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学生表彰被表彰者一覧〈学術研究活動関係〉
賞 氏　名 所　属 業　績　内　容 指導教員

優秀賞
（個人）

モーゼス チャールズ
シアメ 

国際資源学研究科
博士前期課程
資源開発環境専攻
2年次

・平成29年11月に開催されたICCMMEME 2017 : 19th International 
Conference on Chemical, Material, Metallurgical Engineering 
and Mine Engineeringにおける一般発表において、「Treatment 
of Low-Grade Iron Ore Using Two Stage Wet High-Intensity 
Magnetic Separation Technique」の題目で口頭発表を行い、「Best 
Paper Award」を受賞した。

柴山　敦

〃 小　山　　　慧 医学部医学科
6年次

・平成29年4月に開催された第106回日本病理学会総会において、一般演
題として「正常卵管に存在するβ-catenin異常細胞集塊β-catenin 
signature」 の 発 表 を 行 い、 そ の 内 容 がThe United States and 
Canadian Academy of Pathology Annual Meeting 2018の一般
演題に採択された。また、第105回日本病理学会総会において、一般演題
として発表した内容を英文論文としてまとめたものが、学術雑誌Human 
Pathologyに受理された。

後藤　明輝

〃 富　田　浩　平
理工学研究科
博士前期課程
物質科学専攻
2年次

・平成29年11月に開催された第14回アジア鋳物会議のポスターセッション
において、「Effects of Heat Transfer Behavior on Shrinkage Cavity 
Formation Process in Pure Metal Castings」と題した論文を発表し、
Best Paper Awardを受賞した。
・日本鋳造工学会において、2件の講演発表を行った。

麻生　節夫

奨励賞
（個人） アディ スラクソノ

国際資源学研究科
博士前期課程
資源地球科学専攻
2年次

・平成29年6月に開催された資源地質学会において、「Anhydrite and Cu 
mineralization in the Grasberg porphyry Cu-Au+/-Mo deposit, 
Indonesia」と題した表題で発表し、ベストポスター賞を受賞した。

・共著者として国際誌Resource Geoｌogyに投稿し、受理されている。
・その他論文発表1件、国際学会発表3件を行った。

渡辺　寧

〃 神　　　航　介
国際資源学部
資源開発環境コース
4年次

・平成29年9月に開催された日本原子力学会2017年秋の大会において、
「Enthalpy and heat capacity of Na2MoO4 and CaMoO4」と
題したポスター発表を行い、学部・修士・博士を対象とした「学生ポスター
セッション新人賞」を受賞した。

石山　大三

〃 甲　州　健　太 医学部医学科
4年次

・平成29年3月に開催された第122回日本解剖学会全国学術集会の学生セッ
ションにおいて、「皮下組織と血管の走行」というタイトルでポスター発
表を行い、肉眼解剖学トラベルアワード(献体協会賞)を受賞した。

阿部　寛

〃 清　水　翔　太 医学部医学科
4年次

・平成29年3月に開催された第122回日本解剖学会全国学術集会の学生セッ
ションにおいて、「気管支分岐機構に関する研究―B*出現機構に関する考
察―」というタイトルでポスター発表を行い、肉眼解剖学トラベルアワー
ド（献体協会賞）を受賞した。

阿部　寛

〃 月　田　　　光 医学部医学科
5年次

・平成29年4月に開催された第106回日本病理学会総会、ポスター発表（学
部学生の部）、泌尿器・腫瘍セッションにおいて、「膀胱癌手術材料におけ
るHuman Papilloma Virus感染の検討」と題した口頭発表を行い、最優
秀賞を受賞した。

後藤　明輝

〃 中　村　みのり 医学部医学科
5年次

・平成29年4月に開催された第106回日本病理学会総会、ポスター発表(学部
学生の部)、呼吸器・腫瘍セッションにおいて、「Elastica-Masson染色
と免疫染色の二重染色における、肺癌の静脈浸潤判定の検討」と題した口
頭発表を行い、最優秀賞を受賞した。

後藤　明輝

〃 酒　井　諒　典
理工学研究科
博士前期課程
共同ライフサイクルデザイン
工学専攻　1年次

・平成29年11月に開催された第41回日本磁気学会学術講演会において、「ア
キシャルギャップ誘導モータの基礎特性解析に関する研究」と題した口頭
発表が学生講演賞(桜井講演賞)を受賞した。
・上記学会発表を基に、日本磁気学会論文特集号2巻1号に英文論文を投稿中
である。
・その他筆頭著者として2件国内学会発表を行った。

