
分野 学校名 氏名 区分 業績要約 表彰

学術 立命館大学 西殿　悠人 生薬学

生薬学・天然物化学。ショウガ科生薬の主な薬能である熱生産に関与す
る化学成分を特定し、化学構造と活性の相関について明らかにした。国
際学術誌複数掲載。国際・国内学会発表多数。

大賞

学術 広島大学 片山　春菜
人工ニューロ
ン

人工知能を支える人工ニューラル・ネットワークの基本構成要素である人
工ニューロンの理論的基盤を，二状態遷移理論を用いて確立した．さら
に，その基礎理論を超伝導量子デバイスを用いた人工ニューロンへ応
用。 大賞

学術 徳島大学 舟越　裕里江 細胞毒性

１．第６次産業で注目される藍染料成分の細胞毒性を検討し、安全レベ
ルを明らかにした。２．コーヒー豆焙煎時副生成物の細胞レベルの作用を
検討し、その安全性・有用性を明らかにした。いずれも国際誌に掲載。

大賞

学術 滋賀医科大学 髙畑　翔吾 神経科学

神経科学に関する研究成果を共著者として国際学術誌に発表した。また
日本解剖学会及び日本認知症学会全国学術集会で筆頭論者として発表
した。上記の成果等が評価され、平成29年度滋賀医科大学学生表彰を
受賞。 優秀賞

学術 広島大学 趙　継美 歯周病

歯周病が早産を引き起こす機序と関連因子の有用性について研究を行
い、JADR学会にて発表し、Joseph Lister Awardの一位を受賞。また広島
大学学長表彰、歯学部長表彰を受賞。

奨励賞

学術 筑波大学 大曽根　宏幸
ヴァーチャルリ
アリティ

GANでデザイン画を生成し服を作成する研究がNIPS2017Workshop，
TEI2018ArtsTrack採択．水中用HMDを作る研究がACE2017，
SIGGRAPH2017Poster採択

奨励賞

学術 筑波大学 山本　健太
コンピューター
グラフィクス

CG分野の最高峰の学会であるSIGGRAPHのPoster分野でPoster発表を
２件行った。１つは太陽光を用いたプロジェクター開発、及び3D Printerの
プリントエラー対策。

奨励賞
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文化・芸術 多摩美術大学 竹内　康陽
グラフィック
デザイン

JAGDA学生グランプリ、TOKYO　TDC2018　入選。

大賞

文化・芸術 東北大学 平沢　杏樹 英語弁論

第19回紅葉杯争奪英語弁論大会優勝、第12回法政大学総長杯争奪全
日本学生英語弁論大会優勝、第23回上智大学学長杯争奪英語弁論大
会優勝、第41回福澤杯争奪全日本学生英語弁論大会準優勝　等。

大賞

文化・芸術 大阪モード学園 丸山　美紀 メイクアップ

①ICAMフォトコンテスト：ゴールド
②ダイナーエアブラシフォトコンテスト：グランプリ

大賞

文化・芸術
船橋情報ビジネ
ス専門学校

大野　政人 情報処理

Microsoft Office Specialist WORLD CHAMPIONSHIP 2018のExcel2016部
門で日本男子学生初の世界第2位を獲得。

優秀賞

文化・芸術
専門学校東京
アナウンス学院

宮　龍斗 ダンス

2018年7月にＬＡで開催された世界大会「WORLD OF DANCE WORLD
CHAMPIONSHIPS」で準優勝を獲得。2017年は同大会で7位、又、中国で
開催された大会では9位獲得。

優秀賞

文化・芸術
専門学校東京
アナウンス学院

吉井　博人 ダンス

今年7月にＬＡで開催された世界大会「WORLD OF DANCE WORLD
CHAMPIONSHIPS」で準優勝を獲得、その他コンテストだけでなくダンスバ
トルでも準優勝する等。

優秀賞

文化・芸術 多摩美術大学 中馬　拓人 デザイン

毎日新聞が主催する、新聞広告コンペ「第85回毎日広告デザイン賞」に
て学生賞を受賞。

奨励賞

文化・芸術 多摩美術大学 橋本　陽丞 デザイン

SUKIYAKI MEETS THE WORLDイメージイラスト採用 富山デザインフェア
パッケージデザインコンペティション奨励賞 ASPaCAward日本･アジア学
生パッケージデザインコンペティション佳作等。

