
（1-2） 学生顕彰

（1-3） 学生生活指導への援助

◯課外活動奨励賞、学術活動奨励賞（２月１8日の学生表彰授賞式にて授与）

団体名・個人名 内　容 金額（円）

課
外
活
動
奨
励
賞

団
　
体

ISO学生委員会 企業等×学生の環境課題解決マッチング会
実現可能賞 30,000 

空手道部 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 30,000 

硬式野球部 令和元年度 東都大学野球秋季リーグ戦 4部 優勝 30,000 

ソフトテニス部 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 30,000 

鉄道研究部 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 30,000 

児童文化研究会ぽっけ 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 30,000 

個
　
人

酒巻　将太郎 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 図書券 5,000モーターサイクル部/

建築学科2年
柴田　創平 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 図書券 5,000空手道部/
建築学科1年
広田　裕哉 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 図書券 5,000硬式野球部/
社会メディア学科1年
菊地　鴻太 第16回 14大学対校陸上競技大会

男子三段跳 第2位 図書券 5,000陸上競技部/
機械工学科1年
岩間　駿 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 図書券 5,000テニスサークルBOOM/
機械システム工学科2年

学
術
活
動
奨
励
賞

団
　
体

関博紀研究室
永利チーム 第16回神奈川産学チャレンジプログラム 優秀賞 30,000 

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

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

30,000 

個
　
人

真栄田　義史 平成30年電気学会静止器研究会 優秀奨励賞 図書券 5,000 (電気・化学専攻博士後期課程4年)

太田　優介 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 図書券 5,000 (機械専攻修士課程2年)

鬼本　大輝 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 図書券 5,000 (機械専攻修士課程2年)

菅原　暁 公益社団法人日本鋳造工学会 第173回全国講演大会 
学生優秀講演賞 図書券 5,000 (機械専攻修士課程2年)

田中　香帆 公益社団法人日本鋳造工学会 第173回全国講演大会 
学生優秀講演賞 図書券 5,000 (機械専攻修士課程2年)

藤田　雅紀 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 図書券 5,000 (機械専攻修士課程2年)

根本　雄介 2019年度放電学会若手セミナー  優秀ポスター発表賞 図書券 5,000 (電気・化学専攻修士課程2年)

中村　亮太 第54回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞 図書券 5,000 (建築・都市専攻修士課程2年)

大津　俊貴 電気学会 2018年電子・情報・システム部門技術委員会奨励賞 図書券 5,000 (情報専攻修士課程2年)

佐々木　美波 電気学会 2018年電子・情報・システム部門技術委員会奨励賞 図書券 5,000 (情報専攻修士課程2年)

山田　悠希 情報処理学会 第81回全国大会 学生奨励賞 図書券 5,000 (情報専攻修士課程2年)

川村　昂史
 (環境情報学専攻修士課程2年)

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

図書券 5,000

榎　海星 2019年度放電学会若手セミナー ポスター発表奨励賞 図書券 5,000 (機械専攻修士課程1年)
佐藤　孔亮 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 図書券 5,000 (機械専攻修士課程1年)
菅野　遼太郎 第62回自動制御連合講演会 優秀発表賞 図書券 5,000 (機械専攻修士課程1年)

学
術
活
動
奨
励
賞

個
　
人

宮田　湧希 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 図書券 5,000 (機械専攻修士課程1年)

若松　耕平 2019年度公益社団法人日本鋳造工学会 全国講演大会 
学生優秀講演賞 図書券 5,000 (機械専攻修士課程1年)

松本　昂樹 2019年度放電学会年次大会 優秀論文発表賞 図書券 5,000 (電気・化学専攻修士課程1年)
村田　大輔 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 図書券 5,000 (電気・化学専攻修士課程1年)

米山　美鈴
 (電気・化学専攻修士課程1年)

AWARD OF EXCELLENCE TOIN Internat ional 
Symposium on Biomedical Engineering 2019 Presents 
Poster Session Award PRIZE OF SILVER

図書券 5,000

光井　研人 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 図書券 5,000 (共同原子力専攻修士課程1年)

林　努 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 図書券 5,000 (情報専攻修士課程1年)

日出間　健 経営情報学会 2019年度学生優秀発表賞 図書券 5,000 (情報専攻修士課程1年)
射和  沙季 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 図書券 5,000 (都市生活学専攻修士課程1年)

