
 2022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

空手道部 － 濵崎　隆太 薩川　宣昭
第66回全日本大学空手道選手権大会 女子団体組手 全国ベスト32
第42回全国空手道選手権大会 会長杯 団体組手 準優勝
　　　　　　　　　　　　　 館長杯 団体型   準優勝

田中　桃子 経営システム工学科4年 －  神野　健哉
AFC女子アジアカップインド2022 ベトナム戦 先発出場
国際親善試合 フィンランド戦 途中出場
EAFF E-1サッカー選手権 2022 決勝大会 韓国戦 先発出場

佐藤　孔亮 機械専攻　博士後期課程4年 － 田中　康寛
9th International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis 2022 Best Student Paper Award
令和4年 電気学会 基礎・材料・共通部門大会 若手ポスター優秀賞

佐野　和弥 建築・都市専攻　博士後期課程3年 － 伊藤　和也
第57回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞
地盤工学会 第19回関東支部発表会 GeoKanto2022 優秀発表者

上野　紘豊 機械専攻　博士前期課程2年 － 秋田　貢一 自動車技術会 2022年春季大会 第3回学生ポスターセッション 最優秀賞

佐藤　昂平 機械専攻　博士前期課程2年 － 今福　宗行
日本材料学会 第56回X線材料強度に関するシンポジウム 最優秀発表賞
日本鉄鋼協会 第184回秋季講演大会 学生ポスターセッション 優秀賞

鈴本　光 機械専攻　博士前期課程2年 － 亀山　雄高 The 4th International Conference on Surface and Interface Fabrication Technologies Excellent Research Award

田中　駿也 機械専攻　博士前期課程2年 － 田中　康寛
2022年 放電学会年次大会 優秀ポスター発表賞
2022年度 放電学会若手セミナー 優秀発表賞

井上　修一 情報専攻　博士前期課程2年 － 穴田　一
情報処理学会 第84回全国大会 学生奨励賞
情報処理学会 第84回全国大会 大会優秀賞

小澤　悠生 情報専攻　博士前期課程2年 － 包　躍 The 9th IIAE International Conference on Intelligent Systems and Image Processing 2022 Best Presentation Award

進士　悦行 情報専攻　博士前期課程2年 － 塩本　公平 IEEE ComSoc Student Competition "HONORARY MENTION" CERTIFICATES

遠藤　博人 情報専攻　博士前期課程1年 － 穴田　一
情報処理学会 第138回研究会 ベストプレゼンテーション賞（MPS研究会）
第21回情報科学技術フォーラム FIT奨励賞

栗林　遼太 情報専攻　博士前期課程1年 － 佐和橋　衛
IEEE VTS APWCS 2022 BEST PAPER AWARD
電子情報通信学会 2022年度 無線通信システム研究会 初めての研究会 優秀発表賞

米田　隼 情報専攻　博士前期課程1年 － 佐和橋　衛
IEEE VTS Tokyo/Japan Chapter 2022 Young Researcher's Encouragement Award
ICETC Student Presentation Award

大学院
環境情報学研究科長賞

カドカ　スプリヤ 環境情報学専攻　博士後期課程3年 － リジャル　ホム・バハドゥル Scopus国際誌（Energies: IF 3.252, TJER） 国際会議（CATE 2022, ZEMCH 2022） 国内学会での7編の論文掲載及び発表

高山　大輝 電気電子通信工学科4年 － 岩尾　徹 2022年度 放電学会若手セミナー 優秀発表賞

澤村　多恵 建築学科4年 － 小林　茂雄 照明学会 第44回東京支部大会 優秀研究発表者賞

水田　京佑 都市工学科4年 － 秋山　祐樹 地理情報システム学会 第31回学術研究発表大会 学生フリーテーマ発表会2022 若手分科会 奨励賞

水谷　昂太郎 都市工学科4年 － 秋山　祐樹 土木学会において初の学生主体の小委員会「学生小委員会」の発足

吉成　翔 都市工学科4年 － 秋山　祐樹 地理情報システム学会 第31回学術研究発表大会 大会優秀発表賞

山田　彩未 電気電子通信工学科2年 － 岩尾　徹 2022年度 放電学会若手セミナー 優秀発表賞

坂野　妃菜 情報科学科4年 － 延澤　志保 第21回情報科学技術フォーラム FIT奨励賞

岡本　紗季 知能情報工学科4年 － 神野　健哉 第21回情報科学技術フォーラム FIT奨励賞

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
第10回環境省グッドライフアワード 実行委員会特別賞 サステナブルデザイン賞
第4回東急グループ社会貢献賞

