
第１５回学生＆企業研究発表会写真集 
２０１８年１２月１日（土） ９：００～１７：１５  

会場：帝京大学  宇都宮キャンパス 

帝京大学  宇都宮キャンパス本部棟 
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地域経済学科棟 
 ・ポスター発表会（ロビー） 
 ・開会式/閉会式（大講義室） 
 ・最優秀賞選考会 （大講義室） 

食堂棟 
 ・交流会（学生食堂） 

 
本部棟1号館４Ｆ 
 ・分野別発表会 

 

第１５回学生＆企業研究発表会会場 
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会場受付 午前：本部棟1号館ロビー 
         午後：地域経済学科棟ロビー 
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分野別発表会 （9:00～12:30） 
 

・地域社会活性化分野Ａ ： ４０３（本部棟1号館４F） 
・地域社会活性化分野Ｂ ： ４０４（    〃     ） 
・環境エネルギー分野    ： ４０５（    〃     ） 
・ものづくり分野        ： ４０８（    〃     ） 
・医学・医療・福祉分野   ： ４０９（    〃     ） 
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分野別口頭発表審査会場風景-１ 
【地域社会活性化分野Ａ】 （本部棟1号館４０３） 審査委員の皆様 
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分野別口頭発表審査会場風景-２ 
【地域社会活性化分野Ａ】 （本部棟1号館４０３）より抜粋 

 1-3「那須烏山市『山あげ野外劇場』建設について」 
（共同研究：県立烏山高等学校「烏山学」研究チーム） 

（宇都宮共和大学シティライフ学部 内藤マーケティング研究室２年 
大野ありあさん、他４名） 

1-6「栃木県『道の駅』における付加価値マーケティング導入の有効性  
～若い主婦層が求める『道の駅』の新たな役割の探索と検証～」 
（白鷗大学 経営学部 鈴木ゼミ 地域斑３年 三浦 拓馬さん、他４名） 

烏山信用金庫理事長賞受賞 
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分野別口頭発表審査会場風景-３ 
【地域社会活性化分野Ａ】 （本部棟1号館４０３）より抜粋 

1-8「石の街 大谷 －景観活用に向けて－」 
（宇都宮共和大学 シティライフ学部 山島ゼミ＋都市アメニティ研究会４年  

福田 好古さん、他８名） 

 1-12「栃木県南への観光客誘致計画 ～日本版DMOを活用して～」 
（白鷗大学 経営学部 青崎ゼミ３年  

稲毛 基さん、他４名） 

鹿沼相互信用金庫理事長賞受賞 

8/60 

地域経済貢献賞受賞 



分野別口頭発表審査会場風景-４  
【地域社会活性化分野Ｂ】  （本部棟1号館４０４）  審査委員の皆様 
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分野別口頭発表審査会場風景-５  
【地域社会活性化分野Ｂ】  （本部棟1号館４０４）より抜粋 

2-2「アジア市場に向けた栃木県農産物の原産国イメージ再構築プロモー
ションモデルの検討 ～セグメント毎の最適モデル導出に向けて～」 

（白鷗大学 経営学部 鈴木ゼミ３年 畠 大輝さん、他７名） 

ダイサン企画奨励賞受賞 

株式会社ファーマーズ・フォレスト賞受賞 

2-3「夜間観光の重要性 －時間マーケティングの視点より－ 」 
（作新学院大学 経営学部 那須野ゼミ４年 中村翔平さん、他１２名） 
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分野別口頭発表審査会場風景-６  
【地域社会活性化分野Ｂ】  （本部棟1号館４０４）より抜粋 

2-4「伝統的建造物群保存地区における地震防災システムの開発」 
 

（小山工業高等専門学校 電気電子創造工学 
コース情報通信エネルギー研究室４年 

 山口 拓海さん） 

2-10「『よしず』製造装置の開発」  －地元伝統工芸の活性化を目指して－ 
（共同研究：サンテック（株）寺澤智行） 

 
（関東職業能力開発大学校  
生産機械システム技術科１年  
爲我井 和也さん、他２名） 

朝日新聞社賞受賞 

ＡＩＳ総合設計賞受賞 
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分野別口頭発表審査会場風景-７  
【環境エネルギー分野】  （本部棟1号館４０５） 審査委員の皆様 
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分野別口頭発表審査会場風景-８  
【環境エネルギー分野】  （本部棟1号館４０５）より抜粋 