内田　純平 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 図書券 5,000 (経営システム工学科4年)

中野　裕貴 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 図書券 5,000 (都市生活学科4年)

賞状（個人ガラス盾）及び筆耕代 233,697 
合　計 628,697 

〈1-1-4〉 学生行事への援助
行　　事　　名 金額（円）

1 体育会主催のナイトラリー（6月29～30日）の運営費援助
※雨天のため中止 243,336

2 文化団体連合会主催のバンドフェスティバル
（10月5日）の運営費援助 200,000

3 音楽フェスティバル（4月10日･17日）の運営費援助 100,000
合　計 543,336

〈1-1-7〉 その他の援助
援　助　内　容 金額（円）

1 学外指導者謝礼28名
（36,000円×23）・（30,000円×3）・（15,000円×2） 948,000

合　計 948,000

◯後援会長賞（３月19日に各学科より授与）

所属学科 氏　名 所属団体 役職（年度）
1

機械システム工学科

小原　昌悟 体育会 会長（2018）

2 笹井　雅仁 世田谷祭実行委員会 会長（2018）

3 関根　大記 機親会 会長（2018）

4 中嶋　宙 文化団体連合会
本部長（2018）
会計（2017）

5 原子力安全工学科 伊部　淳哉 閃源会 会長（2018）

6 医用工学科 花田　翔彦 医工会学生会 会長（2018）

7
電気電子工学科

大矢　純平 電気電子研究会 会長（2018）

8 加茂田　拓夢 アイスホッケー部 主将（2018）

9
エネルギー化学科

窪倉　直人 世田谷祭実行委員会 会長（2017）

10 山﨑　陽菜 化源会 会長（2018）

11 波多野　哲人 学科研究会連合 本部長（2018）

12 建築学科 福田　一貴 如学会 会長（2018）

13 都市工学専攻 馬上　拓也 新緑会 会長（2018）

14 情報科学科 大前　遼輔 情報科学科研究会 会長（2018）

15 情報通信工学科 中代　直歩 吹奏楽団 団長（2018）

16
自然科学科

岡芹　彩香
自然科学科学生会 会長（2018）

学生団体連合会 執行委員（2017）

17 髙橋　弘幸 学生団体連合会
執行委員長（2018）
副執行委員長（2017）

18
環境創生学科

赤坂　駿介 環境創生学科学生会 会長（2017）（2018）

19 真田　康希 空手道部 主将（2018）

20 環境マネジメント学科 髙松　海斗 環境マネジメント学科学生会 会長（2017）

21
社会メディア学科

和田　岳 放送会 会長（2016）

22 小谷　彩水 放送会 会長（2018）

23
情報システム学科

田辺　雄一 横浜祭実行委員会 会長（2017）

24 細谷　将太 ISO学生委員会 会長（2018）

25 吉田　健累 横浜祭実行委員会 会長（2018）

26
都市生活学科

鏡　康平 等々力祭実行委員会 会長（2018）

27 齋藤　颯太 都市生活学科学生会 会長（2018）

28
児童学科

久保田　佳奈恵 学生団体連合会 
等々力分室

分室長（2018）
副分室長（2017）

29 小島　南奈子 児童学科学生会 会長（2018）

商品券20,000円×29名＋送料 580,440 

賞状及び筆耕代 33,000 

合　計（円） 613,440 

〈1-1-5〉 強化団体への援助
強　化　団　体　名 金額（円）

1 空手道部 300,000
2 アイスホッケー部 300,000

合　計 600,000

〈1-1-6〉 シャトルバス運行援助
援　助　内　容 金額（円）

1 ２０１９年度シャトルバス援助 5,300,000
合　計 5,300,000

援助内容 実施日等 金額（円）

1

全学生団体（クラブ・同好会等）
に対し、救命講習会の講習料の
援助（東京@1,400円、
神奈川@1,000円)

 5月29日（＠1,000円×53名） 53,000 
 6月19日（＠1,400円×105名） 147,000 
 7月10日（＠1,400円×56名） 78,400 
 7月17日（＠1,400円×22名） 30,800 
 8月  2日（＠1,400円×2名） 2,800 
 8月20日（＠1,400円×28名） 39,200 

2 リーダース研修会でのテーピング講習会  リーダース研修会にて実施（11月27日） 82,140 
3 アルコールパッチテストキット代  2,000人分 65,692 

合　計 499,032 

4TCU-COM  no.62  2020.8


