
（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１２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

吹奏楽団
「尾山台フェスティバル」等地域イベント参加による本学の
知名度向上及び地域社会への貢献「学食deクリスマスミニ
コンサート」開催による本学の課外活動活性化への貢献

30,000 

鉄道研究部 「たまプラーザトレインパーク2018」等開催によ
る本学の知名度向上及び地域社会への貢献 30,000 

アカペラサークルGroove 「玉川小学校ファミリーデー」等地域イベント参加
による本学の知名度向上及び地域社会への貢献 30,000 

アメリカンフットボール部 2017年度関東学生アメリカンフットボールリーグ
3部 フェアプレー賞 30,000 

サッカー部 平成30年度東京都大学サッカーリーグ
4部 第1位 3部昇格 30,000 

バスケットボール部 第58回関東大学バスケットボール新人戦
予選ブロック 第1位 30,000 

ソフトテニス部 平成30年度関東学生ソフトテニス秋季リーグ
女子10部 第1位 9部昇格 30,000 

陸上競技部 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会
男子4×100mリレー 第3位 30,000 

将棋サークル一歩 平成30年度関東大学将棋連盟春季団体戦
C2級 準優勝 C1級昇格 30,000 

個　

人

宇都宮　優喬 2018年度関東理工系大学バスケットボール夏季リーグ大会
1部 アシストランキング 第1位 図書券 5,000バスケットボール部／都市工学科4年

諏訪　正頼 関東学生卓球リーグ戦 4部～5部 特別賞 図書券 5,000卓球部/情報科学科4年
飯島　宏太 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会

男子200m 第3位 男子400m 第1位 図書券 5,000陸上競技部/機械システム工学科3年

木村　快 平成30年度東都大学野球秋季リーグ戦4部
最優秀投手 最優秀防御率 図書券 5,000硬式野球部/都市工学科3年

西村　聡悟 平成30年度新関東大学準硬式野球春季リーグ戦2部 最優秀投手
平成30年度新関東大学準硬式野球秋季リーグ戦1部 首位打者 図書券 5,000準硬式野球部/建築学科3年

内山　瑛斗 平成30年度新関東大学準硬式野球春季リーグ戦 
2部 最優秀選手 図書券 5,000準硬式野球部/都市工学科3年

鹿内　颯太 平成30年度新関東大学準硬式野球春季リーグ戦
2部 首位打者 図書券 5,000準硬式野球部/医用工学科2年

学
術
活
動
奨
励
賞

団　

体

機械材料研究室チーム 
オッポンマイスターズ 第4回学生鋳物コンテスト 最優秀賞 30,000 

田中章研究室 
東京都市大学塩尻高等学校 
高大接続プログラムチーム

東京都市大学塩尻高等学校
高大接続プログラムの開催支援 30,000 

個　

人

尾花　竜弥 日本職業・災害医学会論文掲載（筆頭論文） 自動車技術会
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機械工学専攻M2

田澤　匠 日本材料学会関東支部学生交流会
材料学会関東支部 優秀講演発表賞 図書券 5,000機械工学専攻M2

金井　雄大 米国電気電子学会（IEEE)誘電・絶縁材料部門
東京支部 優秀論文発表賞（国内学会） 図書券 5,000機械システム工学専攻M2

川瀬　圭祐 IEEE主催国際会議INTERMAGの採択・英語でのポス
ター発表及びAEM学会での発表と学会論文誌への投稿 図書券 5,000電気電子工学専攻M2

松田　清香
生体医工学専攻M2

13th TOIN International Symposium on Biomedical Engineering「AWARD 
OF EXCELLENCE TOIN International Symposium on Biomedical 
Engineering 2018 Presents Poster Session Award PRIZE OF SILVER」

図書券 5,000

高徳　亮太 第15回地盤工学会関東支部発表会
 GeoKanto2018優秀発表者賞 図書券 5,000都市工学専攻M2

花上　遼太 第15回地盤工学会関東支部発表会 
GeoKanto2018優秀発表者賞 図書券 5,000都市工学専攻M2

京兼　周司 第65回湘北地区懇話会
第13回相模ケイ素・材料フォーラム 優秀ポスター賞 図書券 5,000エネルギー化学専攻M2

井口　久美子 第49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 
Japan-Korea Young Researcher Exchange Program Award（KIEE) 図書券 5,000機械専攻M1

佐々木　慶太 日本機械学会関東学生会第57回学生員卒業研究発表
講演会 Best Presentation Award（学生優秀発表賞） 図書券 5,000機械専攻M1