 3-3 「バイオマス資源の地域リサイクル」 
 

（足利大学 工学部 出井研究室４年 
熊木 雄也さん、松本 榛名さん、金子 綺里奈さん） 

カナメ賞受賞 

13/60 

 3-1 「レーザー生成プラズマを用いた空間光変調」 
 

（宇都宮大学 オプティクス教育研究センター早崎研究室  
博士前期１年 加藤 隼人さん） 

宇都宮機器賞受賞 



分野別口頭発表審査会場風景-９  
【環境エネルギー分野】  （本部棟1号館４０５）より抜粋 

 3-10「水質モデル精度向上のための小河川における 
流速推定について」 

 
（足利大学 工学研究科 建設・環境工学専攻  

修士２年 李 佳洲さん） 

 3-9「イチゴ収穫ロボットを用いた農業支援システムの開発」 
 

（宇都宮大学 工学研究科 計測・ロボット工学研究室  
博士前期１年 久保 敬太郎さん、他８名） 

未来賞 
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分野別口頭発表審査会場風景-１０  
【ものづくり分野】  （本部棟1号館４０８） 審査委員の皆様 
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分野別口頭発表審査会場風景-１１  
【ものづくり分野】  （本部棟1号館４０８）より抜粋 

 4-1「マイコンを駆使した生活を豊かにするアイデア製品の 
開発」 

 
（帝京大学 理工学部情報電子工学科 蓮田研究室４年 

荒井 裕貴さん、他１名） 

 4-3「栃木県における飲酒運転の問題と大学生の 
私たちができること」 

 
（国際医療福祉大学 薬学部薬学科  

中毒学研究室５年 新藤 隆浩さん、他４名） 

ものづくり奨励賞受賞 
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分野別口頭発表審査会場風景-１２  
【ものづくり分野】 （本部棟1号館４０８）より抜粋 

 4-10「自律型ロボットの設計制作とロボコン世界大会 
への挑戦」 

 
（帝京大学 理工学部 情報電子工学科 蓮田研究室２年 

高橋 大地さん、他４名） 

 4-12「反応性スパッタ法による膜質制御と光学素子への応用」 
（共同研究（一社）光融合技術協会 大谷 毅） 

 
（宇都宮大学 工学研究科 依田研究室 博士前期２年  

漆原 陸さん） 
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栃木県産業振興センター理事長賞受賞 

日刊工業新聞モノづくり地域貢献賞受賞 



分野別口頭発表審査会場風景-１３  
【医学・医療・福祉分野】  （本部棟1号館４０９） 審査委員の皆様 
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分野別口頭発表審査会場風景-１４ 
【医学・医療・福祉分野】  （本部棟1号館４０９）より抜粋 

 5-1「ストレス性精神疾患に関与する新規脳内分子の探索 
－ Leukemia inhibitory factorの役割 － 」 

 
（国際医療福祉大学 薬学部薬学科 薬理学分野５年 

根本 雅也さん、他３名） 

 5-3「ストレス適応障害におけるユビキチンリガーゼの関与」 
 

（国際医療福祉大学 薬学部薬学科 薬理分野５年 
原 綾佑さん、他１名） 

フェドラ賞受賞 
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 5-9「睡眠時の体動   － 時系列的分析ならびに睡眠段階の 
推移との関連性 －」 

（共同研究：(株)ライズ 原章吾） 
 

（足利大学 工学部生命システム学系４年 
岩崎 茉里奈さん、他１名） 

 5-7「光干渉断層法と飛行時間法との結合型光計測システム」 
 

（宇都宮大学 オプティクス教育研究センター 早崎研究室 
博士前期１年 正木 駿也さん、他２名） 

分野別口頭発表審査会場風景-１５ 
【医学・医療・福祉分野】  （本部棟1号館４０９）より抜粋 
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ポスター発表会 （13:00～13:50） 
（地域経済学科棟  １Ｆロビー） 
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ポスター審査会場風景-１  

P-1～10 P-11～19 
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ポスター審査会場風景-２ 

Ｐ-１ 「プロトン伝導膜を利用した水電解水素による水素キャリアの直接合成手法の開発」 
（宇都宮大学 工学研究科 膜反応工学研究室 博士前期２年 秋庭 琢杜さん） 

