
平
成
30
年
度
学
生
表
彰
等
受
賞
者

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）

リフィルウェ サンドラ 
マグワネン

国際資源学研究科
博士後期課程
資源学専攻
３年次

・ 平 成30年9月 に 開 催 さ れ たIMPC2018: International Mineral 
Processing Congress (第29回国際選鉱学会議)において，「Pressure 
Leaching of Carbonaceous Sulphide Concentrates for 
Recovery of Copper and Iron」の題目で口頭発表を行い，「Young 
Author Award」を受賞した。

柴山　敦

〃 河　谷　昌　泰 医学部医学科
５年次

・作成した学術論文が国際雑誌“Peptides”(IF=2.851)にタイトル名
「Glucagon-like peptide-1(GLP-1) action in the mouse area 
postrema neurons」として掲載された(2018,vol.107,68-74)。
・また，得られた成果について平成30年11月にSan Diegoで行われた

Society for NeuroscienceでPoster発表を行った。

山田 祐一郎

〃 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２年次

・｢Study on Analysis of Torque-Slip Characteristics of Axial Gap 
Induction Motor｣と題した原著論文が日本磁気学会誌に採録決定された
ことから，平成30年9月に日本磁気学会から学術奨励賞(内山賞)を受賞し
た。

田島　克文

〃 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
３年次

・ 平 成30年11月 に 開 催 さ れ た「3rd International Workshop on 
Magnetic Bio-Sensing (IWMBS 2018)」において，「Development 
of Wireless Temperature and Position Monitoring for Magnetic 
Hyperthermia using Pickup Coils」と題とした論文を発表し，Poster 
Presentation Awardを受賞した。

・ IEEE Transactions on Magnetics に筆頭著者として2件の原著論
文「Thermosensitive Implant for Magnetic Hyperthermia by 
Mixing Micromagnetic and Nanomagnetic Particles」 及 び
「Thermosensitive Ferromagnetic Implant for Hyperthermia 
Using a Mixture of Magnetic Micro-/nanoparticles」が受理・掲
載された。

水戸部 一孝

奨励賞
（個人） 川　上　和　宏

医学部医学科
４年次

・平成30年3月に開催された第123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，「左肺気管支分岐様式に関する考察」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。

板東　良雄

〃 湊　　　隆　文 医学部医学科
４年次

・平成30年9月に開催された第2回日本循環器学会基礎研究フォーラム
に お い て，「A bacteria-derived ACE2-like enzyme suppresses 
cardiac remodeling and dysfunction in mice」というタイトルで
ポスター発表を行い，Poster Awardを受賞した。

久場　敬司

〃 杉　島　小　雪
理工学研究科
博士前期課程
生命科学専攻２年次

・平成29年6月に開催された第44回生体分子科学討論会において，「リウマ
チ薬メトトレキサートと新規標的タンパク質であるマクロファージ遊走阻
害因子との相互作用解析」と題したポスター発表を行い，優良ポスター賞
を受賞した。
・平成30年6月に開催された第45回生体分子科学討論会において，「抗リウ
マチ薬メトトレキサートとマクロファージ遊走阻害因子の複合体結晶構造
解析」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。

尾髙　雅文

〃 石　川　日　菜
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30年9月に開催されたICISIP2018(The 6th IIAE International 
Conference on Intelligent Systems and Image Processing 
2018)において，｢Improvement of Method to Estimate Colors of 
Amber｣と題した発表を行い，ICISIP2018 Best Poster Awardを受賞し
た。
・その他学会発表を5件行い，その成果として共著論文を発表した。
・研究成果として，現在1件の特許を出願中である。

景山　陽一

〃 鈴　木　拓　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30年9月に開催されたICISIP2018(The 6th IIAE International 
Conference on Intelligent Systems and Image Processing 
2018)に お い て，｢A Study on Extraction and Recognition of 
Speed Limit Signs to Assist Drivers of Vehicles ｣と題した発表を行い，
ICISIP2018 Best Poster Awardを受賞した。

・その他学会発表を6件行った。
・研究成果として，現在1件の特許を出願中である。

景山　陽一

〃 戸　塚　　　心
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12月に開催された第18回計測自動制御学会システムインテグ
レーション部門講演会において，「福島県三春ダムを対象とした無人航空
機データによる水質推定」と題した発表を行い，SI2017優秀講演賞を受賞
した。
・その他学会発表を6件，国際シンポジウムでの発表を1件行った。
・筆頭著者として投稿した英語論文が掲載された。

