
過去10年（平成19年度～平成28年度）の顕著な受賞歴（学生）　※県大ホームページに記載分を各部局で補完のうえ作成

【薬学分野】

（平成19年度）

賞名 所属 受賞者

1 遺伝子・デリバリー研究会第7回シンポジウム　準奨励賞 薬学研究科 松下小緒里
2 第14回日本排尿機能学会　河邉賞 薬学研究科 丸山 修治
3 日本腎臓学会・バクスター奨学プログラム　Travel Award 薬学研究科 北本 将幸
4 第3回　国際O-CHA学術会議(ICOS2007)　ポスター賞 薬学研究科（※） 田中 紫茉子
5 第11回生体触媒化学シンポジウム　優秀ポスター賞 薬学研究科 根本 裕之
6 平成19年度科学交流フォーラム（第9回静岡大学ライフサイエンスシンポジウム）　ポスター賞薬学研究科（※） 高森 仁奈

（平成20年度）

賞名 所属 受賞者

1 シンポジウム、モレキュラー・キラリティー2008最優秀ポスター賞 薬学研究科 小泉　靖明
2 日本薬剤学会第23年会 最優秀発表者賞 薬学研究科 井田　智子
3 日本薬剤学会第23年会 永井財団大学院生スカラシップ 薬学研究科 世戸　孝樹
4 11th Liposome Research Days Conference　The Young Investigator Award 薬学研究科 井田　智子

5 Controlled Release Society 35th Annual Meeting　Presenter for the Highlights of Student Posters Session薬学研究科 村瀬　悠希

6 第4回食と健康に関する新潟国際シンポジウム ポスター賞 薬学研究科 石川　雄一
7 日本腎臓学会・バクスター奨学金プログラムTravel Award 薬学研究科 加藤　こずえ
8 第24回茶学術研究会講演会 学術奨励賞 薬学研究科 吉川　俊博
9 第23回静岡県病院薬剤師会学術大会 優秀演題賞 薬学研究科 坂和　園子

（平成21年度）

賞名 所属 受賞者

1 日本薬剤学会第24年会 永井財団大学院生スカラシップ 薬学研究科 木村 晋一郎、藤木 定弘
2 第82回日本生化学会大会  優秀プレゼンテーション賞 薬学研究科 黒澤 雅俊
3 第6回日本カテキン学会 優秀ポスタープレゼンテーション賞 薬学研究科 石川 雄一
4 日本排尿機能学会賞（基礎部門） 薬学研究科 吉田 徳

（平成22年度）

賞名 所属 受賞者

1 日本薬剤学会第25年会 永井財団大学院学生スカラシップ 薬学研究科 石井 貴之



2 第10回日本抗加齢医学会総会 優秀演題賞 薬学部 矢吹　晴一郎
3 フォーラム2010：衛生薬学・環境トキシコロジー 実行委員長賞 薬学研究科 高田　俊介

薬学研究科 花田　良輔
薬学部 杉山　公二

5 第4回国際O-CHA学術会議（ICOS2010） Outstanding Poster Award 薬学研究科 Suratsawadee Piyaviriyakul
6 日本腎臓学会・バクスター奨学金プログラムTravel Award 薬学研究科 杉本　明央

7
Travelship to the 2010 FIP Pharmaceutical Sciences World Congress/AAPS
Annual Meeting and Exposition

薬学研究科 世戸　孝樹

8 粉体工学会秋期研究発表会 ベストプレゼンテーション賞 薬学研究科 大塚　智子
9 第26回茶学術研究会口演発表の部 奨励賞 薬学研究科 松本 圭司

10 第12回静岡ライフサイエンスシンポジウム ポスター賞 薬学研究科 前田 健一、宮崎 英明
11 第26回茶学術研究会 ポスター賞 薬学研究科 藤谷 圭佑
12 実用英語技能検定1級 文部科学大臣奨励賞 薬学部 佐武 秀紀

（平成23年度）

賞名 所属 受賞者

1 第9回次世代を担う有機合成シンポジウム 優秀発表賞 薬学研究科 吉田 篤史
2 第11回日本抗加齢医学会総会 優秀演題賞 薬学部 鈴木 秀敏
3 日本薬剤学会第26年会　日本薬剤学会永井財団学部学生七つ星薬師奨励賞 薬学部 竹中 僚一
4 第27回日本DDS学会 優秀発表者賞 薬学研究科 石井 貴之

5
The 2nd International Symposium on Process Chemistry （第2回プロセス化学国際シンポジウ
ム） JSPC (日本プロセス化学会) 優秀賞

薬学研究科 杉山 公二

6 第84回日本生化学会大会　鈴木紘一メモリアル賞 薬学研究科 山口 真帆
7 9th International Symposium on Trace Elements in Human Conference,　student travel grants 薬学研究科 高田 俊介
8 The 4th international Conference on Health and Longevity Sciences, Poster Presentation Award薬学研究科 藤木 定弘
9 第10回次世代を担う若手ファーマ・バイオフォーラム2011 優秀発表賞 薬学研究科 福島 圭穣