Ｐ-２ 「高温高圧水を用いた環境調和型アルキル化反応プロセスの開発」 
 （宇都宮大学 工学研究科膜反応工学研究室 博士前期２年   深谷 龍さん） 

Ｐ-３ 「環境応答性有機無機複合材料の開発」 
 （宇都宮大学 工学研究科膜反応工学研究室 博士前期２年   矢森 克己さん） 

Ｐ-４ 「水素透過膜電極を用いた水由来の水素を利用する 
ケミカルハイドライド合成」 

（宇都宮大学 工学部 膜反応工学研究室学部４年 島村 雛季さん） 23/60 



ポスター審査会場風景-３  

Ｐ-５ 「多層膜と微細周期パターンによる干渉機能を用いた大面積発色素子の試作」 
（共同研究：（一社）光融合技術協会 大谷 毅） 

（宇都宮大学 工学研究科依田研究室 博士前期１年 鳴瀬 皓之さん、他１名） 

Ｐ-６ 「構造用炭素鋼の通電拡散接合における諸条件の影響」 
（宇都宮大学 機械知能工学専攻マテリアル工学研究室修士１年 安藤 優希さん） 

Ｐ-７ 「微小押込みによるアルミニウム合金箔材の摩擦攪拌接合」 
（宇都宮大学 機械知能工学専攻マテリアル工学研究室修士１年 

 中山 和樹、他２名） 

Ｐ-１１ 「キャンパス情報エネルギーの見える化に向けたサイネージシステムの開発」 
（小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 情報通信エネルギー研究室５年 

高山 美玖さん、他１名） 24/60 



カゴメ賞受賞 
Ｐ-８   「イチゴ果実のおいしさは見える化できるか」 

（宇都宮大学 農学部 農作業環境工学研究室４年 安田  彩乃さん、他１名） 

ポスター審査会場風景-４  
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金賞（ポスター）受賞 Ｐ-９   「高品質栃木産イチゴで世界に挑戦」 
（宇都宮大学 農学部柏嵜研究室４年 山本 悠さん、他１名） 

ポスター審査会場風景-５  

26/60 



Ｐ-１０   「水和性潤滑材ムチンをドジョウの粘液から回収する  
～ムチンの新たな大量生産プロセスへの試み～」 

（小山工業高等専門学校  物質工学科反応工学研究室５年 矢島 夏海さん） 
ポスター最優秀賞受賞 

ポスター審査会場風景-６  

27/60 



ポスター審査会場風景-７ 

Ｐ-１２ 「再生医療を目指した透明セラミックスの合成条件の検討」  
（小山工業高等専門学校 物質工学科 生体材料工学研究室５年  

松永 陽平さん） 

Ｐ-１３ 「生体材料のハイドロキシアパタイト薄膜コーティング」 
（小山工業高等専門学校 物質工学科 生体材料工学研究室５年  

秋山 真太郎さん） 

Ｐ-１４ 「視力・調節測定機能付オートレフケラトメータの有用性」 
（国際医療福祉大学 視機能療法学科新井田孝裕研究室４年 

竹澤 優子さん、他５名） 

Ｐ-１５ 「メタマテリアルの吸音解析」 
（帝京大学 理工学部機械・精密システム工学科 黒沢研究室４年 

井樽 駿介さん） 28/60 



ポスター審査会場風景-８ 

Ｐ-１６「 打撃楽器の振動音響解析」 
（帝京大学 理工学部機械・精密システム工学科 黒沢研究室４年 

渋谷 泰生さん） 

Ｐ-１７ 「ソフトシステム方法論に基づく教育・学習・研修支援ツールの開発」 
（帝京大学 理工学部情報電子工学科 上出研究室４年 岸川 学さん、他１名） 

Ｐ-１８ 「品質工学に関する理工学部生用教育プログラムの検討」 
（帝京大学 理工学部 機械・精密システム工学科 青木研究室４年 

田中 正彦さん） 

Ｐ-１９ 「人工衛星に用いるＣＦＲＰ積層板の物理的特性について」 
（帝京大学 理工学部航空宇宙工学科 平本研究室４年 

菊池 享佑さん） 29/60 



開会式 （14:00～14:30） 
 

大講義室（地域経済学科棟 １Ｆ） 
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開会式挨拶（14:00～14:20） 大講義室（地域経済学科棟１Ｆ） 

司会 ： 学生＆企業研究発表会実行委員会 
産学官連携ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ事業委員会 