鈴木　悠斗 2017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M1

学
術
活
動
奨
励
賞

個　

人

田島　吉隆 2017年度自動車技術会関東支部学術研究講演会
ベスト・プレゼンテーション賞 図書券 5,000機械専攻M1

田中　香帆 日本鋳造工学会第171回全国講演大会学生優秀講演賞
第4回学生鋳物コンテスト 最優秀賞 図書券 5,000機械専攻M1

藤田　雅紀 日本鉄鋼協会第176回秋季講演大会学生
ポスターセッション努力賞 図書券 5,000機械専攻M1

松尾　卓 日本鉄鋼協会第176回秋季講演大会学生ポスター
セッション努力賞 図書券 5,000機械専攻M1

石渡　真文 電気学会東京支部主催第9回学生研究発表会
優秀発表賞 図書券 5,000電気・化学専攻M1

江頭　駿哉 第27回MAGDAコンファレンス
優秀ポスター講演論文賞 図書券 5,000電気・化学専攻M1

粕谷　和樹 第65回湘北地区懇話会
第13回相模ケイ素・材料フォーラム 優秀ポスター賞 図書券 5,000電気・化学専攻M1

菅原　沙希 第65回湘北地区懇話会
第13回相模ケイ素・材料フォーラム 優秀ポスター賞 図書券 5,000電気・化学専攻M1

桝添　優希 日本鉄鋼協会第175回春季講演大会
学生ポスターセッション努力賞 図書券 5,000電気・化学専攻M1

筒井　魁汰 日本建築学会学生サマーセミナー2018 最優秀賞 図書券 5,000建築・都市専攻M1
増田　啓太 平成30年度土木学会全国大会

第73回年次学術講演会優秀講演者賞 図書券 5,000建築・都市専攻M1

川村　昂史 国際及び国内学会における研究発表 図書券 5,000環境情報学専攻M1
太田　恭吾 国際会議 21st Internationai Symposium on Wireless Personal 

Multimedia Communications（WPMC2018）での論文採録及び発表 図書券 5,000情報通信工学科4年

木村　友香 空閑地・低未利用地の利活用にかかる実証実験 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 245,136�
合　計 735,136�

〈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30日～7月1日）の運営費援助 366,000

2 文化団体連合会主催のバンドフェスティバル
（10月6日）の運営費援助 200,000

3 TCU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 666,000

〈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×25）・（24,000円×1）・（18,000円×1）・（12,000円×1） 954,000

合　計 954,000

◯後援会長賞（３月19日の学位授与式にて会長より総代へ授与）
所属学科 氏　名 所属団体 役職（年度）

1 機械工学科 潮田　祐輝 同好会連合 会長（2017）
2 田中　雄大 ハンドボール部 主将（2018）
3 機械システム工学科 西川　亮 機親会 会長（2017）
4

原子力安全工学科
川本　航大 閃源会 会長（2017）

5 武藤　大紀 文化団体連合会 本部長（2017）
副本部長（2016）

6 医用工学科 小山田　拓矢 医工会学生会 会長（2017）
7 電気電子工学科 大友　悠平 体育会 会長（2016）
8 松本　昂樹 電気電子研究会 会長（2017）

9 エネルギー化学科 大戸　淑生 化源会 会長（2017）
学科研究会連合 会計（2017）

10 建築学科 麻生　晴真 如学会 会長（2017）
学科研究会連合 広報（2017）

11 都市工学専攻 花上　遼太 新緑会 会長（2017）
12 都市工学科 髙橋　真二 体育会 会長（2017）
13 情報科学科 石岡　直子 情報科学科研究会 会長（2017）
14

情報通信工学科
井田　匠海 通信工学会 会長（2017）

15 谷口　友紀 学生団体連合会 執行委員長（2017）
副執行委員長（2016）

16 経営システム工学科 有馬　秀太

経工会 会長（2017）

学科研究会連合
会長（2016）
副本部長（2017）
企画（2016）

17 自然科学科 松本　昂大 学科研究会連合 本部長（2017）
18 矢野　紗也香 自然科学科学生会 会長（2017）
19 環境マネジメント学科 小澤　達也 新聞会 会長（2017）
20 松浦　直花 ISO学生委員会 会長（2017）
21 社会メディア学科 片山　尊弘 社会メディア学科学生会 会長（2016）

22
情報システム学科

石川　康介 学生団体連合会横浜分室 分室長（2017）
会計（2016）

23 小山　純 情報システム学科学生会 会長（2017）
学科研究会連合 企画（2017）

24

都市生活学科

小島　萌海 学生団体連合会等々力分室 分室長（2017）
副分室長（2016）

25 西　琴美 等々力祭実行委員会 会長（2017）
26 福田　有沙 都市生活学科学生会 会長（2017）
27 吉川　期龍 空手道部 主将（2016）（2017）
28 児童学科 渡邊　桃子 児童学科学生会 会長（2017）

商品券20,000円×28名＋送料 560,432�
賞状及び筆耕代 31,320�
合　計（円） 591,752�

〈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 ハンドボール部 300,000
3 アイスホッケー部 300,000

合　計 900,000

〈1-1-6〉 シャトルバス運行援助
援　助　内　容 金額（円）

1 ２０１８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16日（＠1,000円×43名） 43,000 
 5月23日（＠1,400円×34名） 47,600 
 6月20日（＠1,400円×74名） 103,600 
 6月27日（＠1,400円×20名） 28,000 
 7月11日（＠1,400円×50名） 70,000 
 8月27日（＠1,400円×32名） 44,800 
 9月13日（＠1,400円×12名） 16,800 

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29日） 73,980 
3 アルコールパッチテストキット代  2,000人分 64,497 

合　計 492,277�
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