10 メタロチオネイン＆メタロバイオサイエンス研究会2011 実行委員長賞 薬学研究科 中村 仁聡

薬学研究科
木村 武志 、世戸孝樹 、平井啓太、池本 啓祐、高
田俊介、中村仁聡、他12名

薬学部 上戸 由里佳、福田達也、松木孝太、大滝 俊也

（平成24年度）

賞名 所属 受賞者

1 日本薬剤学会第27年会　日本薬剤学会永井財団学部学生七つ星薬師奨励賞 薬学部 池上 奈穂
2 第12回日本抗加齢医学会総会　優秀演題賞 薬学部 平野 早絵
3 日本薬剤学会 第 37 回 製剤セミナー Postdoctoral Presentation Award 薬学研究科 世戸　孝樹
4 第58回日本薬学会東海支部大会学生フォーラム発表賞 薬学部 諸田有佳
5 老化促進モデルマウス(SAM)研究協議会第27回研究発表会若手優秀演題賞 薬学部 大滝 俊也
6 第25回バイオメディカル分析科学シンポジウム(BMAS2012)　臨床研究奨励賞 薬学研究科 筒井 陽仁

14回生体触媒化学シンポジウム 優秀ポスター賞

日本薬学会第132年会学生優秀発表賞

4

11



7 第10回若手の力フォーラム　糖鎖科学中部拠点奨励賞 薬食生命科学総合学府 坪井　康一郎
8 第29回有機合成化学セミナーポスター賞 薬学研究科 吉田　篤史
9 第14回応用薬理シンポジウム　ポスター賞 薬学部 廣瀬　智恵美

薬学部 望月　由布子
薬食生命科学総合学府 中根　敦子

11 第16回生体触媒化学シンポジウム　優秀研究発表賞 薬学部 神谷　真鈴
12 日本動物実験代替法学会 第 25 回大会 ベストポスター賞 薬学部 鈴木　源
13 平成24年度日本食品科学工学会中部支部大会　優秀賞 薬食生命科学総合学府 久保田　通代
14 第28回茶学術研究会講演会　奨励賞 薬学部 伊東 未来
15 第28回茶学術研究会講演会　ポスター賞 薬学部 高橋 由

薬学研究科
福島 圭穣、山田 尚樹、井出 和希、木村 武志
池内 和忠、吉田 篤史

薬食生命科学総合学府 坪井 康一郎、加藤 尚視
薬学部 松永 沙織、上戸 由里佳
食品栄養科学部 加藤 大地
薬食生命科学総合学府 乾 沙王里

（平成25年度）

賞名 所属 受賞者

1 日本薬剤学会第28年会　最優秀発表者賞 薬食生命科学総合学府(薬） 加藤 尚視、寺澤 直彦、見瀬 僚平
2 日本薬剤学会第28年会　日本薬剤学会永井財団大学院学生スカラシップ 薬食生命科学総合学府(薬） 舟越 由香、加藤 尚視、福田 達也、村尾 卓也
3 日本薬剤学会第28年会　日本薬剤学会永井財団学部学生七つ星薬師奨励賞 薬学部 岡本 彩香
4 日本薬剤学会 第 38 回 製剤セミナー Postdoctoral Presentation Award 薬学研究科 内本武亮
5 第26回バイオメディカル分析科学シンポジウム(BMAS2013)　ベストプレゼンテーション賞 薬学研究科 筒井 陽仁
6 The 5th Asian Arden Conference 2013　Best Poster Award 薬学研究科 安藤 英紀
7 PPF2013 若手研究者奨励賞 薬学研究科 筒井 陽仁
8 第86回日本生化学会大会　鈴木紘一メモリアル賞 薬学部 芳賀 辰臣
9 フォーラム2013：衛生薬学・環境トキシコロジー　実行委員長賞 薬食生命科学総合学府(薬） 藤井 洋昭 

10 フォーラム2013：衛生薬学・環境トキシコロジー　平成25年度 日本薬学会 環境・衛生部会新人賞薬学部 栗田 隆三
薬学部 上り口 敬
薬食生命科学総合学府(薬） 松村 龍志

12 第15回応用薬理シンポジウム　ボスター賞 薬学部 遠藤 壮真
13 第30回有機合成化学セミナー ポスター賞 薬食生命科学総合学府(薬） 朝比奈 彩
14 製剤機械技術学会第23会大会　優秀ポスター賞　優秀ポスター賞 薬食生命科学総合学府(薬） 見瀬 僚平

薬学部 高橋 由、稗田 蛍火舞、船本 雅文、家野 太輔

薬食生命科学総合学府 池田 絢香、福田 達也

16 第5回国際O-CHA学術会議 (ICOS 2013) ポスター賞 薬学部 石井 直人
17 10th International Symposium on Trace Elements in Human 2013　Young Investigator Award 薬食生命科学総合学府(薬） 南埜 達也
18 第44回中部化学関係学協会支部連合大会優秀賞 薬食生命科学総合学府(薬） 王 晰
19 日本循環器学会第142回東海・第127回北陸合同地方会　国際交流助成 薬食生命科学総合学府(薬） 鈴木 秀敏