景山　陽一

〃 松　井　　　解
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30年9月に開催されたICISIP2018(The 6th IIAE International 
Conference on Intelligent Systems and Image Processing 
2018)に お い て，｢Analysis of Water Quality Conditions of Lake 
Hachiroko Japan with Fuzzy Cmeans Using Terra ASTER Data ｣
と題した発表を行い，ICISIP2018 Best Student Paper Awardを受賞
した。
・その他学会発表を7件，国際シンポジウムでの発表を1件行った。
・筆頭著者として投稿した英語論文の掲載が決定している。

景山　陽一

〃 作左部　皓　輔
理工学研究科
博士後期課程
総合理工学専攻
２年次

・平成30年10月に開催された第55回日本エネルギー学会石炭科学会議にお
いて，「石炭火力発電副産物中の水銀の存在形態」と題した研究発表を行い，
日本エネルギー学会石炭科学会議優秀賞を受賞した。更に，その研究発表
が日本エネルギー学会奨励賞を受賞することが決定している。
・研究論文1本が掲載決定，英語論文を投稿中である。

菅原　勝康
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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5年次 女子800m 第 2 位 第87回日本学生陸上競技対校選手権

大会

陸上競技部 松下　翔一

医学部女子陸上
競技部 山田 武千代

奨 励 賞
（団 体） 男子ハンドボール部 男子の部優勝

第70回日本ハンドボール選手権大会
東北ステージ兼第55回東北総合ハン
ドボール選手権大会

佐藤　靖

奨 励 賞
（個 人） 渡　邉　優　樹

理工学部
数理・電気電子情報学科
2年次

男子200m 第 1 位 第71回東北学生陸上競技対校選手
権大会 陸上競技部 松下　翔一

〃 渡　邉　結　子 教育文化学部
学校教育課程1年次 女子棒高跳 優 勝 第47回東北学生陸上競技選手権大

会 陸上競技部 松下　翔一

〃 濱　田　風　香 教育文化学部
学校教育課程3年次 女子走高跳 優 勝 第47回東北学生陸上競技選手権大

会 陸上競技部 松下　翔一

〃 桜　庭　美　紅 教育文化学部
学校教育課程3年次 女子1500m 優 勝 第47回東北学生陸上競技選手権大

会 陸上競技部 松下　翔一

〃 藤　原　良　輝 教育文化学部
学校教育課程4年次 男子ハンドボール ベスト7 第53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

〃 堀　　　俊　介 教育文化学部
学校教育課程4年次 男子ハンドボール ベスト7 第63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

〃 高　橋　友　朗
理工学部
数理・電気電子情報学科
2年次

男子ハンドボール 得点 王 第63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

〃 田　代　悠　夏 教育文化学部
学校教育課程4年次 女子ハンドボール ベスト7 第63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

〃 一　戸　歩　生 教育文化学部
学校教育課程2年次 男子60kg級 優 勝 第37回東北学生柔道体重別選手権

大会 柔道部 三戸　範之

〃 畠　山　　　晃 理工学部
物質科学科3年次 男子個人形 第 3 位 第40回全国国公立大学空手道選手

権大会 空手道部 島田　洋一

〃 福　原　一　輝
理工学部
システムデザイン工学科
3年次

男子100m平泳ぎ 第 1 位 第11回北部学生選手権水泳競技大
会 水泳部 伊藤　豊

〃
渡　邉　雄　介

国際資源学部
資源開発環境コース
1年次

新人戦タンゴ
新人戦クイック
ステップ

第 1 位 第95回全東北学生競技ダンス選手
権大会 競技ダンス部 小原　仁

黒　木　愛　莉 教育文化学部
地域文化学科2年次

〃 亀　山　雛　子 医学部
医学科4年次 女子100m 優 勝 第75回全日本医歯薬獣医大学対校

陸上競技選手権大会
医学部女子
陸上競技部 山田 武千代

学生表彰被表彰者一覧〈社会貢献関係〉
賞 氏名 所属 受賞内容

優 秀 賞
（個 人） 宮　地　貴　士

医学部
医学科4年次

・ザンビア共和国の無医村に巡回診療の拠点を開設し，9,500人の村人達に医療を届けるとともに，国
内ではザンビア風お好み焼きの販売を中心に，ザンビアの文化に付加価値を付けて提供することで診
療所の建設資金を調達したことにより，平成30年度JASSO優秀学生顕彰において，社会貢献分野で
の大賞（1名）を受賞した。
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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） 女子ハンドボール部

