
分野 学校名 氏名 区分 業績要約 表彰

学術 筑波大学 鈴木　一平
空中ディスプレ
イ

エアロゾルスプレーを用いた小型・軽量なフォグスクリーン（空中ディスプレ
イ）を開発。その他の研究でも国際学会での発表多数。AH '17にてBEST
LONG PAPER AWARD受賞。

大賞

学術 金沢大学 小谷　将太 神経科学

情動反応に関わる分界条床核と呼ばれる脳神経核の覚醒制御機構を神
経科学的に解明し、ストレス関連障害に合併する難治性不眠症の治療戦
略に重要な示唆を提示した。国際学術誌に掲載され、国内主要学会で発
表された。 大賞

学術 筑波大学 坂下　申世 パペット

「人形劇のためのテレプレゼンスシステム」は、ユーザーインターフェイス
のトップカンファレンスであるUISTに論文が採択された他、CHIやACEなど
国際学会にデモが採択された。また、世界最大のコンピュータグラフィック
スの国際学会SIGGRAPH2016, 2017に、インスタレーションとして他の研究
が採択されている。

大賞

学術 山梨大学 古谷　智
がん分子細胞
生物学

がんの分子細胞生物学。上皮間葉転換関連転写因子Snailのノックダウン
によるがん細胞、線維芽細胞への影響に関する研究。それぞれの細胞に
老化現象が生じることを発見した。国際的学術誌への論文受理一編。第5
回サイエンスインカレでの発表。 大賞

学術
沖縄工業高等
専門学校

宮里　春奈 生物資源活用

沖縄のソフトコーラルから新規化合物を単離し、それら化合物がヒト大腸
癌細胞において、アポトーシスを誘導するメカニズムを明らかにした。筆頭
論文が国際学術誌に掲載されたほか、国内学会発表多数。

優秀賞

学術 岡山大学 金原　加苗
タンパク質分
子

創薬ターゲットの膜タンパク質分子の中で最も安定な分子を発見し、性質
を物理化学的に解明。成果はScientific Reportsに掲載され、日本生物物
理学会中四国支部大会で若手発表優秀賞を受賞。

奨励賞
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文化・芸術 東京大学 生駒　知基 論文

都市出版株式会社主催「第4回『外交』論文コンテスト」にて優秀賞を受
賞。また、外務省主催「国際問題プレゼンテーション・コンテスト」に出場し、
文化的摩擦を解消するための方策を提言し、外務大臣賞を受賞。

大賞

文化・芸術 東京モード学園 北村　元統
ファッションデ
ザイン

観客賞受賞（5位）、ゴールド賞（2位）、佳作（4位）受賞、奨励賞（4位）、イタ
リアのコンテストでグランプリ（1位）獲得。

大賞

文化・芸術 神奈川大学 坂東　直 漫画

集英社主催　漫画新人賞　第91回手塚賞　入選

大賞

文化・芸術
東京医科歯科
大学

山本　祐輝
ルービック
キューブ

世界キューブ協会公式大会のうち日本最大規模の日本大会やそれに準
ずる規模の大会にて、目隠し系種目（ルービックキューブの配置を暗記し、
見ずに解く）で複数回優勝した。複数目隠し部門では日本記録を樹立し
た。 優秀賞

文化・芸術
名古屋モード学
園

太田　美咲
ファッションデ
ザイン

浜松ファッションシティコンペ　優秀賞、YKKファスニングアワード　審査員
特別賞、Tokyo新人デザイナーファッション大賞　秀作賞、日暮里ファッショ
ンデザインコンテスト　グランプリ　など。

優秀賞

文化・芸術 琉球大学 外間　碧衣 バレエ

バレエ。第7回琉球新報国際バレエコンクール　シニアの部第1位。第20回
ＮＢＡ全国バレエコンクール　シニア女子の部第4位など。

奨励賞

文化・芸術 東京モード学園 原口　夏実 ヘアメイク

1は応募総数非公開、Ｓｉｌｖｅｒ賞（3位）受賞。2は応募総数約3000点、グラン
プリ（1位）受賞。3は応募総数非公開、グランプリ（1位）、オブザーバー賞
（会場審査1位）をＷ受賞。

奨励賞

文化・芸術 横浜美術大学 菅原　みこ デザイン

beyond2020プログラムロゴマークコンペディションにて最優秀賞受賞。採
用作品となる。

奨励賞

文化・芸術 多摩美術大学 髙木　里奈 絵

絵画。第十四回アジア創造美術展 奨励賞。

奨励賞

文化・芸術 大阪モード学園 村井　比佳留 デザイン

第２回靴下デザインコンテスト：広陵町長賞、新宿ファッションフィールド
2016：準グランプリ＆企業賞。
日暮里ファッションデザインコンテスト2016：東京日暮里繊維卸協同組合
理事長賞、
第２７回ザッカデザイン画コンペティション：入賞、第２３回浜松シティファッ
ションコンペティション：入賞