16

クロマトグラフィー科学会議学生ポスター賞

日本薬学会第133年会　優秀発表者賞

第14回静岡ライフサイエンスシンポジウム ポスター賞

10

11

15

17

糖鎖科学中部拠点 第11回若手の力フォーラム　2013年度糖鎖科学中部拠点奨励賞

第18回静岡健康・長寿学術フォーラム　Poster Presentation Award



20 第39回反応と合成の進歩シンポジウム　優秀発表賞 薬食生命科学総合学府(薬） 大内 仁志
21 6th International Liposome Society (ILS) 　International Conference　Best Poster Presentation Prize薬食生命科学総合学府(薬） 福田 達也
22 第19回創剤フォーラム若手研究会，Excellent Poster Presentation Award (Gold prize)薬食生命科学総合学府(薬） 舟越 由香

薬学部 磯村 秀樹、田中 大智、長瀬　浩揮
薬食生命科学総合学府(薬） 船本 雅文、舟越 由香、鈴木　寛貴

24 第29回茶学術研究会講演会　学術奨励賞 薬食生命科学総合学府(薬） 井出 和希

25 第29回茶学術研究会講演会　ポスター賞 薬学部 中川 愛美、原 文音、原田 翔平

（平成26年度）

賞名 所属 受賞者

1 日本薬剤学会第29年会　最優秀発表者賞 薬食生命科学総合学府(薬） 岩本 翔
2 日本薬剤学会第29年会 永井財団大学院学生スカラシップ 薬食生命科学総合学府(薬） 岡本 彩香、舟越 由香
3 日本薬剤学会第29年会 永井財団学部学生七つ星薬師奨励賞 薬学部 横田 将史
4 第14回日本抗加齢医学会総会　Young Investigator Award 薬食生命科学総合学府(薬） 船本 雅文
5 第130回日本薬理学会関東部会若手優秀発表賞 薬食生命科学総合学府 高橋 絢香
6 日本薬剤学会 第 39 回 製剤セミナー Postdoctoral Presentation Award 薬学研究科 佐野 秀祐
7 第12回次世代を担う若手のためのフィジカル・ファーマフォーラム2014（PPF2014）　若手研究者奨励賞薬食生命科学総合学府(薬） 石井 裕大
8 老化促進モデルマウス(SAM)研究協議会第29回研究発表会若手優秀演題賞 薬学部 中川 愛美、原 文音
9 第27回バイオメディカル分析科学シンポジウム（BMAS2014）　研究奨励賞（星野賞） 薬食生命科学総合学府(薬） 高山 卓大

10 第 46 回 若手ペプチド夏の勉強会 準優秀発表賞 薬食生命科学総合学府(薬） 鈴木　寛貴
11 日本薬学会環境・衛生部会フォーラム2014　実行委員長賞 薬学部 長澤 聖子
12 第13回次世代を担う若手ファーマ・バイオフォーラム2014　優秀発表賞 薬食生命科学総合学府(薬） 紅林 佑希
13 2014年Biol. Pham. Bull. Highlighted Paper Selected by Editor-in-Chief (論文賞）薬学研究科 岩田　皓生
14 第14回CRCと臨床試験のあり方を考える会議　優秀演題賞 薬学部 諸星 晴香

15 製剤機械技術学会第24会大会　優秀ポスター賞 薬食生命科学総合学府(薬）
青木 肇、梶原 隆介
見瀬 僚平

16 第87回日本生化学会 若手優秀発表 薬学部 服部 芳規
薬食生命科学総合学府(薬） 井出 貴文
薬学部 小野 裕美

18
The 19th Annual Scientific Meeting of the International Society of Cardiovascular
Pharmacotherapy (ISCP)　Young Investigator Award (YIA)

薬食生命科学総合学府(薬）
櫻井 涼賀
鈴木 秀敏

薬食生命科学総合学府(薬） 紅林 佑希、岡本 彩香
薬学部 鈴木 美帆

20 第20回創剤フォーラム若手研究会，Excellent Poster Presentation Award (Gold prize)薬食生命科学総合学府(薬） 舟越 由香
21 2014年度糖鎖科学中部拠点 奨励賞 薬食生命科学総合学府(薬） 紅林 佑希
22 第30回茶学術研究会講演会 奨励賞 薬学部 諸星 晴香

第45回 中部化学関係学協会支部連合秋季大会　優秀発表賞

日本薬学会第134年会 優秀発表賞

17

23

第19回静岡健康・長寿学術フォーラム　Poster Presentation Award19



薬学部
有泉 早紀、関田 理沙、後藤 かの子、松浦 寛明
長瀬 浩揮

薬食生命科学総合学府(薬）
井出 貴文、中野 達基、紅林 佑希、鈴木 寛貴
大竹 啓斗

（平成27年度）

賞名 所属 受賞者

1 第1回J-ISCP学術集会若手研究奨励賞 薬食生命科学総合学府(薬） 船本 雅文
2 日本薬剤学会 永井財団大学院生スカラシップ 薬食生命科学総合学府(薬） 大竹 啓斗、岡本真司