 横田 和隆 委員長 
（宇都宮大学 地域創生推進機構長 産学イノベーション支援センター長） 

学生＆企業研究発表会実行委員会 
地域連携事業委員会  

荘司 和男 委員長（足利大学学長） 

 大学コンソーシアムとちぎ 石田 朋靖 理事長（宇都宮大学学長） 31/60 



最優秀賞選考会 （14:30～15:45） 
 

大講義室（地域経済学科棟 １Ｆ） 
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最優秀賞選考会会場 大講義室（地域経済学科棟１Ｆ）の審査委員の皆さん 

33/59 



最優秀賞選考会会場 大講義室（地域経済学科棟１Ｆ） 34/60 



最優秀賞選考会・発表テーマ＆発表者（発表順） 

         発表テーマ（発表順） 
 
１．「和紙でくるむ家 古建築アートプロジェクト」 
  空き家有効活用方策の可能性 －足利市での 
  実践 －    ＜金賞受賞＞ 
 
２．「インターンシップを通した宇宙用部品の開発と 
   県内宇宙産業振興へのチャレンジ 」    
           ＜金賞受賞＞ 
 
３．「空間価値を高めるための身近な環境シミュレー 
   ションの活用」  
       ＜関東経済産業局長賞受賞＞ 
        
４．「もみがら灰のコンクリート用混和材としての利用 
   に関する研究」 
           ＜金賞受賞＞  
 
５．「脳内ＡＴＰ感受性カリウムチャネルが情動行動 
   に及ぼす影響」 
       ＜最優秀賞（知事賞）受賞＞  

         発表者 
 
文星芸術大学 美術学部 美術学科アート
専攻 中村寿生ゼミ３年 
石井 花奈さん、他５名 
 
帝京大学 総合理工学専攻 河村研究室 
修士２年 尾形 柚太朗さん、他３名 
 
 
宇都宮大学 工学研究科地球環境デザイン
学コース 博士前期２年  
松山 大介さん 
 
小山工業高等専門学校 複合工学専攻 
建築学コース 本多研究室２年  
須藤 綾華さん 
 
国際医療福祉大学 薬学部薬学科薬理学 
分野５年  佐古  栞さん 他３名 
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テーマ 「和紙でくるむ家 古建築アートプロジェクト」 空き家有効活用方策の可能性 －足利市での実践 －  」    

最優秀賞選考会-1 
＜金賞受賞＞ 文星芸術大学 美術学部 美術学科アート専攻 中村寿生ゼミ３年 石井花奈さん、他５名 
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＜金賞受賞＞ 帝京大学 総合理工学専攻 河村研究室修士２年 尾形 柚太朗さん、他３名 

最優秀賞選考会-2 

テーマ 「インターンシップを通した宇宙用部品の開発と県内宇宙産業振興へのチャレンジ」     
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＜関東経済産業局長賞受賞＞ 宇都宮大学 工学研究科地球環境デザイン学コース 博士前期２年 松山 大介さん 
 テーマ「空間価値を高めるための身近な環境シミュレーションの活用」 

最優秀賞選考会-3 
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＜金賞受賞＞ 小山工業高等専門学校 複合工学専攻建築学コース 本多研究室２年 須藤 綾華さん 

テーマ「もみがら灰のコンクリート用混和材としての利用に関する研究」   

最優秀賞選考会-4 
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＜最優秀賞（知事賞）受賞＞ 国際医療福祉大学 薬学部薬学科薬理学分野５年  佐古 栞さん 他３名 
テーマ 「脳内ＡＴＰ感受性カリウムチャネルが情動行動に及ぼす影響」  

最優秀賞選考会-5 
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企業・団体発表 （15:55～16:35） 
 

大講義室（地域経済学科棟 １Ｆ） 
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企業発表（株式会社 アイディ） （１） 
 「モーション動画で観光客誘致」 企画部 部長 丸山 明広様    
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「モーション動画で観光客誘致」 企画部 部長 丸山 明広様    

企業発表（株式会社 アイディ） （２） 
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企業発表（株式会社 タスク） （１） 
「栃木から世界中のドクターと患者様へ貢献する」  人事総務部 部長 佐野 稔様 
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企業発表（株式会社 タスク） （２） 
「栃木から世界中のドクターと患者様に貢献する」  人事総務部 部長 佐野 稔様 
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表彰式、閉会式 （16:45～17:15） 
 

