平成 24 年度学生表彰を開催しました
３月 21 日（木）、宇都宮大学ＵＵプラザコミュニティプラザにおいて平成 24 年度学生表
彰式を開催しました。表彰式では受賞者に表彰状が授与され、進村学長から激励の言葉が贈
られました。また、表彰式後の学長との懇談会では、受賞された皆さんから受賞の喜びと今
後の抱負が述べられました。
受賞者の皆様、誠におめでとうございます。皆様のますますのご活躍を期待しております。

表彰後の集合写真（前列左から５番目が進村学長）

学長懇談会の様子

受賞者・授賞理由紹介（27 名 11 団体）
〔学術研究関係〕２団体 17 名
１．団体
（１）工学研究科 尾崎研究室チームＡ
つくば市、つくばチャレンジ実行委員会主催つくばチャレンジ２０１２においてつくば市
長賞を受賞。
（２）工学研究科 尾崎研究室チームＢ
つくば市、つくばチャレンジ実行委員会主催つくばチャレンジ２０１２においてつくば市
長賞を受賞。
２．個人
（１）教育学研究科教科教育専攻２年 鈴木 研二
5th World Robot Olympiad において Guest Speaker Symposium on Robotics in Education:
Towards an Innovative Approach in Teaching を受賞。
（２）教育学研究科カリキュラム開発専攻２年 張 信愛
韓国教育学会において学生ポスター発表奨励賞を受賞。
（３）工学部応用化学科４年 石田 潤
公益社団法人化学工学会第 44 回秋季大会において分離プロセス部会賞を受賞。
（４）工学研究科情報システム科学専攻 1 年 星 孝幸
一般社団法人情報処理学会第 74 回全国大会学生セッションにおいて学生奨励賞を受賞。
（５）工学研究科情報システム科学専攻 1 年 金海 和宏
一般社団法人情報処理学会第 74 回全国大会学生セッションにおいて学生奨励賞を受賞。
（６）工学研究科電気電子システム工学専攻２年 霜田 雄佑
一般社団法人電子情報通信学会第十回マイクロ波学生研究発表会において学生研究優秀
発表賞を受賞。
（７）工学研究科物質環境化学専攻２年 須賀 英太
公益社団法人化学工学会第 44 回秋季大会反応工学部会主催学生ポスター研究発表におい
て反応工学優秀発表賞を受賞。
（８）工学研究科地球環境デザイン学専攻１年 NGUYEN MINH HAI
公益社団法人土木学会平成 24 年度全国大会第 67 回年次学術講演会において優秀講演者を
受賞。

（９）工学研究科地球環境デザイン学専攻２年 井上 達也
公益社団法人土木学会平成 24 年度全国大会第 67 回年次学術講演会において優秀講演者を
受賞。
（10）工学研究科情報システム科学専攻２年 井上 未知美
一般社団法人映像情報メディア学会 2012 年年次大会において学生優秀発表賞を受賞。
（11）工学研究科学際先端システム学専攻１年 梅村 拓登
22nd Academic Symposium of Materials Research Society of Japan(第 22 回日本 MRS 学
術シンポジウム)において Award for Encouragement of Research of Materials Science (奨
励賞)を受賞。
（12）工学研究科学際先端システム学専攻１年 金森 雄一
International Symposium on Optomechatronic Technologies(オプトメカトロニクス技術
に関する国際シンポジウム)において ISOT' 12 Best Poster Award(ベストポスター賞)を受
賞。
（13）工学研究科学際先端システム学専攻１年 豊田 彩
International Association of Colloid and Interface Scientists, Conference
(IACIS2012) において Poster Award (ポスター賞)を受賞。
（14）工学研究科システム創成工学専攻２年 山東 悠介
International Workshop on Holography and Related Technologies 2012 において
Outstanding Oral Paper Award を受賞。
（15）工学研究科情報システム科学専攻２年 細貝 彩乃
一般社団法人映像情報メディア学会メディア工学研究委員会学生研究発表会において優
秀発表賞を受賞。
（16）工学研究科システム創成工学専攻３年 赤羽 千佳
公益社団法人日本化学会第 92 春季年会において学生講演賞を受賞。
（17）農学研究科農業環境工学専攻２年 木村 賢
社団法人農業農村工学会平成 24 年度農業農村工学会大会講演会において優秀ポスター賞
を受賞。

〔課外活動関係〕６団体 ８名
１．団体
（１）バレーボール部（男子）
第 61 回関東甲信越大学体育大会において優勝。
（２）バレーボール部（女子）
第 61 回関東甲信越大学体育大会において優勝。
（３）剣道部（男子）
第 61 回関東甲信越大学体育大会において第３位入賞。
（４）卓球部（男子）
第 61 回関東甲信越大学体育大会において第３位入賞。
（５）硬式テニス部（男子）
第 61 回関東甲信越大学体育大会において第３位入賞。
（６）ソフトテニス部（男子）
第 61 回関東甲信越大学体育大会において第３位入賞。
２．個人
（１）バレーボール部（男子） 黒澤 雄介
2012 年度春季関東大学バレーボールリーグ戦男子２部においてベストスコアラー賞を受
賞。
（２）バレーボール部（女子） 荒木 夕貴
2012 年度春季関東大学バレーボールリーグ戦女子１部においてベストスコアラー賞を受
賞。
（３）陸上競技部 郡司 康平
第 61 回関東甲信越大学体育大会 3000ｍ障害において第３位入賞。
第 61 回関東甲信越大学体育大会 5000ｍにおいて第２位入賞。
第 27 回国公立 22 大学対校陸上競技大会男子 5000ｍにおいて第３位入賞。
（４）陸上競技部 横山 千尋
第 61 回関東甲信越大学体育大会走高跳において第３位入賞。
（５）陸上競技部 布藤 ひかり
第 61 回関東甲信越大学体育大会走高跳において第３位入賞。

（６）陸上競技部 谷原 達也
第 27 回国公立 22 大学対校陸上競技大会男子 400ｍにおいて第２位入賞。
（７）陸上競技部 岩瀬 優美
第 61 回関東甲信越大学体育大会 800ｍにおいて第３位入賞。
第 27 回国公立 22 大学対校陸上競技大会女子 800ｍにおいて第３位入賞。
（８）剣道部 長 巧人
第 61 回関東甲信越大学体育大会において第２位入賞。

〔社会活動関係〕３団体 ２名
１．団体
（１）教育学研究科陣内研究室まちづくりプロジェクトチーム
宇都宮市主催の“大学生による「まちづくり提案」発表会”において第３位入賞。
（２）工学研究科建築環境研究室
宇都宮市主催の“大学生による「まちづくり提案」発表会”において第１位入賞。
（３）工学研究科 赤井 直紀・井上 一道
大学コンソーシアムとちぎ主催の“第９回学生＆企業研究発表会”において銀賞（ものづ
くり分野）入賞。
２．個人
（１）教育学部学校教育教員養成課程４年 長谷澤 瞳美
大学コンソーシアムとちぎ主催の“第９回学生＆企業研究発表会”において銀賞（人文社
会経済・芸術分野）受賞。
那珂川町主催の“産学官連携商品パッケージリニューアル事業デザイン選考会”において
デザイン採用。
（２）農学研究科修士課程２年 坪山 実絵
大学コンソーシアムとちぎ主催の“第９回学生＆企業研究発表会”において知事賞（食・
農・環境分野）受賞。