田島　克文

〃 小　川　貴　由
理工学研究科
博士前期課程
物質科学専攻
2年次

・平成29年5月に開催された第66回高分子学会年次大会において、「超強酸
を用いた芳香族アシル化反応による非等モル重合」と題したポスター発表
を行い、優秀ポスター賞を受賞した。
・当該研究をまとめた学術論文がPolymer Chemistry(イギリス王室化学会
出版、インパクトファクター5.375)に受理され、審査員からの評価が高い
論文として雑誌のフロントカバーに採用された。

寺境　光俊

〃 澤　　　真　也
理工学研究科
博士前期課程
数理・電気電子情報学専攻
2年次

・平成29年9月に開催された第41回静電気学会全国大会において、「処理範
囲向上を目指した水平電極式動電法（FEM-EK法）による汚染土壌の修復」
と題した論文が宍戸奨励賞を受賞した。
・また、同上論文が静電気学会誌42巻1号に掲載されることが決定した。
・国内学会発表を2件行った。

倉林　徹

〃 トン タット ロイ
理工学研究科
博士後期課程
総合理工学専攻
2年次

・平成29年10月に開催された「8th International Conference on Materials 
Engineering for Resources（ICMR 2017 AKITA)」において，「Improvement 
of Heating Efficiency and Magnetization Property of Ferromagnetic 
Implant with Low Curie Temperature for Hyperthermia using Nano-
Magnetic Fluid」と題した論文が「Excellent Paper Award（優秀論文賞）」
を受賞した。
・平成28年度に日本学術振興会特別研究員に採用され、筆頭著者として原著
論文3本、第二著者として原著論文1本が学術雑誌に採録されている。
・また、筆頭著者として国際会議・国内研究会においてそれぞれ4件の学会
発表を行った。
・研究成果として、現在2件の特許を出願中である。

水戸部 一孝

〃 ファム ミン クエン
工学資源学研究科
博士後期課程
資源学専攻
3年次

・平成29年5月に開催された公益社団法人日本地球惑星科学連合（JpGU）
主催のJpGU-AUG Joint Meeting（日本地球惑星科学連合2017年大会
はアメリカ地球物理学連合との合同開催）におけるポスター発表において、
若手の優秀な発表者のみに贈られる「学生優秀発表賞」を受賞した。

石山　大三
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学生表彰被表彰者一覧〈課外活動関係〉
賞 氏名 所属 種目／成績 大　　会　　名 所属団体 顧問教員

