
第８回中央学生委員会（H30.2.2決定）
（H30.2.28　個人6名追加）

（H30.3.2　3団体追加）
（H30.3.20　個人4名追加）
（H30.4.13　個人2名追加）

合　　　　計 ６４名 １５団体

表彰該当事項１－４ ０名 ０団体

表彰該当事項１－５ 　３名 １団体

平成 ２９ 年度 学生表彰者一覧

表彰該当事項１－２ １２名 ３団体

表彰該当事項１－３ ２名 ６団体

表彰事項別 個人 団体

表彰該当事項１－１ ４７名 ５団体



No 氏　名　等 学　部・研究科 表彰に該当する行為

1 北島　勇人

教育学部
学校教育教員養成課程
学校教育コース音楽選修
３年次

「県民コンサートⅠサクソフォン」において奨励賞を受賞

2 渡辺　允樹
工学部
情報工学科
４年次

「国際会議論文１編（The 2018 Internatonal Conference on Artificial Life and Robotics）」において、
論文採録が決定

3 鈴木　祐太

工学部
電気電子工学科
電気システムコース
４年次

「平成２９年度電気学会東京支部茨城支所研究発表会ポスターセッションの部」において、優秀発表賞を受賞

4 木村　拓也
工学部
機械工学科
４年次

「一般社団法人日本機械学会関東支部茨城ブロック　２０１７年茨城講演会」において、優秀講演発表賞を受賞

5 金田　大

工学部
電気電子工学科
電子システムコース
４年次

「平成２９年度電気学会東京支部茨城支所研究発表会ポスターセッションの部」において、優秀発表賞を受賞

6 鈴木　明日香 
工学部
都市システム工学科
４年次

「平成２９年度第１４回地盤工学会関東支部発表会」において、優秀発表者賞を受賞

7 佐藤　颯人

工学部
電気電子工学科
電気システムコース
４年次

「平成２９年度電気学会東京支部茨城支所研究発表会ポスターセッションの部」において、優秀発表賞を受賞

8 吉野　功司

工学部
電気電子工学科
電気システムコース
４年次

「一般社団法人電気学会　東京支部主催　第８回学生研究発表会」において、優秀発表賞を受賞

平成２９年度　学生表彰

　茨城大学学則第４９条第１項及び第２項の規定に基づき、学術、技芸その他において特に卓越した業
績をあげた下記学生及び団体を表彰します。

表彰該当事項１－１（学術又は教育の分野で顕著な成果を挙げたと認められる者）



No 氏　名　等 学　部・研究科 表彰に該当する行為

平成２９年度　学生表彰
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9 長島　明輝

理工学研究科博士前期課程
量子線科学専攻（前期課程）
環境放射線コース
２年次

日本放射線影響学会及び日本癌治療学会の公式国際ジャーナルである「Journal of Radiation Research誌」
において、論文掲載が決定

10 髙山　侑里

理工学研究科博士前期課程
量子線科学専攻（前期課程）
環境放射線コース
１年次

「日本放射線影響学会第60回大会」において、優秀演題発表賞を受賞

11 小久保　春奈

理工学研究科博士前期課程
情報工学専攻
情報工学コース
２年次

「Journal of Robotics, Networking and Artificial Llife」において、論文掲載

12 小松崎　一気
理工学研究科博士前期課程
知能システム工学専攻
１年次

「一般社団法人日本機械学会関東支部茨城ブロック　２０１７年茨城講演会」において、優秀講演発表賞を受賞

13 Babak Alinejad
理工学研究科博士後期課程
量子線科学専攻（博士）
２年次

「The 15th International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM2017)において、Award
for Encouragement of Reserchを受賞

14 小野瀨　航平 
理工学研究科博士前期課程
機械工学専攻
２年次

「一般社団法人軽金属学会第１３３回秋期大会」において、優秀ポスター発表賞を受賞

15 大澤　圭佑 

理工学研究科博士前期課程
情報工学専攻
情報工学コース
２年次

「一般社団法人電子情報通信学会　ワイドバンドシステム研究会とヘルスケア医療情報通信技術研究会の合同研
究会」において、奨励賞を受賞

16 垣内　進也 
理工学研究科博士前期課程
電気電子工学専攻
１年次

「平成２９年度電気学会東京支部茨城支所研究発表会ポスターセッションの部」において、優秀発表賞を受賞
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17 福本　純也 
理工学研究科博士前期課程
電気電子工学専攻
１年次

