第30回国際P2M学会秋季研究発表大会 発表奨励賞

長谷川　琳太　 環境情報学専攻修士課程1年 － 市野　順子 ヒューマンインタフェース学会主催「ヒューマンインタフェースサイバーコロキウム」優秀発表賞

森下　穂香 電気電子工学科4年 － 岩尾　徹 令和2年電気学会電力・エネルギー部門大会 YOC奨励賞

髙増　志穂 建築学科4年 － 小林　茂雄 第42回照明学会東京支部大会 優秀研究発表者賞

益子　時佳 都市工学科4年 － 伊藤　和也 第17回地盤工学会関東支部発表会Geo-Kanto2020 優秀発表者賞

丸山　晃平 都市工学科4年 － 吉田　郁政 令和2年度土木学会全国大会 第75回年次学術講演会 優秀論文賞

三嶋　瑞季 都市工学科4年 － 秋山　祐樹 CSIS DAYS2020 全国共同利用研究発表大会 優秀共同研究発表賞

田中章研究室
（ランドスケープ・エコシステムズ）

－ 簗場　美波 田中　章
第2回東急グループ環境・社会貢献賞 奨励賞「バラ類の無農薬・無化学肥料栽培」
第27回横浜環境活動賞 実践賞（横浜市なか区民クラブ：バラ教室部会の一員としての「バラ類の無農薬栽培」活動）

廣木　亮哉 環境創生学科4年 － ﾘｼﾞｬﾙ ﾎﾑ･ﾊﾞﾊﾄﾞｩﾙ 令和2年度空気調和・衛生工学会大会 優秀講演奨励賞

学生部長賞 横浜祭実行委員会 － 山口　慧士 関　博紀 令和2年度「美幌町表彰」 善行賞 （北海道網走郡美幌町）

環境学部長賞

学長賞

大学院
総合理工学研究科長賞

大学院
環境情報学研究科長賞

理工学部長賞
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せんこうはなび － 神川　咲良 北見　幸一 キャリアインカレ2020 準決勝進出

任　振威 電気・化学専攻博士後期課程3年 － 岩尾　徹 令和2年電気学会電力・エネルギー部門大会 YOC奨励賞

飯塚　諒 機械専攻修士課程2年 － 佐藤　大祐 日本機械学会シンポジウム スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス2020 部門学生優秀講演表彰

榎　海星 機械専攻修士課程2年 － 三宅　弘晃 ISEIM 2020 Young Presentation Award

武田　岳大 機械専攻修士課程2年 － 三宅　弘晃 2020年度放電学会若手セミナー 優秀発表賞

立沢　隼弥 機械専攻修士課程2年 － 亀山　雄高 2020年度砥粒加工学会 優秀講演賞

橋本　航太 機械専攻修士課程2年 － 田中　康寛 ISEIM 2020 Young Presentation Award

渡辺　順也 機械専攻修士課程2年 － 丸山　恵史 粉体粉末冶金協会 2020年度秋季大会 優秀講演発表賞

渡邉　元樹 電気・化学専攻修士課程2年 － 塩月　雅士 東京都市大学大学院 総合理工学研究科 電気・化学専攻 応用化学領域 年間アクティビティ賞

服部　亮平　 共同原子力専攻修士課程2年 － 佐藤　勇 日本原子力学会 核燃料部会2020年秋の大会 学会講演賞

髙橋　沙季 建築・都市専攻修士課程2年 － 小林　茂雄 令和2年度都市景観大賞 景観まちづくり活動・教育部門 優秀賞 山形県金山町の夜間景観づくり

日野　陽介 建築・都市専攻修士課程2年 － 秋山　祐樹 第29回地理情報システム学会学術研究発表大会 学生フリーテーマ発表会2020 若手分科会奨励賞

松本　淑京 電気・化学専攻修士課程1年 － 黒岩　崇 化学工学会 第51回秋季大会 優秀ポスター賞

佐野　和弥 建築・都市専攻修士課程1年 － 伊藤　和也 令和2年度土木学会全国大会 第75回年次学術講演会 優秀論文賞

古谷　貴史 建築・都市専攻修士課程1年 － 秋山　祐樹 令和2年度土木学会全国大会 第75回年次学術講演会 優秀論文賞

西山　美咲 都市生活学科4年 － 髙栁　英明 舞台美術家としての舞台造作・デザインに係る社会貢献活動

文化団体連合会 － 吉田　雄一 秋山　義典 都市大初のオンライン大型音楽イベント「6団体合同新歓ライブ」開催

新聞会 － 藤田　開 山崎　瑞紀 都市大の課外活動団体・大学行事に係るWEB記事作成と公開による情報発信

ラグビー部 － 田中　翼 椿原　徹也 全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会予選 関東1区 1部 第2位

安藤　伊吹 水泳部 － 江場　宏美 第13回関東学生ウィンターカップ公認記録会 男子100m 自由形 第4位

小山　理央 硬式野球部 － 内山　孝文 令和2年度東都大学野球秋季リーグ戦 4部 最優秀防御率

細田　聖仁 硬式野球部 － 内山　孝文 令和2年度東都大学野球秋季リーグ戦 4部 首位打者

課外活動奨励賞

学術活動奨励賞
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