学長賞

大学院
総合理工学研究科長賞

情報工学部長賞

理工学部長賞
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卓球部 － 村上　謙午 西村　太樹
2022年 春季関東学生卓球リーグ戦 男子5部Dブロック 1位
2022年 秋季関東学生卓球リーグ戦 男子5部Cブロック 1位 4部昇格

バドミントン部 － 下里　源太 京相　雅樹 2022年度 関東大学バドミントン春季リーグ戦 男子4部Bブロック 1位 3部昇格

準硬式野球部 － 宇田川　雄大 小林　志好
令和4年度 新関東大学準硬式野球春季リーグ戦トーナメント大会2・3部合同リーグ 1位
令和4年度 新関東大学準硬式野球秋季リーグ戦トーナメント大会2・3部合同リーグ 1位

辨野　巧 競技麻雀愛好会 － 渡邉　力夫 第9回麻雀王国杯学生麻雀甲子園 準優勝

米倉　慧 競技麻雀愛好会 － 渡邉　力夫 第9回麻雀王国杯学生麻雀甲子園 準優勝

マーケティング研究室 鵜浦チーム 都市生活学科 鵜浦　真愛 北見　幸一 第18回神奈川産学チャレンジプログラム 優秀賞

マーケティング研究室 對馬チーム 都市生活学科 對馬　伶 北見　幸一 第18回神奈川産学チャレンジプログラム 優秀賞

デザイン生態学研究室 池田チーム 社会メディア学科 池田　満智夫 関　博紀 第18回神奈川産学チャレンジプログラム 優秀賞

川村　昂史 環境情報学専攻　博士後期課程5年 － 田中　章 The 15th Asia Impact Assessment Online Conference Best Poster

森下　穂香 電気・化学専攻　博士後期課程3年 － 岩尾　徹 2022年 電気学会 電力・エネルギー部門大会 YOC奨励賞

福原　大輝 機械専攻　博士前期課程2年 － 三宅　弘晃 電気学会 第53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

助川　秀明 電気・化学専攻　博士前期課程2年 － 岩尾　徹 2022年 放電学会年次大会 優秀ポスター発表賞

大原　光晴 共同原子力専攻　博士前期課程2年 － 大鳥　靖樹 第2回日本原子力学会 リスク部会賞 奨励賞

齋藤　吏 情報専攻　博士前期課程2年 － 神野　健哉 電子情報通信学会 第84回 学術奨励賞

森　健太 情報専攻　博士前期課程2年 － 傘　昊 2021年 電気学会 電子・情報・システム部門 技術委員会奨励賞

井上　結貴 環境情報学専攻　博士前期課程2年 － 田中　章 The 15th Asia Impact Assessment Online Conference Best Presentation

陳　純 環境情報学専攻　博士前期課程2年 － 田中　章 The 15th Asia Impact Assessment Online Conference Best Presentation