「平成２９年度電気学会東京支部茨城支所研究発表会ポスターセッションの部」において、優秀発表賞を受賞

18 中島　翔太 
理工学研究科博士前期課程
電気電子工学専攻
１年次

「平成２９年度電気学会東京支部茨城支所研究発表会ポスターセッションの部」において、優秀発表賞を受賞

19 秋篠　亮太
理工学研究科博士前期課程
機械工学専攻
１年次

「一般社団法人軽金属学会第１３３回秋期大会のポスターセッション」において、優秀ポスター発表賞を受賞

20 本城　明 

理工学研究科博士前期課程
量子線科学専攻（前期課程）
化学・生命コース
１年次

「第３３回日本セラミックス協会関東支部研究発表会」において、優秀賞を受賞

21 猪瀬　智也 

理工学研究科博士前期課程
量子線科学専攻（前期課程）
化学・生命コース
２年次

「11th International Symposium on Nanomedicine(ISNM2017)」にておいて、The Best Poster
Awardを受賞

22 一柳　洋輔 
理工学研究科博士後期課程
複雑系システム科学専攻
１年次

「日本鉄道サイバネティクス協議会」において、平成29年度協議会学生優秀論文の優秀賞を受賞

23 宮沢　秀友 
理工学研究科博士前期課程
機械工学専攻
２年次

「日本機械学会機械力学・計測制御部門の学術講演会D&D２０１７（Dynamics and Design Conference
2017）」において、若手優秀講演フェロー賞を受賞

24 水野　浩平 
理工学研究科博士前期課程
機械工学専攻
1年次

「日本機械学会関東支部茨城ブロック２０１７年茨城講演会」において、優秀講演発表賞を受賞
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25 野地　崇寛
理工学研究科博士前期課程
機械工学専攻
１年次

「ターボ機械協会第７７回総会講演会」において、若手優秀講演賞を受賞

26 清水　和樹
理工学研究科博士前期課程
機械工学専攻
１年次

「２０１７年度砥粒加工学会学術講演会」において、優秀講演賞を受賞

27 渡邊　大樹 

理工学研究科博士前期課程
都市システム工学専攻
サステイナビリティ学コース
２年次

「第５２回地盤工学研究発表会」において、優秀論文発表者賞を受賞

28 太田　信之介 

理工学研究科博士前期課程
都市システム工学専攻
サステイナビリティ学コース
１年次

「第４４回土木学会関東支部技術研究発表会」において、優秀発表者賞を受賞
「第５２回地盤工学研究発表会」において、優秀論文発表者賞を受賞

29 相馬　嵐史 

理工学研究科博士前期課程
都市システム工学専攻
サステイナビリティ学コース
２年次

「第５２回地盤工学研究発表会」において、優秀論文発表者賞を受賞

30 川瀬　俊明 

理工学研究科博士前期課程
都市システム工学専攻
都市システム工学コース
２年次

「The 12th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies」におい
て、Outstanding Presentation Awardを受賞

31 篠原　俊樹 
理工学研究科博士前期課程
電気電子工学専攻
２年次

「平成２９年度電気学会東京支部茨城支所研究発表会オーラルセッションの部」において、優秀発表賞を受賞

32 佐藤　祐介
理工学研究科博士前期課程
電気電子工学専攻
１年次

「平成２９年電気学会産業応用部門大会におけるヤングエンジニア　ポスターコンペティション」において、
YPC優秀発表賞を受賞
「平成２９年度電気学会東京支部茨城支所研究発表会オーラルセッションの部」において、優秀発表賞を受賞
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33 戸嶋　康晴

