
学校名 氏名 区分 業績要約 表彰

秋田大学 河谷　昌泰 自律神経

自律神経の未解明の現象を検討した。①GLP１R作動薬の延髄最後野で
の興奮性作用を明らかにした。②骨盤臓器の特徴的な神経回路を検討
し、神経基盤を明らかにした。国際学術誌複数掲載。国際・国内学会発表
多数。 大賞

山梨大学 社本　憲俊
新規たんぱく
質 (CFAP70)
の研究

第70回日本細胞生物学会や第9回繊毛研究会にて発表を行い、第123回
日本解剖学会学術集会学生セッションでは優秀発表賞を受賞した。また、
本研究はIF5.6のCells誌に掲載された。

大賞

九州大学 金谷　啓之
ヒドラの睡眠メ
カニズムの研
究

①論文発表: 筆頭著者として2本の論文を発表した(Kanaya et al., 2019;
Miyokawa et al., 2018) ②学会発表: 第25回日本時間生物学会学術大会
優秀ポスター賞

大賞

筑波大学 伊藤　優太 光学

頭部装着型ディスプレイにおけるハイダイナミックレンジ表現手法の提案．
また実世界で大型の物体を光学的に完全に消す光学迷彩手法の研究に
従事．その他の研究でも国際学会での発表多数．

大賞

東北大学 菊池　顕生
分子ロボティク
ス

アメリカで行われる学部生を対象とした大会BIOMODにチームマネー
ジャーとして参加し、過去の経験をもとにプロジェクトの進行度合いの確認
や仕事の割り当て、実験を担い、チームを総合優勝へと導いた。

優秀賞

麻布大学 鈴木　美羅
血管内皮細胞
のガングリオシ
ドGM3の研究

血管内皮細胞のガングリオシドGM3が腫瘍血管新生を制御することを明ら
かにし、国内・国際学会で発表。SFRR-AsiaにおいてはYoung Investigator
Award受賞。

優秀賞

米子工業高等
専門学校

田中　泰斗

卵殻及び卵殻
膜の吸着性を
利用した建築
素材

シックハウス症候群の解消を目的とし，食品廃棄物の卵殻および卵殻膜の
吸着性能をホルムアルデヒドの濃度低減に応用した建築材料を開発した．
日本代表として出場した国際大会（Intel ISEF 2019）では優秀賞3等を受
賞． 奨励賞

立命館大学 臼井　健太郎 知覚心理学
知覚心理学。運動の知覚に関する研究。奥行きの知覚に関する研究。明
るさの知覚に関する研究。国際学会ポスター発表。国際学会デモ発表。デ
モ発表ではグランプリ受賞。

奨励賞

昭和大学 植田　紫衣生
スクロース破
骨細胞分化抑
制の研究

スクロースが破骨細胞分化を抑制することを研究。スクロースが歯周病に
おける歯周骨吸収を抑制する治療薬になり得る可能性を示唆。APDSA、
JADR学会にて発表。Joseph Lister Award受賞。

奨励賞
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多摩美術大学 長岡　華子 広告デザイン

第67回朝日広告賞一般公募の部グランプリ受賞

大賞

立命館大学 鈴木　ひとみ 珠算

珠算。そろばんグランプリジャパン2019シニア部門そろばん日本一、七夕そ
ろばんワールド一般の部団体総合競技優勝（2016）フラッシュ暗算優勝
（2018）、全国計算競技大会読上算優勝（2018）等。

大賞

東京造形大学 篠原　優斗 デザイン

2018年12月に開催された  「おいしい東北パッケージデザイン展2018」とい
う東北経済産業局が主催のデザインコンペディションにおいて、開催史上
初となる学生でのグランプリと優秀賞を受賞しました。

優秀賞

名古屋モード学
園

太田　楓
ファッションデ
ザイン

日暮里ファッションデザインコンテスト2018グランプリ、第17回・第19回YKK
ファスニングアワード入選、ナゴヤファッションコンテスト2019入選、セカンド
デザインコンテストグループ金賞など。

優秀賞

同志社大学 片山　輝
チアリーディ
ング

ダンス。2018、2019　ICUチアリーディング世界選手権、DANCE WORLDS
HipHop部門　1位、2018　FISU　世界大学チアリーディング選手権大会
HipHop部門　1位

優秀賞

東京モード学園 小口　大輔
ファッションデ
ザイン

入学してから常に志高く、学内・外のコンテストにチャレンジ。オリジナルデ
ザインで数々の賞を受賞。第93回装苑賞　準グランプリ、イタリア
INTRECCINCANTIERE 2019 グランプリを受賞した。