杉山　千紘 機械専攻　博士前期課程1年 － 西部　光一 ターボ機械協会 第87回京都講演会 若手優秀講演賞

富川　駿 機械専攻　博士前期課程1年 － 佐藤　秀明 2022年度 砥粒加工学会 優秀講演賞

宮川　拓也 機械専攻　博士前期課程1年 － 亀山　雄高 2022年度 砥粒加工学会 卒業研究発表会 プレゼンテーション賞

草刈　雄己 電気・化学専攻　博士前期課程1年 － 岩尾　徹 2022年 放電学会年次大会 優秀論文発表賞

河野　聖 電気・化学専攻　博士前期課程1年 － 岩尾　徹 2022年 電気学会 電力・エネルギー部門大会 YOC奨励賞

西郷　謙伸 電気・化学専攻　博士前期課程1年 － 岩尾　徹 2022年 放電学会年次大会 優秀論文発表賞

松本　渉 電気・化学専攻　博士前期課程1年 － 塩月　雅士 高分子学会関東支部 第6回神奈川地区講演会 優秀発表賞

学生部長賞

学術活動奨励賞

2



 2022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

近藤　幸祐 共同原子力専攻　博士前期課程1年 － 佐藤　勇 第7回次世代イニシアティブ廃炉技術カンファレンス 研究奨励賞（放射性廃棄物の処理・処分部門）

松丸　望亜 共同原子力専攻　博士前期課程1年 － 大鳥　靖樹 第4回日本原子力学会 リスク部会賞 奨励賞

武田　直弥 建築・都市専攻　博士前期課程1年 － 秋山　祐樹 地理情報システム学会「GIS のトビラを開けよう～学生と業界のマッチングイベント～」 賛助企業賞優秀賞

田崎　翔 建築・都市専攻　博士前期課程1年 － 伊藤　和也 地盤工学会 第19回関東支部発表会 GeoKanto2022 優秀発表者

中根　良太 建築・都市専攻　博士前期課程1年 － 伊藤　和也 地盤工学会 第19回関東支部発表会 GeoKanto2022 優秀発表者

福田　果穂 建築・都市専攻　博士前期課程1年 － 伊藤　和也 第57回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞

同好会連合本部 － 川原　永習 傘　昊 同好会連合本部主催イベント「スポットライト」の創始

放送会 － 枡川　祐太郎 平野　拓一
第26回東京都市大学横浜祭ならびに第93回東京都市大学世田谷祭にてハイブリッド形式での開催を補助
同好会連合本部主催イベント「スポットライト」にて開催を補助

水泳部 － 安藤　伊吹 江場　宏美 第95回関東学生選手権水泳競技大会 男子4部 5位

鉄道研究部 － 伊東　佑樹 浜村　尚樹 イベント「僕らの夢を乗せた電車は走り続ける」を主催、都市大の知名度向上・地域社会へ貢献

吉井　琢馬 空手道部 － 薩川　宣昭 第42回全国空手道選手権大会 一般男子有級個人組手 優勝

難波　瑞季 空手道部 － 薩川　宣昭 第42回全国空手道選手権大会 一般女子有級個人組手 優勝

笛田　晃聖 柔道部 － 大村　哲矢 第63回全日本理工科学生柔道優勝大会個人戦 男子有段の部軽量部門 優勝

尾﨑　里久 水泳部 － 江場　宏美 第95回関東学生選手権水泳競技大会 男子4部400m個人メドレー 優勝

砂川　平蔵 ラグビー部 － 椿原　徹也 第10回関東大学ラグビーオールスターゲーム2022 理工系リーグ選抜

田辺　航太郎 ラグビー部 － 椿原　徹也 第10回関東大学ラグビーオールスターゲーム2022 理工系リーグ選抜

鎌田　翔馬 ラグビー部 － 椿原　徹也 第10回関東大学ラグビーオールスターゲーム2022 理工系リーグ選抜

磯野　武大 ラグビー部 － 椿原　徹也 第10回関東大学ラグビーオールスターゲーム2022 理工系リーグ選抜

梶原　颯太 卓球部 － 西村　太樹 2022年 春季関東学生卓球リーグ戦 男子5部Dブロック 殊勲賞

田代　悠人 卓球部 － 西村　太樹 2022年 秋季関東学生卓球リーグ戦 男子5部Cブロック 殊勲賞

片岡　優憲 準硬式野球部 － 小林　志好 令和4年度 新関東大学準硬式野球春季リーグ戦トーナメント大会2・3部合同リーグ 最優秀選手

上床　和寿 準硬式野球部 － 小林　志好 令和4年度 新関東大学準硬式野球秋季リーグ戦トーナメント大会2・3部合同リーグ 最優秀選手

大越　玲杏 陸上競技部 － 門多　顕司 第33回関東学生新人陸上競技選手権大会 女子三段跳び 4位

佐々木　勢直 知能情報工学科2年 － 田中　宏和 ボーイスカウト日本連盟 第40回富士スカウト代表表敬

課外活動奨励賞

学術活動奨励賞
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