理工学研究科博士前期課程
量子線科学専攻（前期課程）
化学・生命コース
１年次

「日本セラミックス協会第３０回秋季シンポジウム」において優秀発表賞を受賞
「第２８回日本化学会関東支部茨城地区研究交流会」において奨励賞を受賞

34 伊與部　美咲

理工学研究科博士前期課程
情報工学専攻
情報工学コース
２年次

「【ものづくりの祭典】開発コンテストMashup Awards 2017」において、LINE賞を受賞

35 藤野　将太
理工学研究科博士前期課程
電気電子工学専攻
１年次

「平成２９年度電気学会東京支部茨城支所研究発表会オーラルセッションの部」において、優秀発表賞を受賞

36 木納　勇佑

農学研究科
地域環境科学専攻
M緑環境システム科学
２年次

「農業農村工学会大会」において、農業農村工学会農村計画研究部会奨励賞を受賞

37 根本　雄輝

理工学研究科博士前期課程
情報工学専攻
情報工学コース
２年次

「情報セキュリティ研究会（ISEC）」において、情報セキュリティ研究奨励賞を受賞

38 鈴木　智也

理工学研究科博士前期課程
メディア通信工学専攻
メディア通信工学コース
２年次

「電子情報通信学会短距離無線通信研究会」において、短距離無線通信研究会優秀学生賞を受賞

39 新井　龍太郎

理工学研究科博士前期課程
理学専攻
数学・情報数理コース
２年次

世界トップクラスのジャーナル「Revista Matematica Complutense」において、論文掲載

40 中村　文美

理工学研究科博士前期課程
理学専攻
数学・情報数理コース
２年次

非線形力学・カオスのトップジャーナル「Chaos」において、論文掲載
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41 本田　文弥

理工学研究科博士前期課程
量子線科学専攻（前期課程）
環境放射線コース
２年次

「日本放射線影響学会第６０回大会」において、日本放射線影響学会優秀演題発表賞を受賞

42 杉　菜々美

理工学研究科博士前期課程
量子線科学専攻（前期課程）
環境放射線コース
１年次

「日本放射線影響学会第６０回大会」において、日本放射線影響学会優秀演題発表賞を受賞

43 古川　純汰

工学部
電気電子工学科
電子システムコース
４年次

「一般社団法人　電子情報通信学会の東京支部学生会研究発表会」において、東京支部学生奨励賞を受賞

44 信太　宗也
理工学研究科博士後期課程
複雑系システム科学専攻
１年次

「第46回人工心臓と補助循環懇話会学術集会」において、若手研究者最優秀発表賞を受賞

45 佐藤　遼太
理工学研究科博士前期課程
機械工学専攻
２年次

「一般社団法人ライフサポート学会」において、ライフサポート学会奨励賞を受賞

46 益子　雄行
理工学研究科博士前期課程
機械工学専攻
１年次

「千葉県加工技術研究会」において、優秀講演賞を受賞
「一般社団法人日本機械学会」において、日本機械学会関東支部学生奨励賞を受賞

47 富澤　太

理工学研究科博士前期課程
情報工学専攻
情報工学コース
２年次

「一般社団法人ライフサポート学会」において、奨励賞を受賞（H30.3.9）

48 「第４回キッズデザインアイデアコンテスト」において優秀賞を受賞齋藤芳徳ゼミチームA
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49 「第４回キッズデザインアイデアコンテスト」において特別賞を受賞

50 「第１４回インテリアデザインコンペ２０１７」において入選

51 「いばらきデザインセレクション２０１７のデザインセレクション部門」において、知事選定（最高賞）を受賞

52 「一般社団法人日本計算工学会第２２回計算工学講演会」において、グラフィックスアワード最優秀賞を受賞

齋藤芳徳ゼミチーム

アートビーチくじはま

車谷麻緖 研究室

齋藤芳徳ゼミチームB



No 氏　名　等 学　部・研究科 表彰に該当する行為

1 池田　風香

教育学部
学校教育教員養成課程
教科教育コース保健体育選修
１年次

「第３２回国公立２６大学対校陸上競技大会」　女子棒高跳　第３位

2 島田　夏純

教育学部
人間環境教育課程
スポーツコース
２年次

「第３２回国公立２６大学対校陸上競技大会」　女子やり投げ　第３位
「第６６回関東甲信越大学体育大会」　女子やり投げ　優勝
「第１３回トワイライト・ゲームス」　女子やり投げ　出場