奨励賞

文化・芸術 福岡教育大学 野田　結香 書道

第６７回毎日書道展、篆刻・U２３、入選/第６８回毎日書道展、篆刻・U２３、
新鋭賞（第１席）/第６９回毎日書道展、篆刻・U２３、入選/第４２回西日本
書美術展、篆刻部、佳作/第４１回毎日女流展、篆刻・U２３、入選

奨励賞

文化・芸術 京都橘大学 佐古　奈織美 書道

第21回　全日本高校・大学生書道展　個人　展賞　　第21回　全日本高
校・大学生書道展　団体　最優秀賞　　第52回高野山競書大会　金剛峯寺
賞　　第69回　毎日書道展　近代詩文書部門　U２３毎日賞

奨励賞

文化・芸術 国立音楽大学 寺田　妃袈里 ホルン

平成29年1月　第22回KOBE国際音楽コンクール金管楽器部門　C部門
最優秀賞　並びに　兵庫県教育委員会賞

奨励賞

文化・芸術 HAL大阪 吉信　宏輝 ゲーム開発

日本のゲームコンテスト最高峰の日本ゲーム大賞（一般社団法人コン
ピュータエンターテインメント協会・経済産業省後援）のアマチュア部門に
おいて、大賞を受賞。
第22回学生ＣＧコンテスト(公益財団法人 画像情報教育振興協会)のエン
ターテインメント部門において審査員賞を受賞。

奨励賞
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スポーツ 早稲田大学 渡辺　一平 水泳

2017世界水泳 200m平泳ぎ銅メダル獲得。KOUSUKE　
KITAJIMA CUP2017　200m平泳ぎ世界新記録樹立。

大賞

スポーツ 日本体育大学 杉本　早裕吏 新体操

＜新体操（団体）＞第34回世界新体操選手権大会：種目別（リボン）3位，
2016新体操Ｗ杯ドイツ・ベルリン大会：団体総合・種目別（リボン）優勝，第
31回オリンピック（リオ大会）：団体総合8位入賞，2017新体操チャレンジ杯
スペイン大会：団体総合5位・種目別（ボール・ロープ）3位・種目別（フープ）
優勝，第9回アジア新体操選手権大会：団体総合・種目別（ボール・ロー
プ）・種目別（フープ）全て優勝

大賞

スポーツ 早稲田大学 坂井　聖人 水泳

2017年8月から行なわれた第31回オリンピック競技大会リオデジャネイロ
大会にて200mバタフライで銀メダルを獲得した。

大賞

スポーツ 日本体育大学 文田　健一郎 レスリング

レスリング。平成28年度、ゴールデンGP決勝大会・全日本選手権優勝。平
成29年度シニアアジア選手権・全日本選抜選手権・世界選手権優勝。

大賞

スポーツ 日本大学 岩佐　明香
スキージャン
プ

スキージャンプ。第28回ユニバーシアード冬季競技大会　個人・第1位、男
女混合団体・第1位、女子団体・第1位、　第90回全日本学生スキー選手権
大会　女子1部・第1位、　2015コンチネンタルカップ　個人・第6位

優秀賞

スポーツ 早稲田大学 渡部　香生子 水泳

2013年の世界選手権に出場、2014年はパンパシフィック選手権、アジア大
会に出場し、ともに200m平泳ぎで優勝。さらに2015年の世界選手権では
200m個人メドレーで銀メダル、そして200m平泳ぎで優勝し、2016年のリオ
デジャネイロ五輪の出場権を得た。 優秀賞

スポーツ 至学館大学 向田　真優 レスリング

２０１６年世界選手権大会５５kg級１位、天皇杯全日本選手権大会５３kg級
１位、ジュニアクイーンズカップ５３kg級１位、アジア選手権大会５３kg級１
位、全日本選抜選手権大会５３kg級１位

優秀賞

スポーツ 東北福祉大学 比嘉　一貴 ゴルフ

平成26・28年度に日本アマチュアゴルフ選手権でランナーアップとなり、平
成27年度はユニバーシアードゴルフ競技において、団体・個人共に金メダ
ルを獲得し、同年の日本学生ゴルフ選手権では2位、平成28年度の日本
オープンゴルフ選手権では、14位Tに入り、オーアマチュアを獲得しまし
た。