大講義室（地域経済学科棟 １Ｆ） 
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表彰式-１ 

地域経済貢献賞受賞者 ： 宇都宮共和大学 シティライフ学部 
山島ゼミ＋都市アメニティ研究会3年 福田 好古さん、他８名  

栃木県経済同友会賞受賞者 ：宇都宮大学 生物環境調節学研究室 
 修士1年 田中 都さん（代理） 

栃木県中小企業団体中央会 
事務局次長 永井 欣男様 （公社）栃木県経済同友会 

幹事 吉田 範行様 

栃木県経営者協会賞受賞者： 宇都宮大学オプティクス教育研究 
センター 早崎研究室 博士前期1年 三浦 誠さん 

栃木県産業振興センター理事長賞受賞者： 帝京大学 理工学部情報電子
工学科 蓮田研究室2年 高橋 大地さん、他４名     

栃木県産業振興センター 
専務理事 高瀬 一宏様 

栃木県経営者協会・専務理事 
石塚 洋史様 
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表彰式-２ 

朝日新聞社賞受賞者 ：関東職業能力開発大学校  
生産機械システム技術科1年 爲我井和也さん、他2名 

日刊工業新聞モノづくり地域貢献賞受賞者：帝京大学  
理工学部 航空宇宙工学科２年 武田 凌椰さん、他１名 

朝日新聞宇都宮総局長代理 
実行委員長 （足利大学 学長） 

荘司 和男様 

日刊工業新聞社栃木支局 
支局長 伊藤 寛和様 

金賞受賞者：文星芸術大学 美術学部 美術学科アート専攻 
中村寿生ゼミ３年 石井 花奈さん、他５名 

金賞受賞者：小山工業高等専門学校 複合工学専攻建築学コース 
本多研究室 須藤 綾華さん 

実行委員長 （足利大学 学長） 
荘司 和男様 

実行委員長 （足利大学 学長） 
荘司 和男様 
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表彰式-３ 

ポスター最優秀賞：小山工業高等専門学校 複合工学専攻建築学コース  
本多研究室 須藤 綾華さん 

実行委員長 （足利大学 学長） 
荘司 和男様 

実行委員長 （足利大学 学長） 
荘司 和男様 

関東経済産業局長賞受賞者：宇都宮大学 工学研究科地球環境
デザイン学コース 博士前期２年 松山 大介さん 

関東経済産業局地域経済部 
産業技術革新課 課長補佐  

久世 克行様 

金賞（ポスター）受賞者： 宇都宮大学 農学部 柏嵜研究室4年 
山本 悠さん、他１名 

金賞受賞者：帝京大学 総合理工学専攻 河村研究室修士２年 
尾形 柚太郎さん、他３名 

実行委員長 （足利大学 学長） 
荘司 和男様 
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表彰式-４ 

栃木県産業労働観光部・次長 
鈴木 英樹様 

最優秀賞（知事賞）受賞者： 国際医療福祉大学 薬学部薬学科薬理学分野 5年 佐古 栞さん 50/60 



最優秀賞（知事賞）受賞者： 国際医療福祉大学 薬学部薬学科 薬理学分野 5年 佐古 栞さん 51/60 



受賞者記念撮影 
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受賞者記念撮影 53/60 



受賞者記念撮影 54/60 



交流会 （17:15～18:15） 
 

学生食堂（食堂棟） 
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学生食堂での交流会 
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「第15回学生＆企業研究発表会」       受 賞 者 一 覧 （１）  

賞           名 
学   校   名 

テ  －  マ 
発   表   者 

 最優秀賞（知事賞）   

国際医療福祉大学 
薬学部 薬学科 薬理学分野 ５年 脳内ATP感受性カリウムチャネルが情動行動に及ぼす影響 

佐古 栞（さこ しおり） 他３名 

 関東経済産業局長賞   

宇都宮大学 
工学研究科 地球環境デザイン学コース 博士前期２年 

空間価値を高めるための身近な環境シミュレーションの活用 

松山 大介（まつやま だいすけ） 

 金  賞   

文星芸術大学 
美術学部 美術学科 アート専攻 中村寿生ゼミ ３年 「和紙でくるむ家 古建築アートプロジェクト」 

空き家有効活用方策の可能性 ―足利市での実践― 
石井 花奈（いしい かな） 他５名 

 金  賞   

小山工業高等専門学校 
複合工学専攻 建築学コース 本多研究室 ２年 もみがら灰のコンクリート用混和材としての利用に関する研究 

須藤 綾華（すとう あやか） 

 金  賞   

帝京大学 
総合理工学専攻 河村研究室 修士２年 

インターンシップを通した宇宙用部品の開発と県内宇宙産業振
興へのチャレンジ （共同研究：(株)ﾃﾂｶｸﾘｴｰﾄ 鉢村高史、 
 (株)ｲｰｱﾝﾄﾞｴﾑ 柴田靖宏、(株)大日光・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ） 

