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五島育英基金 顕彰 田中　桃子 知識工学部　経営システム工学科 － 神野　健哉
サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）として先発出場
国際親善試合 日本女子代表 対 オランダ女子代表

学長賞 放送会 － 井波　辰朗 林　正博 コロナ禍における各種イベントのオンライン開催に係る支援活動の展開

任　振威 電気・化学専攻博士後期課程4年 － 岩尾　徹 令和2年電気学会 開閉保護研究発表賞

根本　雄介 電気・化学専攻博士後期課程4年 － 岩尾　徹 令和2年電気学会 静止器研究会 優秀奨励賞

榎　海星 機械専攻博士後期課程3年 － 三宅　弘晃 令和3年電気学会 基礎・材料・共通部門大会 若手ポスター優秀賞

佐藤　孔亮 機械専攻博士後期課程3年 － 田中　康寛 2020 IEEE DEIS Japan Chapter 国内優秀論文発表賞

和田　聡太 機械専攻修士課程2年　 － 関口　和真 SICE2020 International Young Authors Award

米山　海 共同原子力専攻修士課程2年 － 佐藤　勇 原子力学会 2021年春の年会 バックエンド部会 学生優秀講演賞

岸　晃輔 建築・都市専攻修士課程2年 － 福島　加津也 第9回ヒューリック学生アイデアコンペ 優秀賞

井上　大輔 情報専攻修士課程2年　 － 佐和橋　衛 国際会議 IEEE VTC2021-Spring 及びIEEE VTC2021-Fall での論文発表

長田　悠人 情報専攻修士課程2年　 － 包　躍 ICISPC 2021 Best Presentation Award

小原　敏晴 情報専攻修士課程2年　 － 佐和橋　衛 IEEE VTC Tokyo/Japan Chapter APWCS Young Researcher's Encouragement Award

鄭　博俊 情報専攻修士課程2年　 － 柴田　随道 国際会議 ISPACS 2021 Best Student Paper Award

久米村　秀明 環境情報学専攻博士後期課程5年 － 髙栁　英明 第33回日本インテリア学会大会 学生発表奨励賞

劉　潤椏 環境情報学専攻博士後期課程3年 － 伊坪　徳宏 第16回日本LCA学会研究発表会 学生優秀口頭発表賞

幸田　和也 環境情報学専攻博士前期課程1年 － 丹羽　由佳理 International Conference of Asian-Pacific Planning Societies Best Paper Presentation Award

粒子推進と原子力電池で挑む
追い越せボイジャー計画チーム

－ 櫻井　祐希 高木　直行 第29回衛星設計コンテスト アイデアの部 日本天文学会賞 宇宙科学振興会賞

関根　大海 機械システム工学科4年 － 熊谷　正芳 日本鉄鋼協会 2021年 第182回秋季講演大会 学生ポスターセッション 優秀賞

木村　明聖 建築学科4年 － 小林　茂雄 照明学会第43回東京支部大会 優秀研究発表者賞

福田　果穂 都市工学科4年 － 伊藤　和也 令和3年度土木学会全国大会 第76回年次学術講演会優秀講演者

山中　惇矢 都市工学科4年 － 秋山　祐樹 第30回地理情報システム学会研究発表大会 学生フリーテーマ発表会2021若手分科会 奨励賞

情報工学部長賞 米田　隼 情報通信工学科4年 － 佐和橋　衛 The 24th International Symposium On Wireless Personal Multimedia Communications-WPMC2021-での論文採録及び発表

環境学部長賞 丹羽研究室　避難研究チーム － 鈴木　悠介 丹羽　由佳理 International Conference of Asian-Pacific Planning Societies Best Paper Presentation Award

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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都市生活学部長賞
ユニヴァーサルデザイン研究室
「買い物列車」研究グループ