優秀賞

スポーツ 神奈川大学 緒方　良行 ボルダリング

高校生時に世界ユース選手権で優勝し、同年代の世界一になることを達
成。大学進学後は、シニアレベルでも好成績を残しすことができた。ワール
ドカップで表彰台に乗り、直近では４年に１度開催されるワールドゲームズ
で優勝し世界一となった。 優秀賞

スポーツ 早稲田大学 幌村　尚 水泳

世界短水路選手権２００ｍバタフライ8位　世界ジュニア選手権200ｍバタフ
ライ1位　ワールドカップ東京大会200ｍバタフライ2位　　日本選手権100ｍ
バタフライ2位　日本選手権200ｍバタフライ3位

優秀賞

スポーツ 山梨学院大学 藤波　勇飛 レスリング

ﾚｽﾘﾝｸﾞ≫2015年JOC杯全日本ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権大会 66kg級優勝、
2015年ﾚｽﾘﾝｸﾞ世界ｼﾞｭﾆｱ選手権66kg級2位、2015年全日本大学ﾚｽﾘﾝｸﾞ選
手権65kg級優勝、2016年全日本学生ﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権70kg級優勝、2016年ﾚ
ｽﾘﾝｸﾞ世界ｼﾞｭﾆｱ選手権66kg級3位、2016年国民体育大会ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技会
（成年）65kg級優勝、2016年全日本大学ﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権70kg級優勝、2017
年明治杯全日本選抜ﾚｽﾘﾝｸﾞﾞ選手権70kg級優勝（世界選手権出場権獲
得）

優秀賞

スポーツ 山梨学院大学 新添　左季 柔道

柔道グランドスラム東京（女子-70ｋｇ級）優勝　講道館杯全日本体重別選
手権大会（女子-70ｋｇ級）優勝　全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
（女子-70ｋｇ級）優勝　全日本選抜柔道体重別選手権大会（女子-70ｋｇ
級）第２位　グランプリデュッセルドルフ（女子-70ｋｇ級）第３位 優秀賞

スポーツ 学習院大学 永井　崇匡 柔道

視覚障害者柔道。
第30回記念全日本視覚障害者柔道大会　男子73kg級　優勝。
第31回全日本視覚障害者柔道大会　男子73kg級　優勝。
2017　IBSAワールドカップ・ウズベキスタン日本代表選手選考大会　男子
73kg級　優勝。

優秀賞

スポーツ 早稲田大学 加納　虹輝 フェンシング

平成28年1月のワールドカップで3位、2月のジュニアワールドカップで優
勝、5月のワールドカップで3位、6月のアジア選手権大会で12位、7月の世
界選手権大会で15位。どの大会も個人戦での出場である。

奨励賞

スポーツ 日本体育大学 君嶋　愛梨沙 ボブスレー

ボブスレー競技。
BMW IBSF 2017世界選手権7位・BMW IBSF 2016-2017ワールドカップ第6
戦10位・BMW IBSF 2016-2017ワールドカップ第5戦12位・ヨーロッパカップ
第4戦1位・ヨーロッパカップ第5戦3位 奨励賞
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スポーツ 至学館大学 源平　彩南 レスリング

２０１６年アジア・ジュニア選手権６３ｋｇ級１位、世界ジュニア選手権６３ｋｇ
級１位、全日本選手権６３kg級２位、２０１７年デーブ・シュルツ国際大会６
３ｋｇ級３位、アジア選手権６３ｋｇ級２位

奨励賞

スポーツ 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男子エペ個人3位・団体2位、2016年アジア
U-23選手権大会男子エペ団体優勝、2017年アジアジュニア選手権大会男
子エペ団体優勝、2016年全日本選手権男子エペ団体優勝。

奨励賞

スポーツ 奈良学園大学 宮本　丈 野球

3年から２回近畿リーグで首位打者。3年時は、全日本大学野球選手権大
会４位の成績を収めた。４年時は、侍ジャパン大学代表選手に選ばれ、第
４１回日米大学野球選手権大会，第２９回ユニバーシアード競技大会に出
場。 奨励賞

スポーツ 大阪成蹊大学 青山　聖佳 陸上

第１５回世界陸上競技選手権（北京）に４×４００MR(１走）。３分２８秒９１
の日本新記録を樹立。第１００回日本陸上競技選手権大会４００Ⅿ優勝。
第２２回アジア陸上競技選手権大会４００Ⅿ７位、４×１００MR（３走）６位、
４×４００MR（３走）３位。 奨励賞

スポーツ 日本体育大学 竹中　真海 ソフトボール

ソフトボール競技。第11回 世界女子ジュニア選手権大会・準優勝。第50回
全日本大学女子ソフトボール選手権大会・4校4位入賞（雨天の為）。第51
回全日本大学女子ソフトボール選手権大会・準優勝。