奨励賞

文化・芸術 HAL大阪 比江森　悠太 ゲーム

U２２プログラミングコンテストにおいて経済産業省商務情報政策局長賞
を受賞。
学生CGコンテストにてＰＡＲＴＮＥＲ　ＡＷＡＲＤ　Ｋｌａｂ賞を受賞。
自作ゲームフェス２０１８でドワンゴ賞を受賞。 奨励賞
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スポーツ 30009 関西学院大学 多田　修平 リレー

日本選手権で２位に入り世界陸上の日本代表に内定。世界陸上では１００ｍ
準決勝進出、４×１００ｍＲは３位で銅メダルを獲得。全日本インカレでは１０
０ｍ１０秒０７の自己ベストで２位。国体では１００ｍで優勝。

大賞

スポーツ 30040 日本体育大学 松本　航 野球

2017年　首都大学野球リーグ優勝、ベストナイン投手。明治神宮野球大会
優勝。ユニバーシアード競技大会優勝。2018年　日米大学野球最優秀投手
賞。ハーレムベースボールウィーク優勝、最優秀投手賞。

大賞

スポーツ 30037 法政大学 床　秦留可
アイスホッ
ケー

第２３回オリンピック冬季競技大会（2018/平昌）において6位入賞、 U18カテ
ゴリーの世界選手権に３度、シニアクラスの世界選手権に３度出場しました。

優秀賞

スポーツ 30003 秀明大学 鈴木　琴莉 水球

水球競技。女子日本代表チーム主将。2017年ユニバーシアード銅メダル獲
得。同年の世界水泳へ２大会連続出場。2016年のアジア水泳選手権銀メダ
ル獲得。国内大会では、日本選手権２連覇中。インカレ３連覇中。

優秀賞

スポーツ 30010 早稲田大学 木付　優衣 女子サッカー

29th Summer Universiade 2017 TAIPEI サッカー競技女子準優勝 第25回全
日本大学女子サッカー選手権大会優勝、第26回全日本大学女子サッカー選
手権大会優勝。

奨励賞

スポーツ 30025 信州大学 山田　梨央
スピードス
ケート

スピードスケート。世界大学選手権１５００m・第１位、１０００ｍ・第1位、５００
m・第２位、第２８回ユニバーシアード５００ｍ・第５位、２０１６／２０１７ワール
ドカップ第５戦５００ｍ・２１位。

奨励賞

スポーツ 30002 東北福祉大学 金谷　拓実 ゴルフ

ゴルフ競技。第29回ユニバーシアード競技大会・第１位、第８２回日本オープ
ンゴルフ選手権競技・第２位、第１８回ネイバーズトロフィーチーム選手権・第
１位。

奨励賞

スポーツ 30005 至学館大学 川井　友香子 レスリング

2017年全日本学生選手権63kg級1位、世界選手権63kg級8位、天皇杯 全日
本選手権59kg級1位、2018年ワールドカップ1位（59kg級3勝）、明治杯 全日
本選抜選手権62kg級1位。

奨励賞

スポーツ 30039 日本体育大学 玉手　勝輝 バドミントン

2017年ユニバーシアード大会バドミントン競技において団体戦および個人男
子ダブルスにおいて準優勝。また2016年、2017年全日本インカレ大会にお
いて男子ダブルス優。

奨励賞

スポーツ 30017 早稲田大学 中谷　雄飛 陸上競技

第18回アジアジュニア陸上競技選手権大会　男子10000ｍ　第2位、第17回
U２０世界陸上競技選手権大会　男子5000ｍ　第17位。

奨励賞

スポーツ 30021 山梨学院大学 乙黒　圭祐 レスリング

世界選手権代表決定戦勝利　出場権獲得（2018年10月開催）、2018年ﾜｰﾙ
ﾄﾞｶｯﾌﾟ3位、2018年ｱｼﾞｱ競技選手権8位、2017年国民体育大会 優勝、2017
年全日本選手権優勝（2回目）。

奨励賞

スポーツ 30035 神戸大学 堀庭　裕平 空手

ＦＩＳＵ第11回世界大学空手道選手権大会優勝。第72回愛媛国体2位。2017
空手1プレミアリーグハレ/ライプツィヒ大会・パリ大会3位。第16回アジアU-
21大会優勝。