3
The 20th Annual Scientific Meeting of the International Society of Cardiovascular
Pharmacotherapy (ISCP)　Young Investigator Award (YIA)

薬食生命科学総合学府(薬） 船本 雅文

薬食生命科学総合学府(薬）
新宅 彩也加、井出 貴文、田中 寛康、長尾 芳大
紅林 佑希、鈴木 秀敏、船本 雅文

薬学部 森岡 亜望、浜尾 俊
5 第13回次世代を担う若手のためのフィジカル・ファーマフォーラム （PPF2015） 若手研究者奨励賞薬学部 中村 美鈴
6 第28回バイオメディカル分析科学シンポジウム（BMAS2015）星野賞・優秀ポスター賞 薬食生命科学総合学府(薬） 西尾 優汰
7 第34回分析化学中部夏期セミナー　優秀ポスター発表賞 薬学部 福土 南
8 RSC Tokyo International Conference 2015 Best Poster Award 薬食生命科学総合学府(薬） 中野 達基

9 フォーラム2015：衛生薬学・環境トキシコロジー 平成27年度日本薬学会環境・衛生部会　新人賞 薬学部
久恒 麻里衣
佐々木 美紅

10 第14回 次世代を担う若手ファーマ・バイオフォーラム2015 薬食生命科学総合学府(薬） 紅林 佑希
11 XI ISTER（第11回国際微量元素学会）　ポスター賞 薬学部 久恒 麻里衣

薬食生命科学総合学府(薬） 宮崎 雄輔
薬食生命科学総合学府(薬） 成田 雄大
薬食生命科学総合学府(薬） 紅林 佑希
薬学部 稗田 蛍火舞

14 第26回クロマトグラフィー科学会議 優秀発表賞 薬食生命科学総合学府(薬） 高山 卓大
15 第46回中部化学関係学協会支部連合秋季大会 VIP(Very Impressive Presentation)賞 薬食生命科学総合学府(薬） 後藤 篤実
16 第28回リバネス研究費CSTジャパン賞 薬食生命科学総合学府(薬） 水野 春花
17 2015年度糖鎖科学中部拠点 奨励賞 薬食生命科学総合学府(薬） 田口 理紗
18 BMB2015（第38回日本分子生物学会年会、第88回日本生化学会大会 合同大会）若手優秀発表賞薬食生命科学総合学府(薬） 紅林 佑希
19 「有機分子触媒による未来型分子変換」第６回公開シンポジウム 薬食生命科学総合学府(薬） 浅田 純司
20 茶学術研究会30周年記念大会講演会 奨励賞 薬食生命科学総合学府(薬） 野田 誠紀
21 茶学術研究会30周年記念大会講演会 ポスター賞 薬食生命科学総合学府(薬） 中田 裕之、小池 勇太
22 第89回日本薬理学会年会 学生優秀発表賞 薬食生命科学総合学府(薬） 澤谷 俊明

薬学部 中嶋 小百合、兼子 裕規、平井 大貴、亀井 七海

薬食生命科学総合学府(薬）
石渡 千裕、紅林 佑希、橋本 正寛、福田 達也
成田 雄大、佐宗 裕久、高山 卓大、後藤 篤実

薬食生命科学総合学府(薬） 鈴木 秀敏
薬学部 小川原 慎太郎

24

23

13

12

4

日本薬学会第135年会　優秀発表賞

第20回静岡健康・長寿学術フォーラム　Poster Presentation Award

日本薬学会第136年会　優秀発表賞

学生による地域志向研究 / 地域貢献プロジェクト成果発表　優秀発表賞

日本病院薬剤師会東海ブロック 日本薬学会東海支部合同学術大会2015　ベストプレゼン賞

第61回薬学会東海支部大会 学生優秀発表賞
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（平成28年度）

賞名 所属 受賞者

1 日本薬剤学会第31年会 最優秀発表者賞 薬食生命科学総合学府(薬） 福田 達也、西川 充展
2 日本薬剤学会第31年会 永井財団大学院学生スカラシップ 薬食生命科学総合学府(薬） 仁平 拓也
3 日本薬剤学会第31年会 永井財団学部学生七つ星薬師奨励賞 薬学部 上野 宏大、芝切 若奈
4 The 1st Workshop for Japan-Korea Young Scientists on Pharmaceutics 薬食生命科学総合学府(薬） 岡本 彩香、兼子 裕規
5 第 32 回 日本 DDS 学会 優秀発表賞 薬食生命科学総合学府(薬） 田畑 藍子
6 日本医薬品情報学会総会・学術大会　優秀演題賞 薬学部 野口 真里茄
7 第2回J-ISCP学術集会 若手研究奨励賞 薬学部 鈴木 杏奈