奨励賞

ＨＡＬ大阪 橋詰　隆成
３DCGアニ
メーション

ASIA GRAPH 学生アニメーション作品公募部門 最優秀賞　FFF-S  最優秀
賞
CGC エンターテイメント部門 優秀賞　ADDA 動画部門 優秀賞
KLabCreativeFes19 準優勝 奨励賞

多摩美術大学 渡邊　小桃 油絵

次代の日本の美術界をになう、可能性のある作家を顕彰助成する「上野の
森美術館大賞展」にて、843点の応募作品の中から5回の審査を経て選出
された優秀賞4点のうち、優秀賞 ニッポン放送賞に選ばれた。

奨励賞

多摩美術大学 吉成　真里 デザイン

2018年5月、サンスター文具主催の第23回文房具アイデアコンテスト一般
部門にて、全3614作品の中から審査員特別賞を受賞しました。

奨励賞

北海商科大学 久保　新 珠算 令和元年度全日本珠算選手権大会　読上暗算競技　優勝 奨励賞

埼玉コンピュータ 小林　紗雪
グラフィックデ
ザイン

イラストレーション・グラフィックデザイン。ACA世界学生大会2019日本代
表、決勝戦第10位入賞。

奨励賞

文化・芸術
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山梨学院大学 乙黒　拓斗 レスリング

全日本選手権優勝天皇杯（最優秀選手賞）獲得　世界選手権優勝世界レ
スリング連合から２０１８年マッチ オブ ザ イヤー（最高試合）、ブレークアウ
ト パフォーマー オブ ザ イヤー（最も飛躍した選手）受賞

大賞

至学館大学 川井　友香子 レスリング

2018年世界選手権62kg級2位、U-23世界選手権62kg級1位、天皇杯全日
本選手権大会62kg級1位、2019年アジア選手権62kg級2位、明治杯全日本
選抜選手権大会62kg級1位

大賞

至学館大学 向田　真優 レスリング

2016年世界選手権55kg級1位、2017年世界選手権53kg級2位、2018年全
世界選手権55kg級1位、2019年アジア選手権53kg級2位、明治杯全日本選
抜選手権大会53kg級1位

大賞

国士舘大学 友清　光 柔道

■81㎏級 優勝
（ユニバーシアード競技大会、ヨーロッパオープン・オディベーラス、全日本
学生柔道体重別選手権大会、全日本ジュニア柔道体重別選手権大会)
■81㎏級 3位（アジアパシフィック選手権大会） 大賞

早稲田大学 加納　虹輝 フェンシング

2018年アジア競技大会エペ個人3位、団体優勝。2019年ワールドカップバ
ンクーバー大会エペ個人優勝。2019年ワールドカップブエノスアイレス大会
エペ団体優勝。2019年世界選手権エペ個人6位。

優秀賞

日本女子体育
大学

林　愛華 新体操

全日本学生新体操選手権大会２度優勝、全日本新体操選手権大会、アジ
ア新体操選手権大会、ミスバレンタイン優勝

優秀賞

羽衣国際大学 北村　菜々美 サッカー

女子サッカーFIFAJ-20　Women’ｓWorldCup優勝

優秀賞

法政大学 村山　健太郎 フェンシング

2016年ジュニアワールドカップ個人3位団体2位、全日本選手権団体優勝、
2017年ユニバーシアード競技大会団体4位、2018年アジアジュニア選手権
大会個人3位団体2位、全日本学生選手権個人優勝団体優勝

優秀賞

早稲田大学 佐藤　千夏 水泳

競泳。第30回ユニバーシアード競技大会　800m自由形3位。

優秀賞

日本体育大学 小山　玲央 ソフトボール

ソフトボール競技。第52回全日本大学選手権・優勝、第10回アジア男子選
手権・優勝、第53回全日本大学選手権・優勝、第64回全日本総合選手権・
優勝、第16回世界男子選手権・準優勝

優秀賞

スポーツ
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早稲田大学 伊東　利来也 陸上リレー

日本選手権や全日本インカレ、国体といった全国大会での表彰台に加え、
アジア選手権や世界リレーなどの国際大会での上位入賞日本新記録樹立
やといった活躍で、日本の陸上界を盛り上げた。

奨励賞

日本体育大学 東　晟良 フェンシング

去年のアジア競技大会で団体金メダル、今年の世界ジュニア選手権で団
体銀メダル、アジア選手権では団体金メダルと３大会、日本女子フルーレ
初となるメダルを獲得することができました。