奨励賞

スポーツ 大正大学 川崎　瑞恵 卓球

卓球競技。オープンデフユース卓球大会 シングルス:優勝  女子ダブルス:
優勝、第8回アジア太平洋ろうあ者卓球競技大会 団体:2位 シングルス:ベ
スト8、第23回夏季デフリンピック トルコ・サムスン 団体3位 女子ダブルス
3位 シングルスベスト16、第39回全国ろうあ者卓球選手権大会  シングル
ス:2位

奨励賞
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社会貢献 大阪大学 寺本　将行 生活習慣病

心臓突然死対策のアイデアコンテストの実施や360°VRカメラを用いた啓
発教材の作成を行い、新たな視点で心臓突然死対策に取り組んだ。大阪
万博誘致に向けた提言書を、若者代表としてまとめた。ダボス会議Global
Shaperに選出。 大賞

社会貢献
福島工業高等
専門学校

鈴木　秀 地方創生

学生団体を設立し、遠野和紙の継承支援活動、小学生向けプログラミング
講座、お年寄りへのIT機器の使い方支援、養護学校でのミニ講座など、福
島の地方創生をアナログとデジタルの両分野から支援活動を行った。

優秀賞

社会貢献 自治医科大学 守本　陽一 地域医療

兵庫県北部で医療系学生が地域を学べる環境作りを行い、そこから生ま
れた企画を兵庫県北部で展開し、地域と医療をつなげる取り組みを行っ
た。また日本集団災害医学会学生部会代表として熊本地震ではDMAT事
務局にて災害支援活動を行った。 優秀賞

社会貢献 東北大学 西塚　孝平 ボランティア

東日本大震災の支援活動として、被災地との対話と支援者の五感からア
クションを創出する「あそいくプロジェクト」を企画。東北と熊本での震災支
援活動を結びつけ、震災ボランティアの姿をメディアや市民を前に発信。

奨励賞

社会貢献 沖縄国際大学 赤嶺　龍風
沖縄地域貢
献

高校時代から沖縄ハンズオンユース倶楽部に所属している。地域・社会貢
献活動を通して、若い力で地域を良くすることはできないかということで、
地域で様々な取り組みの中で勉強させて頂いている。

奨励賞

社会貢献 香川大学 壯　眞奈美 リノベーション

高松市で古民家再生事業・塩飽諸島広島で古事務所をリノベーションし発
達課題を持つ子供達への教育支援や地域の居場所作りを行う。大学内で
学生版TEDの開催。香川大学ビジネス&パブリックコンペ2015入賞。

奨励賞
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産業イノベー
ション・ベン
チャー

宮崎大学 大立目　真臣
入力発話シ
ステム

耳が聞こえない、声帯除去や気管支挿管により急に喋れなくなってしまう
人に筆談や手話以外の第３の手段を提供して精神的なショックを緩和する
入力発話システムで特許庁主催のパテントコンテストで優秀賞を受賞し
た。 大賞

産業イノベー
ション・ベン
チャー

同志社大学 藤澤　将広 データ解析

「The 2nd Big Data Analysis Contest」にて、最高予測精度賞（優勝）、
「SAJ2016 SAPスポーツアナリティクス甲子園 マーケティング分析部門」に
て、日本スポーツアナリスト協会賞を受賞。その功績により、同志社総長
賞を受賞。 大賞

産業イノベー
ション・ベン
チャー

立命館大学 上田　隼也
地域環境改
善

環境、農業、少子化、ものづくり、ICTと異なる分野において、複数のチー
ムの代表を兼ねながら、ビジネスコンテスト等で受賞、取材を受けた。表彰
されたアイディアを産学官連携により、実際に実現している。

優秀賞
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分野 学校名 氏名 区分 業績要約 表彰

国際交流 国際教養大学 白井　優毅 通訳

外務省支援の下、ワイオミング州知事室に二ヶ月間派遣。州が日本企業
と共同で推進しているエネルギー政策に、調査員及び州・企業間の通訳と
して貢献。州知事より、実名入り記念碑と推薦状を頂き、日米関係深化の
一助となった。 奨励賞

国際交流 青山学院大学 池田　恵 学生大使

「香港杯全日本大学学生大使英語プログラム」で敢闘賞を受賞。日本代表
として香港政府機関を訪問し、中文大学の学生との交流もした。帰国後は
開設したサイトで香港をPRし、日本と香港の友好関係維持に貢献した。

奨励賞

国際交流 早稲田大学 種岡　幹大
日本文化紹
介

米国拠点NPOにインターン。移民・難民へのスポーツ導入から、国際交流
を図る。特定プログラムを責任者とし
て独自のアイディアで実施。その他、日中の友好関係をリーダー的立場で
助長。埼玉親善大使の委嘱。 奨励賞
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