薬食生命科学総合学府(薬） 二俣 傑、田本 千尋
薬学部 内田 雅之

9 製剤・創剤セミナー第41年会 学生ポスタープレゼンテーション・最優秀発表者賞薬食生命科学総合学府(薬） 西川 充展
10 第14回次世代を担う若手のためのフィジカル・ファーマフォーラム（PPF2016）若手研究者奨励賞 薬学部 栁澤 拓摩
11 第29回バイオメディカル分析科学シンポジウム（BMAS2016）星野賞優秀発表賞 薬食生命科学総合学府(薬） 高山 卓大
12 フォーラム2016：衛生薬学・環境トキシコロジー平成28年度日本薬学会環境・衛生部会新人賞 薬学部 天白 宗和
13 フォーラム2016：衛生薬学・環境トキシコロジー日韓次世代シンポジウム・ポスターセッション 優秀発表者賞 薬食生命科学総合学府(薬） 村上 拓
14 日本分析化学会第65年会 若手ポスター賞 薬食生命科学総合学府(薬） 高山 卓大
15 静岡実験動物研究会平成28年度大会　第44回研究発表会　林栄一賞 薬食生命科学総合学府(薬） 石田 裕丈
16 日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東海支部 合同学術大会 2016 優秀発表者賞薬学部 塚田　遼太

17 第135回日本薬理学会関東部会　優秀発表賞 薬食生命科学総合学府(薬）
石田 裕丈、澤谷 俊明
外山 真衣

18 第54回日本癌治療学会学術集会　優秀演題賞 薬学部 横井　茉里
19 第11回日本禁煙科学会学術総会　優秀演題賞 薬食生命科学総合学府(薬） 清水 果奈
20 第 3 回 薬食国際カンファレンス ポスター賞 薬食生命科学総合学府(薬） 仁平 拓也
21 第47回中部化学関係学協会支部連合秋季大会 優秀発表賞 薬食生命科学総合学府(薬） 長尾 芳大
22 第6回CSJ化学フェスタ 学生ポスター発表賞 薬食生命科学総合学府(薬） 井出 貴文

23
27th International Symposium on Pharmaceutical<br /> and Biomedical Analysis (PBA 2016)
 国際シンポ ジウム 若手ポスター賞

薬食生命科学総合学府(薬） 西尾 優汰

24 2016年糖鎖科学中部拠点 奨励賞 薬学部 鈴木 千尋
薬食生命科学総合学府(薬） 若林 弘樹
薬学部 天野 七菜
薬食生命科学総合学府(薬） 衣斐 遥
薬食生命科学総合学府(薬） 成田 雄大

27 第3回薬食国際カンファレンス PosterAward 薬学部 小川原 慎太郎
28 2016年度量子ビームサイエンスフェスタ　学生奨励賞 薬食生命科学総合学府(薬） 清水　聡史
29 第5回禁煙治療研究会 薬食生命科学総合学府(薬） 船本　雅文

薬学部 橋本　若菜、鈴木　結衣、大嶽　瞳

薬食生命科学総合学府(薬）
中尾　祐太、田本　千尋、関　秀太、澤谷　俊明、
福田　達也

第62回日本薬学会東海支部大会 優秀発表者賞8

25 日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東海支部合同学術大会2016　ベストプレゼン賞

第21回静岡健康・長寿学術フォーラム　Poster Presentation Award

30 日本薬学会第　137年会　優秀発表賞
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【食品栄養環境科学分野】

（平成19年度）

賞名 所属 受賞者

1 第3回　国際O-CHA学術会議(ICOS2007)　ポスター賞 生活健康科学研究科 竹下 裕子
2 機能性食品と健康増進作用に関する国際会議(ICoFF2007) ポスター賞 生活健康科学研究科 森 大気

生活健康科学研究科 村瀬 真代
食品栄養科学部 河田 裕希子

（平成20年度）

賞名 所属 受賞者

1 Lipid peroxidation2008 Young Investigator Award 生活健康科学研究科 伴野　勧
2 香料・テルペンおよび精油科学に関する討論会ベストプレゼンテーション賞 生活健康科学研究科 杉浦　瑞枝
3 第153回日本農芸化学会中部支部例会 ポスター賞 生活健康科学研究科 森　大気
4 日本食品科学工学会中部支部大会 一般講演者優秀者表彰 食品栄養科学部 市川　達也
5 日本水処理生物学会第45回大会 ベストプレゼンテーション賞 生活健康科学研究科 小林　祐子、鈴木　則志

（平成21年度）

賞名 所属 受賞者

1 第62回日本酸化ストレス学会 優秀演題賞 生活健康科学研究科 賴盈伶
2 第18回環境化学討論会 ナイスプレゼンテーション賞 生活健康科学研究科 山田 健太
3 第23回運動と体温の研究会 奨励賞 生活健康科学研究科 川島 孝予
4 第6回日本カテキン学会 優秀プレゼンテーション賞 生活健康科学研究科 日下 耕二
5 第56回日本食品科学工学会大会 優秀者表彰 生活健康科学研究科 尾登 賢一
6 日本水処理生物学会 ベストプレゼンテーション賞 生活健康科学研究科 林 広紀
7 第14回日本フードファクター学会 Young Investigator Award 生活健康科学研究科 植草 義徳
8 第38回日本環境変異原学会 ベストプレゼンテーション賞 生活健康科学研究科 鈴木 あずさ
9 第4回ポリフェノールと健康国際会議 Travel Award 生活健康科学研究科 幡野 愛、岡村 直樹