尾形 柚太朗（おがた ゆうたろう） 他３名 

 ポスター最優秀賞   

小山工業高等専門学校 
物質工学科 反応工学研究室 ５年 水和性潤滑材ムチンをドジョウの粘液から回収する  

～ムチンの新たな大量生産プロセスへの試み～ 
矢島 夏海（やじま なつみ） 

 金  賞（ポスター）   

宇都宮大学 
農学部 柏嵜研究室 ４年 

高品質栃木産イチゴで世界に挑戦 

山本 悠（やまもと ゆう） 他１名 
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「第15回学生＆企業研究発表会」       受 賞 者 一 覧 （２）  

賞           名 
学   校   名 

テ  －  マ 
発   表   者 

 地域経済貢献賞 栃木県商工三団体協議会 
宇都宮共和大学 
シティライフ学部 山島ゼミ＋都市アメニティ研究会３年

福田 好古（ふくだ よしふる） 他８名 
 石の街 大谷 ―景観活用に向けて― 

 栃木県経済同友会賞 (公社)栃木県経済同友会 

宇都宮大学 
農学研究科 生物環境調節学研究室 修士１年 

 栃木発，地ビールづくりを見える化する 
  （共同研究：栃木県産業技術ｾﾝﾀｰ 岡本竹己、 

     (株)ﾌｧｰﾏｰｽﾞ･ﾌｫﾚｽﾄ 山下創、栃木ﾏｲｸﾛﾌﾞﾙﾜﾘｰ  横須賀貞夫） 田中 都（たなか みやこ） 

 栃木県経営者協会賞 （一社）栃木県経営者協会 
宇都宮大学 
ｵﾌﾟﾃｨｸｽ教育研究ｾﾝﾀｰ 早崎研究室 博士前期１年  共焦点型表面検出を用いた細胞のフェムト秒 

 レーザー加工 三浦 誠（みうら まこと） 

 栃木県産業振興センター 
 理事長賞 

(公財)栃木県産業振興セン
ター 

帝京大学 
理工学部 情報電子工学科 蓮田研究室 ２年  自律型ロボットの設計製作とロボコン世界大会への 

 挑戦 髙橋 大地（たかはし だいち） 他４名 

 日刊工業新聞 
 モノづくり地域貢献賞 

日刊工業新聞社栃木支局 

宇都宮大学 
工学研究科 依田研究室 博士前期２年  反応性スパッタ法による膜質制御と光学素子への 

 応用 （共同研究：（一社）光融合技術協会 大谷毅） 漆原 陸（うるしばら りく） 

 朝日新聞社賞 朝日新聞宇都宮総局 

関東職業能力開発大学校 
生産機械システム技術科 １年 

 「よしず」製造装置の開発 
  ―地元伝統工芸の活性化を目指して― 
  （共同研究：サンテック(株) 寺澤智行） 爲我井 和也（ためがい かずや） 他２名 

 あしぎん賞 足利銀行 

宇都宮大学 
ｵﾌﾟﾃｨｸｽ教育研究ｾﾝﾀｰ 早崎研究室 博士前期１年  金ナノロッド含有グリセリンを用いたボリューム 

 バブルディスプレイ 千葉 泰誠（ちば たいせい） 他１名 

 宇都宮機器賞 宇都宮機器(株) 
宇都宮大学 
ｵﾌﾟﾃｨｸｽ教育研究ｾﾝﾀｰ 早崎研究室 博士前期１年  レーザー生成プラズマを用いた空間光変調 
加藤 隼人（かとう はやと） 

 カゴメ賞 カゴメ(株) 