奨励賞

関東学院大学 川﨑　清純 ラグビー

第３０回ユニバーシアード夏季競技大会２０１９　優勝、アジアラグビーシ
リーズ２０１８　優勝、アジアインビテーショナルセブンズ２０１８　優勝、ピリ
カモシリセブンズ大会優勝

奨励賞

駿河台大学 若林　康太 陸上
4×400mR（日本代表）：2019世界リレー4位、2019アジア選手権優勝(男
子)・3位(混合)
個人：日本学生個人選手権優勝(2017)、日本選手権5位(2019)

奨励賞

早稲田大学 牧野　紘子
水泳バタフラ
イ

第95回日本選手権で100mバタフライ優勝、ジャパンオープン2019で200バ
タフライ2位。第18回世界水泳選手権で100ｍ・200ｍバタフライで準決勝進
出、400ｍ女子メドレーリレーで6位入賞。

奨励賞

早稲田大学 竹内　智哉 水泳
・第30回ユニバーシアード競技会200m個人メドレー4位・世界水泳選手権
大会(25m) 400m個人メドレー7位

奨励賞

関西学院大学 柴垣　匡義
インラインス
ケート

昨年の世界選手権では銀メダル、アジア選手権では金メダルと銀メダルを
獲得。今年は全日本選手権で総合優勝し、日本代表として出場した世界選
手権で銅メダルを獲得した。世界選手権において２年連続のメダルを獲
得。

奨励賞

履正社スポーツ専吉井　温愛
女子硬式野
球

女子硬式野球　・伊予銀行杯第１４回全日本女子硬式野球選手権大会
第3位・第８回WBSC女子野球ワールドカップ　優勝・第１３回全日本女子硬
式クラブ野球選手権大会　第３位

奨励賞

同志社大学 林　穂之香 女子サッカー
サッカー年代別日本女子代表として、2017年AFC U-19女子選手権中国大
会優勝。2018年FIFA U-20 女子ワールドカップフランス大会優勝。チーム
副キャプテンとして出場し世界一を獲得。

奨励賞

同志社大学 田中　希実 陸上
陸上競技。第17回U20世界陸上選手権　第1位（3000ⅿ）、第18回アジア
ジュニア陸上選手権　第1位（3000ⅿ）、第102回日本陸上競技選手権大会
クロスカントリー競走　第1位（8㎞）　等

奨励賞

摂南大学 川西　健太
アンプティー
サッカー

アンプティーサッカーの国内の主要大会で成績を残し、ワールドカップ日本
代表メンバーに選出されました。そこで、日本代表のチーム内で最多得点
を獲得し、日本代表の歴代最高順位となる10位入賞に貢献しました。

奨励賞
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佐久大学信州短 山浦　美和子
ショートトラッ
ク

FISU第２９回ユニバーシアード冬季大会ショートトラックスピードスケート競
技の３０００ｍリレーにおいて準優勝。全日本インカレでは５００m　１０００ｍ
２連覇中。

奨励賞

桜美林大学 水田　光夏 パラ射撃
パラ射撃競技。全日本選手権10mP60MW-SH2第30回大会・第2位、第31
回大会・第3位、ワールドカップ シャトールー大会・29位、ワールドカップ オ
シエク大会・14位など。

奨励賞

新潟産業大学 稲場　悠介 水球
水球のワールドリーグ・スーパーファイナル2019で大会得点王獲得（2018
年大会に続き、2年連続）、日本代表チームとして6位入賞。世界水泳選手
権11位。海外リーグ、ルーマニアン・スーパーシーガ準優勝。

奨励賞

日本体育大学 三島　廉 カヌー
カヌー競技。アジア大会・4位（C1)　U23世界選手権大会・17位（K１）、２７位
（C１）　NHK杯・２位（K１）、２位（C１）　第73回国民体育大会・２５ゲート１位
（C１）、１５ゲート１位（C１）

奨励賞

日本体育大学 三浦　成美 女子サッカー
FIFA女子W杯2019ベスト16、FIFAU-20女子W杯銅メダル(フェアプレー賞全
日本女子サッカー大会優勝、2017.18なでしこリーグ優勝、なでしこリーグ
カップ優勝、

奨励賞

日本体育大学 吉越　奏詞 パラ馬術
ＣPEID 3★2019　Gotenba （国際大会）グレードⅡ　チームテスト優勝　イン
ディビジュアルテスト優勝　　　　　　　　　　　２０１８アメリカ世界選手権　決
勝フリースタイル　６位