（平成22年度）

賞名 所属 受賞者

1 バイオアッセイ研究会・日本環境毒性学会合同研究発表会　奨励賞 生活健康科学研究科 定塚　和彦
2 第39回日本環境変異原学会 ベストプレゼンテーション賞 生活健康科学研究科 戸塚　洋輔
3 平成22年度日本食品科学工学会 中部支部大会　研究発表優秀賞 生活健康科学研究科 幡野　愛
4 平成22年度日本動物学会中部支部大会 生活健康科学研究科 千葉　文香、堀江　好文

（平成23年度）

3 平成19年度科学交流フォーラム（第9回静岡大学ライフサイエンスシンポジウム）　ポスター賞



賞名 所属 受賞者

1 日本食品科学工学会中部支部大会 一般講演者優秀賞 食品栄養科学部 小川　美穂子

（平成24年度）

賞名 所属 受賞者

1 分析化学討論会 若手ポスター賞 生活健康科学研究科 御手洗 晴日
2 日本食品科学工学会第59回大会若手の会　企業賞 生活健康科学研究科 西澤 正人
3 環境科学会2012年会ポスター年会最優秀発表賞 生活健康科学研究科 今井 佑

4
第17回日本フードファクター学会(JSoFF)学術集会・日本カテキン学会総会合同大会2012
Young Investigator Award(YIA)

生活健康科学研究科 山崎　隼輔

生活健康科学研究科 西澤 正人
薬食生命科学総合学府(食） 林 美香
食品栄養科学部 加藤 大地
薬食生命科学総合学府(食） 乾 沙王里

（平成25年度）

賞名 所属 受賞者

1 第73回分析化学討論会　若手ポスター賞 薬食生命科学総合学府（食）林 美香
2 日本DOHaD研究会 優秀演題賞 薬食生命科学総合学府(食） 山田 真実

生活健康科学研究科 望月 智貴
薬食生命科学総合学府（環）大塚 好美

4 日本農芸化学会中部支部　第168回例会 企業奨励賞 薬食生命科学総合学府(食） 望月 佐紀、杉山 由華
5 静岡健康・長寿学術フォーラム　ポスター賞 薬食生命科学総合学府(食） Vuthituyet Lan、佐藤 友紀
6 第12回SOHOしずおかビジネスプランコンテスト　最優秀賞 薬食生命科学総合学府(食） 野澤 聖明
7 第29回茶学術研究会講演会　ポスター賞 薬食生命科学総合学府(食） 松浦 加奈子

（平成26年度）

賞名 所属 受賞者

1 第23回環境化学討論会　実行委員会特別賞 薬食生命科学総合学府（環）王斉
2 将来、管理栄養士・栄養士を目指す学生が考える、やさしい介護食レシピコンテスト　エクセレント賞食品栄養科学部 藤原 朋宏
3 日本農芸化学会中部支部 奨励賞 薬食生命科学総合学府(食） 黒田 侑希
4 第11回日本カテキン学会年次学術大会　優秀発表賞 薬食生命科学総合学府(食） 平井 央子
5 富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア（A&S）　2014　ポスター発表最優秀賞 薬食生命科学総合学府（環）趙暁旭

6 富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア（A&S）　2014　ポスター発表優秀賞 薬食生命科学総合学府（環）
今西 稜太郎、管敬、呉婷婷、
中山 勇人、チャン・バン・マイ

薬食生命科学総合学府(食） 藤浪 未沙
食品栄養科学部 大野 真澄

8 「和食給食コンテスト」（静岡県「ふじのくに　和の食文化の祭典」実行委員会主催）　優秀賞 食品栄養科学部 富永 菜月、藤原 朋宏

第28回茶学術研究会講演会　ポスター賞

第14回静岡ライフサイエンスシンポジウム ポスター賞

環境科学会2013年会 優秀発表賞

平成26年度日本食品科学工学会中部支部大会　優秀賞

5

6

3
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9 「和食給食コンテスト」（静岡県「ふじのくに　和の食文化の祭典」実行委員会主催）　アイデア賞 食品栄養科学部 川田 久美子、仲山 まどか
10 第16回静岡ライフサイエンスシンポジウム　ポスター賞 最優秀賞 薬食生命科学総合学府(食） 平井 央子
11 第30回茶学術研究会講演会 ポスター賞 薬食生命科学総合学府(食） 尾崎 順哉
12 日本応用糖質科学会中部支部プレゼンテーション賞 薬食生命科学総合学府(食） 杉浦 文香

（平成27年度）

賞名 所属 受賞者

1 第12回アジア栄養学会議　Young Investigator Award 薬食生命科学総合学府(食） 佐藤 友紀
2 International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements (ICOBTE) 2015 ポスター講演賞薬食生命科学総合学府（環）戸田 美沙
3 静岡健康・長寿学術フォーラム　ポスター賞 薬食生命科学総合学府(食） 佐藤 友紀
4 しずおか優秀若手女性研究者表彰　優秀賞 薬食生命科学総合学府(食） 妹尾 奈波