宇都宮大学 
農学部 農作業環境工学研究室 ４年  イチゴ果実のおいしさは見える化できるか 
安田 彩乃（やすだ あやの） 他１名 

 大高商事賞 (株)大高商事 

白鷗大学 
経営学部 鈴木ゼミ 観光班 ３年 

 日光の外国人宿泊者増加に向けた観光資源 
 としての「おもてなし」概念導入の有効性  
 ～「おもてなし」の戦略的活用～ 小堀 詩（こぼり うた） 他８名 

 栃木銀行賞 栃木銀行 

宇都宮大学 
工学研究科 計測・ロボット工学研究室 博士前期１年  看護支援のための体動計測と深層学習による中途 

 覚醒予測法の開発 （共同研究：自治医科大学  川上研究室） 板谷 翔太（いたや しょうた） 他３名 

 ナカムラ・キラリ賞 (株)中村製作所 

小山工業高等専門学校 
機械工学科 山下研究室 ５年  Ｖ-Ａ型小型ＡＣＶの運動特性と災害時利用に対する 

 検討 荒川 直輝（あらかわ なおき） 他２名 
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「第15回学生＆企業研究発表会」       受 賞 者 一 覧 （３）  

賞           名 
学   校   名 

テ  －  マ 
発   表   者 

 AIS総合設計賞  AIS総合設計（株） 

小山工業高等専門学校 電気電子創造工学ｺｰｽ 情報
通信ｴﾈﾙｷﾞｰ研究室１年 伝統的建造物群保存地区における地震防災システム

の開発 山口 拓海（やまぐち たくみ） 

 カナメ賞  （株)カナメ 
足利大学 工学部 出井研究室 ４年 

バイオマス資源の地域リサイクル 
熊木 雄也（くまき ゆうや） 他２名 

 鹿沼相互信用金庫理事長賞  鹿沼相互信用金庫 
白鷗大学 経営学部 青崎ゼミ ３年 栃木県南への観光客誘致計画～日本版DMOを活用し

て～ 稲毛 基（いなげ もとき） 他４名 

 烏山信用金庫理事長賞  烏山信用金庫 

宇都宮共和大学 シティライフ学部 内藤マーケティング
論研究室 ２年 那須烏山市『山あげ野外劇場』建設について 

 （共同研究：県立烏山高等学校「烏山学」研究チーム） 
大野 ありあ（おおの ありあ） 他４名 

 未来賞  (株)壮関 

宇都宮大学 工学研究科 計測・ロボット工学研究室 
博士前期１年 イチゴ収穫ロボットを用いた農業支援システムの開発 
久保 敬太郎（くぼ きょうたろう） 他８名 

 ダイサン企画奨励賞  (株)ダイサン 

作新学院大学 
経営学部 那須野ゼミ ４年 夜間観光の重要性 ―時間マーケティングの視点より

― 中村 翔平（なかむら しょうへい） 他１２名 

 タスク賞  （株）タスク 

国際医療福祉大学 
薬学部 薬学科 中毒学研究室 ５年 障がい児たちの未来 

―子供たちの未来の道しるべを作る― 古谷 彩乃（ふるや あやの） 他４名 

 ものづくり奨励賞 
 （株)テラクリエー 
 ション 

帝京大学 理工学部情報電子工学科 蓮田研究室 ４年 マイコンを駆使した生活を豊かにするアイデア製品の
開発 荒井 裕貴（あらい ゆうき） 他１名 

 栃木信用金庫理事長賞  栃木信用金庫 
作新学院大学 経営学部 那須野ゼミ ４年 

医療観光による地域活性化 ―留学生の視点より― 
DO VAN HAI（ドー バン ハイ） 他７名 

 ハヤブサドットコム賞 
 (株)ハヤブサドット 
 コム 

白鷗大学 経営学部 青崎ゼミ ３年 
Instagramによる栃木の魅力発信の可能性 

渡辺 麗香（わたなべ りか） 他３名 

 株式会社ファーマーズ・  
 フォレスト賞 

 (株)ファーマーズ・ 
 フォレスト 

白鷗大学 経営学部 鈴木ゼミ ３年 アジア市場に向けた栃木県農産物の原産国イメージ再
構築プロモーションモデルの検討 ～セグメント毎の最
適モデル導出に向けて～ 

畠 大輝（はた だいき） 他７名 

 フェドラ賞  （株)フェドラ 
国際医療福祉大学 薬学部 薬学科 薬理学分野 ５年 ストレス性精神疾患に関与する新規脳内分子の探索 

―Leukemia inhibitory factor の役割― 根本 雅也（ねもと まさや） 他３名 
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写真撮影＆編集 
宇都宮大学 元コーディネーター 出口 勝彦 
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帝京大学  宇都宮キャンパスの山茶花の並木 
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