優 秀 賞
（個 人） 広　田　有　紀

医学部
医学科4年次 女子800m 第 2 位 第86回日本学生陸上競技対校

選手権大会
医学部女子
陸上競技部 河谷　正仁

〃 間　瀬　友　亮
理工学部
数理・電気電子情報学科
3年次 アルティメット

U-24
ミックス部門

準優勝 WFDF2018
世界U-24アルティメット選手権大会

アルティメット
フリスビー
サークル

外池　智〃 佐　藤　　　光 教育文化学部
学校教育課程3年次

〃 榎　本　雅　久 工学資源学部
機械工学科4年次

奨 励 賞
（団 体） 柔　　道　　部 第3位 第59回全国国立大学柔道優勝大会 三戸　範之

奨 励 賞
（個 人） 濱　田　風　香

教育文化学部
学校教育課程2年次 女子走高跳 優 勝 第68回東北地区大学体育大会

陸上競技の部 陸上競技部 松下　翔一

〃 鈴　木　京　介 教育文化学部
学校教育課程2年次 男子ハンドボール ベスト7 第52回東北学生ハンドボール

春季リーグ戦（1部リーグ）
男子
ハンドボール部 佐藤　靖

〃 内　山　晃　嘉
理工学部
数理・電気電子情報学科
4年次

男子ハンドボール ベスト7 第62回東北学生ハンドボール
秋季リーグ戦（1部リーグ）

男子
ハンドボール部 佐藤　靖

〃 下　嶋　詩　織 教育文化学部
学校教育課程3年次 女子ハンドボール ベスト7 第62回東北学生ハンドボール

秋季リーグ戦（Aリーグ）
女子
ハンドボール部 佐藤　靖

〃 丹　　　智　広 教育文化学部
学校教育課程1年次 男子60㎏級 優 勝 平成29年度東北学生柔道

体重別選手権大会 柔道部 三戸　範之

〃 白　井　康　太 理工学部
物質科学科3年次 男子本戦 優 勝 第23回東北学生基礎スキー技術

選手権大会 基礎スキー部 高崎　康志

〃 八　本　直　季 医学部
医学科5年次 男子800m 優 勝 第74回全日本医歯薬獣医大学対抗

陸上競技選手権大会
医学部男子
陸上競技部 山田 祐一郎

〃 亀　山　雛　子 医学部
医学科3年次

女子100m,
女子200m 優 勝 第74回全日本医歯薬獣医大学対抗

陸上競技選手権大会
医学部女子
陸上競技部 河谷　正仁

学生表彰被表彰者一覧〈人命救助関係〉
賞 氏名 所属 受賞内容 指導教員

奨 励 賞
（個 人） 富　樫　啓太郎

教育学研究科
教職実践専攻2年次

・平成29年6月27日に秋田市立上北手小学校で学校実習を実施中に学校生活支援サポー
ターが突然倒れて意識を失った際、心肺停止の状況から、緊急措置が必要と判断し、胸
部圧迫処置を開始するとともに、その後は養護教諭と協力しながらAEDを装着し、救急
車が到着するまでの間、胸部圧迫処置を継続して実施した。
・救急隊員によると、今回の状況は1分1秒を争う深刻なものであり、救急車到着までの処置
が適切に行われたことが彼女の命を救うことにつながった。

関谷 美佳子
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副学長表彰被表彰者一覧〈課外活動関係〉
賞 氏名 所属 種目/成績 大　　会　　名 所属団体 顧問教員

課外活動
（団 体） 男子ハンドボール部

男子1部リーグ　第3位 第52回東北学生ハンドボール春季リーグ戦

佐藤　靖男子の部　D組2位 第39回ミニミニカップ平成29年度
東日本学生ハンドボール選手権大会

男子1部リーグ　第3位 第62回東北学生ハンドボール秋季リーグ戦

〃 女子ハンドボール部 女子の部Aリーグ　第4位 第52回東北学生ハンドボール春季リーグ戦 佐藤　靖
女子の部Aリーグ　第4位 第62回東北学生ハンドボール秋季リーグ戦