薬食生命科学総合学府(食） 稲垣 僚
食品栄養科学部 小池 麻友

6 富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア2015 最優秀プレゼンテーション賞 薬食生命科学総合学府(食） 藤原 朋宏
薬食生命科学総合学府（環）王 斉、渡辺 悠人
食品栄養科学部 榛葉 有希

（平成28年度）

賞名 所属 受賞者

1 米国生化学・分子生物学会2016大会 ASBMB2016 Annual Meeting Travel Award 薬食生命科学総合学府(食） 妹尾 奈波
2 日本食品科学工学会第63回大会若手の会 優秀ポスター企業賞 薬食生命科学総合学府(食） 三澤 尚己
3 日本農芸化学会中部支部第177回例会 学術奨励賞 薬食生命科学総合学府(食） 奥村 小春
4 The 9th International PCB Workshop Special Award 薬食生命科学総合学府（環）王 斉
5 第32回茶学術研究会講演会・第13回 日本カテキン学会年次学術大会 合同大会2016　研究奨励賞薬食生命科学総合学府(食） 内海 未央
6 日本環境変異原学会第45回大会 オックスフォードジャーナル賞 薬食生命科学総合学府(食） 内野 皓平
7 第71回日本栄養・食糧学会中部支部大会 優秀発表賞 薬食生命科学総合学府(食） 井上 瑞樹
8 静岡健康・長寿学術フォーラム　ポスター賞 薬食生命科学総合学府(食） 佐藤 友紀、吉田悠馬

富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア2015 優秀プレゼンテーション賞7

平成27年度日本食品科学工学会中部支部 シンポジウム及び支部大会 優秀賞5



【国際関係学分野】

(平成28年度）

賞名 所属 受賞者

1 国連広報センター主催「わたしが見た、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」フォトコンテスト優秀賞 国際関係学部 山川　侑哉



【経営情報学分野】

(平成19年度）

賞名 所属 受賞者

1 環境経営学会　優秀研究賞 経営情報学研究科 森田 裕紀子
2 DICOMO2007ヤングリサーチャー賞 経営情報学研究科 張 正義、吉田 雄紀

3
情報処理学会マルチメディア、分散、協調とモバイル（DICOMO2008）シンポジウム
 優秀プレゼンテーション賞

経営情報学研究科 渋沢　良太

(平成20年度）

賞名 所属 受賞者

1 日本e-Learning学会 2008年秋季学術講演会　優秀賞 経営情報学研究科 渋沢　良太
2 日本e-Learning学会 2008年秋季学術講演会　奨励賞 経営情報学部 細澤　あゆみ

(平成21年度）

賞名 所属 受賞者

1 日本e-learning学会2009年秋季学術講演会 最優秀賞 経営情報学研究科 細澤 あゆみ
2 日本e-learning学会2009年秋季学術講演会 奨励賞 経営情報学部 山本 洸希

(平成22年度）

賞名 所属 受賞者

1 情報処理学会シンポジウム 優秀プレゼンテーション賞 経営情報学研究科 阪本　敦哉
2 情報処理学会第73回全国大会学生奨励賞 経営情報学研究科 伏見　卓恭

八木田 知弘、中北 惇介
石井 千詩

(平成23年度）

賞名 所属 受賞者

2 第4回Webとデータベースに関するフォーラム WebDB Forum 2011 優秀論文賞 経営情報イノベーション研究科 伏見 卓恭
3 日本e-learning学会2011年度学術講演会　奨励賞 経営情報イノベーション研究科 横山 航

4
DEIM 2012 （第4回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム、
第10回日本データベース学会年次大会）学生奨励賞

経営情報イノベーション研究科 伏見 卓恭 

鍋田 真一、横山 航

山本 洸希、八木田 知弘
小田 奈緒

1

経営情報学部3

経営情報イノベーション研究科

D2Cコンテスト「Device2Cloud コンテスト 2011」クラウド原石賞

情報教育シンポジウムSSS2011 奨励賞
経営情報学部



5 第74回情報処理学会全国大会学生奨励賞 経営情報イノベーション研究科 小出 明弘
6 財務省財務局主催 第1回 学生論文コンテスト 優秀賞 経営情報学部 香川 理紗子、鈴木 志矢、福田 誠

(平成24年度）

賞名 所属 受賞者

1 2011年度DBSJ（日本データベース学会）論文賞 経営情報イノベーション研究科 伏見 卓恭
2 第5回Webとデータベースに関するフォーラム　優秀論文賞（論文賞）およびミクシィ賞（企業賞）経営情報イノベーション研究科 伏見　卓恭
3 第5回Webとデータベースに関するフォーラム　学生奨励賞 経営情報イノベーション研究科 小出　明弘
4 第5回Webとデータベースに関するフォーラム　リクルートテクノロジーズ賞（企業賞） 経営情報イノベーション研究科 山岸　祐己

