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◆理学部生物科学科（高分子機能学）卒業者表彰（2012 年度以降） 
 
＜2022 年度（2023 年 3月卒業）＞ 
同窓会賞 吉川 一歩 
最優秀発表賞 吉川 一歩 
優秀発表賞 横井 成美、石原 颯、長谷川 快篤、島崎 秀太、米田 翼 
 
＜2021 年度（2022 年 3月卒業）＞ 
同窓会賞 柴垣 光希 
最優秀発表賞 柴垣 光希 
優秀発表賞 渡部 怜奈、高橋 奏太、森本 明紀 
 
＜2020 年度（2021 年 3月卒業）＞ 
同窓会賞 小林 藍子 
最優秀発表賞 小林 藍子 
優秀発表賞 高橋 聖、萩原 瑞、井田 南加 
 
＜2019 年度（2020 年 3月卒業）＞ 
同窓会賞 飯塚 友菜 
高分子クラーク賞 豊川 知怜 
最優秀発表賞 加藤 日奈子 
優秀発表賞 茨田 彗里名、 新谷 和佳子、中村 祐太 
 
＜2018 年度（2019 年 3月卒業）＞ 
同窓会賞 伊東 祐紀 
高分子クラーク賞 千葉 正智 
最優秀発表賞 山崎 友子 
優秀発表賞 小松 さゆり、 山田 実咲、磯部 利仁 



 
＜2017 年度（2018 年 3月卒業）＞ 
同窓会賞 工藤 由芽子 
高分子クラーク賞 石坂 優人 
最優秀発表賞 堀留 千恵子 
優秀発表賞 渡辺 優貴、杉山 葵、大江 花、正木 千智 
 
＜2016 年度（2017 年 3月卒業）＞ 
同窓会賞 村川 航平 
高分子クラーク賞 中川 雄介 
最優秀発表賞 大沼 幸暉 
優秀発表賞 難波 遼、顔 総子、新屋 大介 
 
＜2015 年度（2016 年 3月卒業）＞ 
クラーク賞 野島 慎五 
同窓会賞 久保 結女 
最優秀発表賞 川上 るな 
優秀発表賞 猪飼 拓真、岸田 真依、高山 理沙 
 
＜2014 年度（2015 年 3月卒業）＞ 
クラーク賞 端野 翔太 
同窓会賞 松野 明日香 
最優秀発表賞 村井 城治 
優秀発表賞 水戸 京、温田 晃弘、瀧本 真利、福田 泰紀 
 
＜2013 年度（2014 年 3月卒業）＞ 
クラーク賞 酒井 知史 
同窓会賞 佐藤 はるか 
最優秀発表賞 菅原 宇希 
優秀発表賞 木山 竜二、中野 貴恵、髙橋 杏子 
 
＜2012 年度（2013 年 3月卒業）＞ 
クラーク賞 柚原 光佑 
最優秀発表賞 高橋 陸 
優秀発表賞 山口 直哉、中澤 祐人、泉野 奈都子 
 
 



 
◆生命科学院生命科学専攻生命融合科学コース・ソフトマター専攻  

修士課程 修了者表彰 （2012年度以降） 
 
＜2022 年度（2023 年 3月修了）＞ 
成績最優秀賞  小林 藍子 
最優秀発表賞  秋田 翔一朗 
優秀発表賞  井田 南加、安藤 陸、渡邊 茉優、小林 藍子、武井 梓穂 
 
＜2022 年度（2022 年 9月修了）＞ 
成績最優秀賞 浦上 彰吾 
最優秀発表賞 胡 知彦 
 
＜2021 年度（2022 年 3月修了）＞ 
成績最優秀賞 加藤 日奈子 
最優秀発表賞 加藤 日奈子 
優秀発表賞 妻野 颯太、竹内 礼夏、二瓶 達也、横溝 太一 
IGP発表賞 吉澤 晃弥 
 
＜2021 年度（2021 年 9月修了）＞ 
最優秀発表賞 楊 光 
 
＜2020 年度（2021 年 3月修了）＞ 
成績最優秀賞 関澤 祐侑 
最優秀発表賞 逢坂 美聖 
優秀発表賞 関澤 祐侑 
優秀発表賞 大和田 ゆうき、今岡 千歌、小松 さゆり、野口 靖代 
IGP発表賞 山崎 友子 
 
＜2020 年度（2020 年 9月修了）＞ 
最優秀発表賞 王 嘉輝 
 
＜2019 年度（2020 年 3月修了）＞ 
成績最優秀賞 石坂 優人 
最優秀発表賞 嶋 七海 
優秀発表賞 渡辺 爽、石坂 優人、齋藤 雪子、飯塚 洸介 
IGP発表賞 堀留 千恵子 



 
＜2018 年度（2019 年 3月修了）＞ 
成績最優秀賞 奥村 剛士 
最優秀発表賞 米田 司 
優秀発表賞 鈴木 雄大、大内 香予子、黒崎 紬、村林 はるか 
IGP発表賞 山村 芳央 
 
＜2017 年度（2018 年 3月修了）＞ 
成績最優秀賞 小林 悠真 
最優秀発表賞 福島 綾介 
優秀発表賞 橋本 つばさ、野島 慎五、川上 るな、矢口 完 
IGP発表賞 竹田 佳世 
 
＜2016 年度（2017 年 3月修了）＞ 
成績最優秀賞 半村 和基 
最優秀発表賞 奈良井 峻 
優秀発表賞 松野 明日香、横井 友樹、村井 城治、大浦 真 
IGP発表賞 大浦 真 
 
＜2015 年度（2016 年 3月修了）＞ 
成績最優秀賞 小出 亮介 
最優秀発表賞 菅原 宇希 
優秀発表賞 石本 祥平、大木 開登、菅原 徹也、麻畑 舞 
IGP発表賞 髙橋 杏子 
 
＜2014年度（2015 年 3月修了）＞ 
成績最優秀賞 山口 直哉 
最優秀発表賞 高橋 陸 
優秀発表賞 青木 渓、陳 明皓、山口 直哉、中澤 祐人 
IGP発表賞 山口 直哉 
 
＜2013 年度（2014 年 3月修了）＞ 
成績最優秀賞 山下 大智 
最優秀発表賞 加藤 美佳子 
優秀発表賞 山下 大智、根元 太維城、佐藤 優次、古川 諒 
 
＜2012 年度（2013 年 3月修了）＞ 



成績最優秀賞 早川 瞬 
最優秀発表賞 福田 憲隆 
優秀発表賞 高橋 潤、伊藤 可奈子、成田 聖実、山本 徹朗 
 
 
 
◆生命科学院生命科学専攻生命融合科学コース・ソフトマター専攻 

修士課程短縮修了・博士後期課程進学奨励賞 表彰（2021年度以降） 
 
＜2022 年 10 月授与＞ 
・浦上 彰吾 
・村上 賢 
・大村 将 
 
＜2021 年 10 月授与＞ 
・飯塚 友菜 
 
 
 