3 神山　結衣

教育学部
学校教育教員養成課程
学校教育コース保健体育選修
３年次

「天皇賜盃第８６回日本学生陸上競技対校選手権大会」　女子円盤投げ　出場
「第３２回国公立２６大学対校陸上競技大会」　女子円盤投げ　優勝
「第３２回国公立２６大学対校陸上競技大会」　女子砲丸投げ　優勝
「第３２回国公立２６大学対校陸上競技大会」　女子ハンマー投げ　第３位
「日本学生陸上競技個人選手権大会」　女子円盤投げ　出場

4 木内　智也
工学部
機械工学科
３年次

「第３２回国公立２６大学対校陸上競技大会」　男子棒高跳　第３位

5 本吉　広武

教育学部
学校教育教員養成課程
学校教育コース国語選修
３年次

「第３２回国公立２６大学対校陸上競技大会」　男子400mH　第４位

6 後藤　晴菜

教育学部
学校教育教員養成課程
学校教育コース保健体育選修
４年次

「第３２回国公立２６大学対校陸上競技大会」　女子走幅跳　第４位
「第１３回トワイライト・ゲームス」　女子走幅跳　出場

7 廣瀬　未来

教育学部
人間環境教育課程
健康コース
４年次

「第３２回国公立２６大学対校陸上競技大会」　女子5000m　優勝
「第３２回国公立２６大学対校陸上競技大会」　女子1500m　第２位
「第６６回関東甲信越大学体育大会」　女子5000m　優勝

8 富岡　泰資

教育学部
人間環境教育課程
スポーツコース
４年次

「第３２回国公立２６大学対校陸上競技大会」　男子ハンマー投げ　第３位

表彰該当事項１－２（課外活動において、文化・芸術の分野で文化の向上発展に顕著な功績を挙げたと
認められる者、又は体育の分野で優秀な成績を挙げたと認められる者）



No 氏　名　等 学　部・研究科 表彰に該当する行為

表彰該当事項１－２（課外活動において、文化・芸術の分野で文化の向上発展に顕著な功績を挙げたと
認められる者、又は体育の分野で優秀な成績を挙げたと認められる者）

9 小野　隼太

理学部
理学科
物理学コース
４年次

「第３２回国公立２６大学対校陸上競技大会」　男子3000msc　第３位
「第３２回国公立２６大学対校陸上競技大会」　男子5000m　第４位
「日本学生陸上競技個人選手権大会」　男子3000msc　出場

10 中浦　凌馬
工学部
情報工学科
４年次

「天皇賜盃第８６回日本学生陸上競技対校選手権大会」　男子やり投げ　出場
「第９６回関東学生陸上競技対校選手権大会」　男子やり投げ　優勝
「第３２回国公立２６大学対校陸上競技大会」　男子やり投げ　第２位
「第６６回関東甲信越大学体育大会」　男子やり投げ　優勝
「第１３回トワイライト・ゲームス」　男子やり投げ　出場

11 荒井　啓輔

教育学研究科
教科教育専攻
保健体育専修
２年次

「第９６回関東学生陸上競技対校選手権大会」　男子やり投げ　第４位

12 勝山　佳恵

教育学部
学校教育教員養成課程
学校教育コース教育基礎選修
３年次

「第４３回全日本オリエンテーリング大会」ロング W21E（女子選手権クラス）第２位
「２０１７年世界オリエンテーリング選手権大会」W21E（女子選手権クラス）スプリント競技部門　個人・
リレー出場
「第６回全日本ミドルオリエンテーリング大会」W21E（女子選手権クラス）第６位
「２０１７年度日本学生オリエンテーリング選手権大会」W21E（女子選手権クラス）スプリント第３位　ロ
ング優勝
「全日本スプリントオリエンテーリング大会」W21E（女子選手権クラス）予選第２位　決勝第２位
「第２６回全日本リレーオリエンテーリング大会」WE（女子選手権クラス）第３位（茨城県選手団として出
場）
「京葉オリエンテーリングクラブ創立４０周年記念大会」JOA公認大会　カテゴリB　W21E（女子選手権ク
ラス）優勝