5 第11回SOHOしずおかビジネスプランコンテスト　学生部門最優秀賞 経営情報学部
先山 晃平、仲本 友香
廣田 幸大、前迫 紗由美

6 第75回情報処理学会全国大会 学生奨励賞 経営情報イノベーション研究科 山岸 祐己

(平成25年度）

賞名 所属 受賞者

1 第10回ネットワーク生態学シンポジウム　第9回シンポジウム最優秀ポスター賞 経営情報イノベーション研究科 伏見 卓恭
2 第9回 日銀グランプリ～キャンパスからの提言～　佳作 経営情報学部 石神 智代、大嶋 龍太郎
3 第6回Webとデータベースに関するフォーラム　学生奨励賞 経営情報イノベーション研究科 伏見 卓恭
4 第6回Webとデータベースに関するフォーラム　企業賞（サイバーエージェント賞） 経営情報イノベーション研究科 山岸 祐己
5 日本e-learning学会（10周年記念）学術講演会 奨励賞 経営情報イノベーション研究科 山本 哲平

6 第12回SOHOしずおかビジネスプランコンテスト　奨励賞 経営情報学部
前迫 紗由美、醍醐 真理子
廣田 幸大、蔭山 紹美

7 第76回情報処理学会全国大会　山下記念研究賞 経営情報イノベーション研究科 伏見 卓恭 
8 第76回情報処理学会全国大会　学生奨励賞 経営情報イノベーション研究科 赤堀 優志、大多和 均、山岸 祐己

(平成26年度）

賞名 所属 受賞者

1 FIT2014 第13回情報科学技術フォーラム　奨励賞 経営情報イノベーション研究科 加藤 翔子、山岸 祐己
2 第12回情報学ワークショップ　デモ・ポスター賞 経営情報学部 赤池 由樹

経営情報学部 藤野 まり菜、鈴木 優伽
経営情報イノベーション研究科 山岸 祐己

(平成27年度）

賞名 所属 受賞者

1 情報処理学会「マルチメディア、分散、協調とモバイル（DICOMO2015）シンポジウム」 経営情報学部 望月 崇廣

情報処理学会 第77回全国大会　奨励賞3



2
大学生が企業と共に考えるGSR（Global Social Responsibility／地球規模での
社会的責任）のアイデア・コンテスト　最優秀賞

経営情報学部
荒岡 大紀、植月 孝太朗
奥村 拓哉、山下 雄大

3 日本e-learning学会 第18回学術講演会 優秀賞  経営情報学部 北條 友梨
4 日本e-learning学会 第18回学術講演会 奨励賞 経営情報学部 御村 菜月
5 第13回情報学ワークショップ（WiNF2015） デモ・ポスター賞 経営情報学部 大石 真生

6 静岡市 人材養成塾「地域デザインカレッジ2015」 学長賞、シチズンシップ賞 経営情報学部
西 美有紀
渡邉 あいり

7 静岡市 人材養成塾「地域デザインカレッジ2015」 審査員賞 経営情報学部 小林 祐介

8 第14回SOHOしずおかビジネスプランコンテスト 最優秀賞 経営情報学部
田森 涼太、常盤 有可
望月 秀哉、山縣 知加

9 第14回SOHOしずおかビジネスプランコンテスト 奨励賞 経営情報学部
白﨑 愛、矢川 魁人
寺田 南、佐藤 駿也

10
DEIM2016 第8回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム
（第14回日本データベース学会年次大会）学生プレゼンテーション賞

経営情報イノベーション研究科 山岸 祐己

経営情報イノベーション研究科 アリフ・マウラナ
経営情報学部 永倉 卓弥、工藤 直哉、大石 真生

(平成28年度）

賞名 所属 受賞者

1 大学生観光まちづくりコンテスト 2016大分ステージツーリズム大分会長賞 経営情報学部
清水 彩加、鈴木 菜都美
山梨 有沙子、横山 里紗

2 知財活用アイデア全国大会2016 最優秀賞 経営情報学部
鈴木 麻裕、大槻 七海
小泉 蓮、宇田 菜美映

3 知財活用アイデア全国大会2016 優秀賞 経営情報学部
白崎 愛、杉山 裕音
田森 涼太、常盤 有可

4
国際ビジネス研究インターカレッジ大会2016　日本語部門　最優秀賞、日本語・英語部門
総合5位

経営情報学部 石川 真梨子、中村 美月、藤井 允

5 中小企業懸賞論文金融部門「本賞」 経営情報学部 田中遼太、増田康晃
6 SOHOしずおかビジネスプランコンテスト ヤングビジネス賞 経営情報学部 上村 千恵、田森 涼太、鈴木 麻裕、杉山 裕音
7 SOHOしずおかビジネスプランコンテスト ヤングシーズ賞 経営情報学部 小泉 蓮、常盤 有可、白崎 愛

11 情報処理学会 第78回全国大会 学生奨励賞



【看護学分野】

（平成27年度）

賞名 所属 受賞者

1 静岡市 人材養成塾「地域デザインカレッジ2015」 コーディネーター賞 看護学部 望月　麻芙
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