－ 小山田　祥 西山　敏樹 買い物難民を救う「買い物列車」の企画・運行・評価

横浜祭実行委員会 － 新井　惠也 奥村　倫弘 コロナ禍における各種イベント開催の模範となる都市大初のオンライン横浜祭開催の実現

世田谷祭実行委員会 － 大友　康生 藤間　卓也 都市大初のオンライン世田谷祭開催の実現

等々力祭実行委員会 － 小杉　実鈴 信太　洋行 都市大初のオンライン等々力祭開催の実現

ISO学生委員会 － 田伏　綾菜 木村　眞実 コロナ禍における都市大及び周辺地域との連携による環境啓発に係る社会貢献活動

堤　哲彦 体育会付特別団体ボウリング － 椿原　徹也
第60回関東学生秋季レギュラーリーグ戦 メイクAチーム 優勝
令和3年度 関東学生ボウリング連盟 委員長

丹羽研究室　G-cenチーム － 中川　健 丹羽　由佳理 公益社団法人 統計情報研究開発センター G-censusプレゼンテーションコンテスト 奨励賞

スレスタ　ミサン 環境情報学専攻博士後期課程4年 － リジャル　ホム・バハドゥル トップジャーナル「Building and Environment」（Impact factor=6.456）での論文掲載

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

青木　宏憲 機械専攻修士課程2年 － 田中　康寛 第52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

寺田　佑貴 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178回全国講演大会 学生優秀講演賞

中村　耀 機械専攻修士課程2年　 － 白鳥　英 第33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

緒方　夢人 電気・化学専攻修士課程2年 － 黒岩　崇 化学工学会 第52回秋季大会SY-78材料・界面部会シンポジウム 優秀ポスター賞

佐野　和弥 建築・都市専攻修士課程2年 － 伊藤　和也 第18回地盤工学会関東支部発表会 GeoKanto2021 優秀発表者賞

田代　怜 建築・都市専攻修士課程2年 － 末政　直晃 第56回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞

内田　純平 情報専攻修士課程2年　 － 渡部　和雄 第20回情報科学技術フォーラム FIT奨励賞

勝島　修平 情報専攻修士課程2年　 － 渡部　和雄 審査のある国際会議での発表

鎌田　康平 機械専攻博士前期課程1年 － 今福　宗行 日本鉄鋼協会 2021年 第182回秋季講演大会 学生ポスターセッション 努力賞

布施　航 電気・化学専攻博士前期課程1年 － 岩尾　徹 令和3年電気学会 電力・エネルギー部門大会 YOC奨励賞

井川　直樹 建築・都市専攻博士前期課程1年　 － 福島　加津也 日本建築学会 第16回 学生サマーセミナー2021 優秀賞

益子　時佳 建築・都市専攻博士前期課程1年　 － 伊藤　和也 第56回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞

学生部長賞

学術活動奨励賞
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学生団体連合会本部 － 中條　優樹 飯島　正徳
オンラインツール Zoom・Twitter を用いた課外活動勧誘イベントの企画・運営
オンライン課外活動勧誘ツール TCU-Clubhouse の共同運営

新聞会 － 藤田　開 山﨑　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

水泳部 － 安藤　伊吹 江場　宏美 第94回関東学生選手権水泳競技大会 男子4部 8位

硬式野球部 － 山中　惇矢 内山　孝文
令和3年度 東都大学野球春季リーグ戦 4部 優勝
令和3年度 東都大学野球秋季リーグ戦 4部 2位

ラグビー部 － 秋山　瑞樹 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 2位

学生団体連合会横浜分室 － 齋藤　凪沙 飯島　健太郎
2021年度 環境学部・メディア情報学部フレッシャーズキャンプ 共同運営
第24回東京都市大学YCチャリティーフェス 開催

デジタルコンテンツ研究会 － 川上　修平 関　良明 オンライン課外活動勧誘ツール TCU-Clubhouse の開発及び共同運営

エレクトーンサークル　sky tone － 岩田　史絵 杉町　敏之 各種学内行事におけるライブ演奏

児童文化研究会　ぽっけ － 峯島　彩恵 原田　留美 オンラインツール Zoom を用いた児童向けおはなし会による都市大の知名度向上及び地域社会へ貢献

佐藤　佑哉 水泳部 － 江場　宏美
第94回関東学生選手権水泳競技大会 4×100mメドレーリレー 4部 4位
                                 200m個人メドレー 4部 3位
                                 100m平泳ぎ 4部 4位

熊井　優祐 アメリカンフットボール部 － 白木　尚人 関東学生アメリカンフットボール連盟 2020年度3部リーグ優秀選手賞 スコアリングキッキング部門

課外活動奨励賞
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