女子の部Aリーグ　第4位 第53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63回東北学生ハンドボール秋季

リーグ戦

〃 柔道部 第3位 第20回東北学生柔道体重別団体優勝
大会 三戸　範之

〃 医学部女子陸上競技部 女子総合第1位
女子トラック第1位

第61回東日本医科学生総合体育大会
陸上競技 山田 武千代

〃 医学部女子卓球部 女子団体優勝 第61回東日本医科学生総合体育大会
卓球競技 西川　俊昭

〃 医学部女子バスケットボール部 女子の部優勝 第61回東日本医科学生総合体育大会
バスケットボール競技 奥山　学

〃 医学部女子バドミントン部 女子団体戦優勝 第61回東日本医科学生総合体育大会バ
ドミントン競技 南谷　佳弘

〃 医学部男子ソフトテニス部 男子優勝 第61回東日本医科学生総合体育大会
ソフトテニス競技 飯島　克則

課外活動
（個 人） 石　田　なつみ

教育文化学部
地域文化学科3年次 女子個人戦 第 2 位 第69回東北地区大学体育大会　弓道

の部 弓道部 水戸部 一孝

〃 丹　　　智　広 教育文化学部
学校教育課程2年次 男子60kg級 準優勝 第37回東北学生柔道体重別選手権大

会 柔道部 三戸　範之

〃 柿　崎　比　呂 教育文化学部
学校教育課程4年次 男子100kg級 準優勝 第37回東北学生柔道体重別選手権大

会 柔道部 三戸　範之

〃 村　山　洸　志
理工学部
数理・電気電子情報学科
1年次

男子100m背泳ぎ 第 3 位 第69回東北地区大学体育大会　水泳
の部 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
3年次

女子200m背泳ぎ 第 3 位 第33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6年次

クロスカント
リー女子5km 第 1 位 第60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

〃

安　藤　賀　子 医学部
医学科3年次

女子4×100m
リレー 第 1 位 第61回東日本医科学生総合体育大会

陸上競技
医学部女子
陸上競技部 山田 武千代

広　田　有　紀 医学部
医学科5年次

中　村　みのり 医学部
医学科6年次

亀　山　雛　子 医学部
医学科4年次

〃

亀　山　雛　子 医学部
医学科4年次

女子4×400m
リレー 第 1 位 第61回東日本医科学生総合体育大会

陸上競技
医学部女子
陸上競技部 山田 武千代

広　田　有　紀 医学部
医学科5年次

加　藤　珠　恵 医学部
医学科 4年次

中　村　みのり 医学部
医学科6年次

〃
渡　邊　里　奈 医学部

医学科6年次
女子ダブルス 優 勝 第61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5年次

〃 岸　上　哲　也 医学部
医学科6年次 男子個人戦 優 勝 第61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4年次 女子個人戦 優 勝 第61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

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） 戸　巻　志　穂

教育文化学部
学校教育課程4年次

・2年次からALL ROOMsスタッフとして活動し，ALL ROOMsの発展及び利用者への語学
学習サポートに尽力した。

　4年次でミネソタ州立セントクラウド大学に1年間留学し，留学中の様子について，短期研
修予定の県内高校生の事前研修で説明したり，留学の成果をALL ROOMs学生スタッフ・
利用者に還元したりした。

　2年次では英語が決して堪能とは言えなかったが，現在は英語の会話力は本学の卒業生と
して模範となるレベルに到達した。

後藤　猛

〃 高　久　暁　人 理工学部
物質科学科3年次

・2年次にイングリッシュマラソンでTOEIC300点アップという目覚ましい成果を残し，3年
次よりALL ROOMsの学生スタッフとして活躍している。
　誰にでも優しく穏やかに接する事の出来る長所を生かし，ALL ROOMsの利用者の増加と

ALL ROOMsのスタッフの居心地のよい雰囲気作りに特に貢献している。
　英語に対してひたむきに取り組むその姿勢に，利用者も学生スタッフも刺激を受けており，

TOEICの現在の点数は905点まで上昇している。

後藤　猛
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