〃 基礎スキー部 女子総合優勝 第23回東北学生基礎スキー技術選手権大会 高崎　康志

〃 医学部女子バスケットボール部 女子の部優勝 第60回東日本医科学生総合体育大会
バスケットボール競技 齊藤　元

〃 医学部剣道部 男子団体優勝 第60回東日本医科学生総合体育大会剣道競技 羽渕　友則

課外活動
（個 人） 田　端　　　怜

理工学部
システムデザイン工学科
2年次

男子の部個人 準優勝 第56回東北学生弓道大会 弓道部 水戸部 一孝

〃 一　戸　歩　生 教育文化学部
学校教育課程1年次 男子66kg級 優 勝 第34回東北国公立大学柔道大会 柔道部 三戸　範之

〃 佐　藤　拓　真 教育文化学部
学校教育課程4年次 男子73kg級 優 勝 第34回東北国公立大学柔道大会 柔道部 三戸　範之

〃 成　田　大　佑 教育文化学部
学校教育課程4年次

男子73kg級 準優勝 第34回東北国公立大学柔道大会 柔道部 三戸　範之
男子66kg級 第 3位 第36回東北学生柔道体重別選手権大会

〃 馳　尾　幸太郎 教育文化学部
学校教育課程1年次 男子81kg級 優 勝 第34回東北国公立大学柔道大会 柔道部 三戸　範之

〃 新　山　壮一朗 教育文化学部
学校教育課程2年次 男子81kg級 準優勝 第34回東北国公立大学柔道大会 柔道部 三戸　範之

〃 野　村　武　弘 教育文化学部
学校教育課程1年次 男子81kg級 第 3位 第34回東北国公立大学柔道大会 柔道部 三戸　範之

〃 柿　崎　比　呂 教育文化学部
学校教育課程3年次 男子100kg級 第 3位 第36回東北学生柔道体重別選手権大会 柔道部 三戸　範之

〃 櫻　庭　あさひ 教育文化学部
学校教育課程3年次 女子無差別級 優 勝 第34回東北国公立大学柔道大会 柔道部 三戸　範之

〃 畠　山　　　晃 理工学部
物質科学科2年次 男子個人形 準優勝 第68回東北地区大学体育大会　空手道の部 空手道部 島田　洋一

〃 松　世　朔　哉 国際資源学部
資源開発環境コース2年次

男子200mバタフライ 第 3位 第6回北部学生春季公認記録会 水泳部 伊藤　豊
男子400m自由形 第 3位 第32回北部地区国公立大学選手権水泳競技大会

〃 福　原　一　輝
理工学部
システムデザイン工学科
2年次

男子100m平泳ぎ 第 1位 第32回北部地区国公立大学選手権水泳競技大会 水泳部 伊藤　豊

〃

村　岡　孝　義 教育文化学部
学校教育課程1年次

男子400m
メドレーリレー 第 3位 第6回北部学生春季公認記録会 水泳部 伊藤　豊

福　原　一　輝
理工学部
システムデザイン工学科
2年次

松　世　朔　哉 国際資源学部
資源開発環境コース2年次

山　口　浩　平 医学部
医学科6年次

〃 清　水　紗　英 理工学部
生命科学科3年次 女子50m自由形 第 2位 第10回北部学生選手権水泳競技大会 水泳部 伊藤　豊

〃 佐々木　優　美 理工学部
生命科学科3年次 女子200m平泳ぎ 第 3位 第6回北部学生春季公認記録会 水泳部 伊藤　豊

〃 島　田　宥　子 理工学部
物質科学科3年次

女子200m
個人メドレー 第 2位 第6回北部学生春季公認記録会 水泳部 伊藤　豊

〃 松　田　朝　妃
理工学部
システムデザイン工学科
2年次

女子200m背泳ぎ 第 3位 第32回北部地区国公立大学選手権水泳競技大会 水泳部 伊藤　豊

〃 福　田　　　葵 医学部　医学科5年次
女子クロスカント
リー 5km 優 勝 第59回東日本医科学生総合体育大会スキー競技 医学部女子

競技スキー部 髙橋　直人
女子スプリント 優 勝 第59回東日本医科学生総合体育大会スキー競技

〃
矢　口　愛　実 医学部　医学科6年次

女子ダブルス 優 勝 第60回東日本医科学生総合体育大会卓球競技 医学部女子卓球部 西川　俊昭
佐　藤　　　綾 医学部　医学科4年次

〃 佐　藤　里　音 医学部　医学科3年次 女子バスケットボール 最優秀
選 手

第60回東日本医科学生総合体育大会
バスケットボール競技

医学部女子
バスケットボール部 齊藤　元

〃 近　藤　　　侃 医学部　医学科5年次 男子個人戦 優 勝 第60回東日本医科学生総合体育大会剣道競技 医学部剣道部 羽渕　友則

〃 木　村　早　希 医学部　医学科3年次 女子個人戦 優 勝 第60回東日本医科学生総合体育大会剣道競技 医学部剣道部 羽渕　友則

〃 伊　藤　　　拓 医学部　医学科5年次 成年男子シングル
スカル 準優勝 第72回国民体育大会東北ブロック大会兼

第44回東北総合体育大会ボート競技 医学部男子ボート部 後藤　明輝

〃
伊　藤　　　拓 医学部　医学科5年次

男子ダブルスカル 優 勝 第60回東日本医科学生総合体育大会ボート競技 医学部男子ボート部 後藤　明輝
木　村　建　介 医学部　医学科1年次

副学長表彰被表彰者一覧〈教育活動関係〉
賞 氏名 所属 業績内容 指導教員

教育活動
（個 人） 佐　藤　彩　佳

教育文化学部
学校教育課程2年次

・ALL ROOMsスタッフとしての活動歴は1年程だが、既に今年度TOEIC885点、TOEFLも
iBT、PBTともに基準点をクリアするという特筆すべき英語力向上を示した。スタッフとし
ても新規学生ユーザーの勧誘に積極的に取り組んだ。また、5月には国際教養大学にて開
催されたJALT SIG全国大会、12月には神田外語大学で開催されたJASAL 2017全国大会
においてALL ROOMsの研究活動を他のメンバーとともに発表し、ALL ROOMsの全国発
信についても尽力している。

後藤　猛

〃 奥　山　健　人
理工学部
数理・電気電子情報学科
3年次

・ALL ROOMsスタッフとしての活動歴は2年。1年間のアメリカ留学（トビタテ!留学
JAPAN）を経て、今年度TOEIC925点に到達した。英語が専門でない中で、このような
秀でた英語力を身に付けたことは、称賛に値する。また、斬新なアイディアを常に提供し、
TEDトークイベント等を新たに企画するなど、ALL ROOMsの新しい方向性について積極
的に取り組んでいる。トビタテ!留学JAPANでの留学経験を最大限他のスタッフと学生ユー
ザーに還元しようとする姿勢が常に見られ、現在のALL ROOMsを率いてくれている。
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