奨励賞

同志社大学 佐藤　友香 カヌー
カヌースプリント競技。ASIA PACIFIC SPRINT CUP2019　200ｍ wk-2
200m第１位

奨励賞
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群馬大学 古澤　龍夜
群馬県内に
おけるICT教
育の普及

群馬県におけるICT教育の発展とその格差是正を目指し、県内に密着した
活動を行ってきた。その一環として、複数のICT教育団体の立ち上げに中
心的に関わり、年間１０００人以上を対象にICT教育を行った。

大賞

京都大学 中丸　和
防災教育の
普及活動

東日本大震災で被災した経験を通して、防災教育の重要性を感じており、
将来子どもたちを守る立場になる教員志望大学生を対象とした事業を立ち
上げ、災害に強い社会の実現に向け、防災教育の普及活動に尽力した。

優秀賞

関西学院大学 弓良　美桜
無料塾ボラン
ティア

塾に通えない中学生が英語と数学を学べる無料塾ボランティアを田原本町
で立ち上げ、県の事業である「奈良県学校・地域パートナーシップ事業」の
１つとして７月から活動する。30名程度の子ども達に勉強を教える。

奨励賞

沖縄国際大学 高良　翔大
献血の重要
性を周知する

同世代の学生に献血の呼びかけやセミナーなどを企画・実施し、安定的な
血液供給を支援。九州沖縄８県の学生ボランティア束ねる九州ブロック代
表として、全国実行委員会に参加、全国規模で学生献血推進活動に貢献。

奨励賞

東京造形大学 菊間　章紘
当事者の視
点で伝える障
害者支援

目に見えない障害の特性や、健常者との感覚の違いを、当事者の視点と
専門家の協力を得て分かりやすく絵本にし、今困っている子どもや親、支
援者へ理解啓発を実施した。

奨励賞

日本福祉大学 加藤　達洋
世代を超えた
つながり作り

地域の世代を越えたつながりづくりを目的とした居場所づくり活動を行いま
した。そのうち、「食べる」ことをテーマにした活動は、朝日新聞社、中日新
聞社、知多半島ケーブルネットワークの取材を受けました。

奨励賞

長岡造形大学 堀川　強
地域学習教
材「新潟ぱる
た」の開発

将来的な新潟の担い手不足解決のために地域学習教材「新潟ぱるた」を
開発し、児童・若者を対象に新潟を楽しく学び、愛着形成を促す場づくりを
実践し、317名が参加。活動経費を自発的に得るため合同会社を起業。

奨励賞

社会貢献
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滋賀医科大学 高畑　翔吾
脳卒中早期
発見アプリ開
発

医学部生2人と共に、脳卒中早期発見アプリを開発しミライノピッチを始め3
つのビジコンで優勝した。大学と共同で特許出願を行った後、JSTの
SCOREプログラムに採択され5百万円の研究開発費を獲得した。

優秀賞

高知工科大学 本田　茜

外国人のた
めの不動産
契約サポート
システム開発

第16回キャンパスベンチャーグランプリ四国にて、四国経済産業局長を受
賞。

優秀賞

産業イノベーション・ベンチャー
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立教大学 庄司　大輝
ネパールでの
教育支援活
動

2年間ネパールへの教育支援団体で活動。卒団後、柔道で交流旅を実施
し3ヶ月間10カ国1000人と交流。ネパール警察学校から感謝賞、ネパール
柔道連盟より特別専任コーチ、埼玉県庁から埼玉県親善大使に任命。

大賞

長崎純心大学 酒井　環
ナガサキユー
ス代表団のメ
ンバー

ナガサキユース代表団のメンバーとして活動し、NPT再検討会議第2，3回
準備委員会に参加・傍聴した。国連内でプレゼンテーションや自作のショー
トフィルムを上映し、世界各国の若者や外交官と意見交換を行った。

大賞

神戸市外国語大 植村　桃子
日本ポーラン
ド学生会議の
主催

史上初の日本ポーランド学生会議を設立。国際交流基金やクラウドファン
ディング等の協力で、ポーランド人8名を東京へ誘致、一週間の会議を開
催。国交樹立100周年に向けた相互理解や両国関係への展望を議論し
た。

優秀賞

立命館大学 児玉　邦宏 学生大使

香港特別行政区政府主催の英語プレゼンテーション大会・香港杯にて優勝
し、学生大使となる。香港研修にて世界情勢の知見を深め、薮中塾グロー
バル寺子屋や岡本行夫先生のゼミにて世界で活躍するための素養を学
ぶ。

奨励賞

国際交流
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