奨励賞

スポーツ 30038 九州産業大学 片山　花女 空手

7月19日から7月22日まで神戸市で行われた、第11回FISU世界大学空手道
選手権大会で-55㎏級の日本代表として出場し、優勝。

奨励賞

スポーツ 30041 日本体育大学 久保田　愛夏 カヌー

カヌースプリント競技 女子カナディアン　全日本学生選手権：優勝　日本選
手権：優勝　国民体育大会：優勝　ウーマンカップ：３位　ワールドカップ第2
戦：４位

奨励賞
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社会貢献 秋田大学 宮地　貴士
ザンビア診療
所建設

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
に医療を届けた。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建設資金を調達。

大賞

社会貢献 長野大学 伊藤　将人 地域貢献

長野県で2015年から地域活動に取り組む。無料冊子発行や立会演説会
実施など活動は多岐にわたる。現在は池田町第6次総合計画審議委員を
務める。2017年にトビタテ！留学JAPAN代表として英国留学。

優秀賞

社会貢献 大阪大学 佐久間　洋司 人工知能

人工知能研究会 / AIR の代表として設立2年間で2000名以上にAIの啓
蒙・教育を行った。ダボス会議 Global Shapers のフェローとして「NEXT
DAY 2019」のリーダーに抜擢。

奨励賞

社会貢献 中央大学 石渡　健治
闘病者用コ
ミュニティサ
イト

7/21に闘病者向けのコミュニティサイト『Life Squad』をリリース。ユーザ数
は202人、月間PV数は13,000。（8/20現在）https://www.life-squad.jp/

奨励賞

社会貢献 日本福祉大学 白井　翼 地域貢献

日本福祉大学半田キャンパスの近くにある半田市亀崎町で、「亀崎こども
建築塾」や「学生シェアハウスの運営・生活」などの、地域要請に対して継
続的かつ積極的な地域活性化まちづくり活動。

奨励賞

社会貢献 中央大学 八村　美璃 まちづくり

「ヨコスカネイビーパーカー」を発案,地元愛を表現するツールとして1000着
超を普及。今治市や多摩地域での地域活動に携わり,選抜制学生会議
「G1カレッジ」の代表として多くのイニシアチブを生んだ。

奨励賞

社会貢献 立命館大学 齋藤　光 子ども見守り

消防団や子どもの見守り、区民新聞への原稿対応といった形で、高齢化
の進む地域活動の担い手に学生が関わるという新な視点の提示と可能
性を提示。

奨励賞
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産業イノベー
ション・ベン
チャー

筑波大学 冨平　準喜
プログラミン
グ

高専プログラミングコンテストに出した作品が、ものづくりの第一線で活躍
する優秀と認められる方々を顕彰する内閣総理大臣表彰ものづくり日本
大賞を受賞、2020年の東京オリンピックで導入されることが決定。

大賞

産業イノベー
ション・ベン
チャー

東京大学 中條　武
教育プログラ
ム

FULMA株式会社を学生5人で運営し、“YouTuberになる”から学べる日本
初の小学生向け教育プログラムYouTuber Academyを立ち上げ、延べ
1000人以上がご参加。

優秀賞

産業イノベー
ション・ベン
チャー

同志社大学 竹永　勇真 ゲーム

東京ゲームショウ無料出展選考突破
日本ゲーム大賞アマチュア部門で最終選考進出(VR作品で歴代初)
UnrealDevGrantsに採用
EpicFridayに選出
同志社ローム記念館大賞を3年連続受賞

優秀賞

産業イノベー
ション・ベン
チャー

同志社大学 杉谷　瑛介
スポーツベン
チャー

東京2020アイディアソンにて五輪での新しい観戦方法を提案し、最優秀
賞を受賞した。欧州サッカークラブと提携して学生向けインターンを斡旋し
た。体育会学生の将来設計への自覚を促すイベントを企画、主催。

奨励賞
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国際交流 上智大学 西村　映海
国際相互理
解

日本代表として複数の国際交流事業や会議、インターンシップを通じた持
続的な日本発信活動、国際相互理解の推進。共に複合的かつ不確実な
国際社会問題に向き合う次世代のグローバルネットワークを広範に築く。

優秀賞
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