13
「第84回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会１次ラウンド（茨城県総合バスケットボール選手権大会決
勝戦）」に出場

14 「第３２回国公立２６大学対校陸上競技大会」　女子総合　第３位

バスケットボール部

陸上競技部



No 氏　名　等 学　部・研究科 表彰に該当する行為

表彰該当事項１－２（課外活動において、文化・芸術の分野で文化の向上発展に顕著な功績を挙げたと
認められる者、又は体育の分野で優秀な成績を挙げたと認められる者）

15

茨城県代表として茨城大学から５名選抜された
「第２６回全日本リレーオリエンテーリング大会」団体総合成績　６位

WE（女子選手権クラス）第３位（勝山　佳恵）
MJ（男子ジュニア選手権クラス）第６位（菅沼　友仁・豊田　健登）
MJ（男子ジュニア選手権クラス）第１２位（森田　翔央・野沢　星雅）

オリエンテーリング部



No 氏　名　等 学　部・研究科 表彰に該当する行為

1 正田　真悟

人文学部
社会科学科
法学・行政学コース
３年次

茨城県主催の「茨城県学生ビジネスプランコンテスト２０１７」において、最優秀賞/茨城大学長賞を受賞

2 増子　直也

理工学研究科博士前期課程
都市システム工学専攻
サステイナビリティ学コース
１年次

平成２９年度茨城大学COC地域課題解決型特定研究プロジェクト事業実施に対する高橋靖水戸市長からのお礼
状の授与

3
航空技術研究会は、ドローンを活用した空撮を行い、市などの観光PRや防災関係などで貢献するなどの取組み
を行なってきた。これらの取組みが茨城県石岡市で評価され、「災害時におけるドローンによる情報収集等に
関する協定」の締結といった功績を残した。

4 「大学生観光まちづくりコンテスト2017」において、JTBクリエイティブ賞を受賞

5
人文社会科学部労働経済論ゼミを主体とした無料学修支援プロジェクト「学びと交流の秘密基地」の活動によ
り、各自治体で生活困窮世帯の子どもへの学習支援は、子どもの貧困対策基本法成立を背景に重要な課題とし
て捉えられるようになった。このことから、県内の様々な団体から評価されている。

6 「平成２９年度学生地域参画プロジェクト」において、優秀プロジェクトに選出された

7 「平成２９年度学生地域参画プロジェクト」において、優秀プロジェクトに選出された

8 「平成２９年度学生地域参画プロジェクト」において、優秀プロジェクトに選出された

まなびの輪　～大洗における多文化共生～

岡倉天心・五浦発信プロジェクト

表彰該当事項１－３（ボランティア活動等により、地域社会に多大な貢献をしたと認められる者）

航空技術研究会

地方政治論ゼミナール

学びと交流の秘密基地

日本一つながる学食プロジェクト



No 氏　名　等 学　部・研究科 表彰に該当する行為

1 山本　麻友子

教育学部
学校教育教員養成課程
学校教育コース保健体育選修
２年次

還付金詐欺の被害を未然に防止したことから、水戸警察署より感謝状を授与

2 岡部　倫子

教育学部
学校教育教員養成課程
学校教育コース音楽選修
４年次

還付金詐欺の被害を未然に防止したことから、水戸警察署より感謝状を授与

3 佐藤　航

教育学部
学校教育教員養成課程
学校教育コース社会選修
４年次

還付金詐欺の被害を未然に防止したことから、水戸警察署より感謝状を授与

4
「Student Freepaper Forum 2017－学生フリーペーパーの祭典」において、C-mail217号が朝日新聞社
からアワード賞を受賞した。

C-mail学生編集部

表彰該当事項１－5（その他、他の模範とするに足る行為があったと認められる者）


