＜受賞

2011 年度

下半期＞

2011 年 10 月
・橋本卓磨君（A02 班 石橋弘行研究室 B4）が、平成 23 年度有機合成化学北陸セミナーにて優秀ポスタ
ー賞を受賞しました。
（2011/10/07）
・苅部雄輔君（A02 班 草間博之研究代表 D3）が、第 7 回集積型有機合成国際シンポジウム（ISIS-7）
にてポスター賞を受賞しました。
（2011/10/10）
・信末俊平君（A03 班 戸部義人研究室 D2）が、第 7 回集積型有機合成国際シンポジウム（ISIS-7）に
てポスター賞を受賞しました。
（2011/10/10）
・徳岡慎也君（A01 班 吉田潤一研究室 M1）が、第 7 回集積型有機合成国際シンポジウム（ISIS-7）に
てポスター賞を受賞しました。
（2011/10/10）
・相磯紘子さん（A01 班 垣内史敏研究室 M2）が、近畿化学協会有機金属化学討論会にてポスター賞を
受賞しました。
（2011/10/14）
・石割文崇特別研究員（A03 班 高田十志和研究室）が、Chinese Academy of Sciences 10th International
Symposium on Functional π-Electron Systems にて Poster Award を受賞しました。
（2011/10/17）
・山田健一准教授（A02 班

高須清誠研究室）が、第 9 回有機合成化学協会関西支部賞を受賞しました。

（2011/10/28）
2011 年 11 月
・西山靖浩特任助教（A01 班

垣内喜代三研究室）が、2011 Korea-Japan Symposium on Frontier Photoscience

(2011 KJFP)にて Best Presentation Award in Young Scientist Session を受賞しました。（2011/11/01）
・伊與田正彦特任教授（A03 班）の論文（Synthesis and Nanostructures of Cyclic Triphenylene Trimers Having

Long Alkyl and Alkoxy Side Chains. Hanai, Y.; Rahman, M. J.; Yamakawa, J.; Takase, M.; Nishinaga, T.;
Hasegawa, M.; Kamada, K.; Iyoda, M. Chem. Asian J. 2011 (No. 11), 6, 2940-2945.）が、雑誌 Cover に採
用されました。
（2011/11/04）
・久保田早貴さん（A01 班 村井利昭研究室 M2）が、第 42 回中部化学関係学協会支部連合秋季大会に
てポスター発表優秀賞を受賞しました。
（2011/11/05）
・鈴木大和君（A02 班 大野浩章研究代表 D3）が、第 37 回反応と合成の進歩シンポジウムにて優秀発
表賞を受賞しました。（2011/11/08）
・岩田顕君（A02 班 大野浩章研究代表 M2）が、第 37 回反応と合成の進歩シンポジウムにて優秀発表
賞を受賞しました。（2011/11/08）
・倉橋慧君（A02 班 高須清誠研究室 M2）が、第 37 回反応と合成の進歩シンポジウムにて優秀発表賞
を受賞しました。（2011/11/08）
・徳永恵津子技術補佐員（A02 班 柴田哲男研究室）が、日本農薬学会第 26 回農薬デザイン研究会にて
ポスター賞を受賞しました。（2011/11/10）
・古川達也君（A02 班 柴田哲男研究室 D3）が、日本農薬学会第 26 回農薬デザイン研究会にてポスタ
ー賞を受賞しました。（2011/11/10）

・石川洋平君（A01 班 友岡克彦研究室 M2）が、有機合成化学協会第 100 回有機合成シンポジウムにて
優秀ポスター賞を受賞しました。（2011/11/11）
・大澤歩さん（A02 班 谷野圭持研究室 M2）が、有機合成化学協会第 100 回有機合成シンポジウムにて
優秀ポスター賞を受賞しました。（2011/11/11）
・西峯貴之君（A02 班 柴田哲男研究室 M2）が、有機合成化学協会第 100 回有機合成シンポジウムにて
優秀ポスター賞を受賞しました。（2011/11/11）
・谷野圭持教授（A02 班）が、名古屋シルバーメダルを受賞しました。（2011/11/14）
・中川尚久君（A03 班 畠山琢次研究代表 D3）が、日本化学会第 1 回 CSJ 化学フェスタにて優秀ポスタ
ー発表賞を受賞しました。
（2011/11/15）
・綱和宏君（A02 班 中田雅久研究室 D2）が、日本化学会第 1 回 CSJ 化学フェスタにて優秀ポスター発
表賞を受賞しました。（2011/11/15）
・青木大輔君（A03 班 高田十志和研究室 D1）が、日本化学会第 1 回 CSJ 化学フェスタにて優秀ポスタ
ー発表賞を受賞しました。（2011/11/15）
・池邊彩子さん（A01 班 布施新一郎研究代表 M1）が、日本化学会第 1 回 CSJ 化学フェスタにて最優秀
ポスター発表賞を受賞しました。（2011/11/15）
・赤江要祐君（A03 班 高田十志和研究室 M1）が、日本化学会第 1 回 CSJ 化学フェスタにて優秀ポスタ
ー発表賞を受賞しました。（2011/11/15）
・永本祐樹君（A02 班 高須清誠研究室 D2）が、第 37 回有機合成若手セミナーにてポスター賞を受賞
しました。（2011/11/16）
・平松孝啓君（A02 班 谷野圭持研究室 D1）が、第 55 回香料・テルペンおよび精油化学に関する討論
会にてベストプレゼンテーション賞を受賞しました。（2011/11/20）
・肥沼宏次君（A01 班 布施新一郎研究代表 D2）が、10th International Symposium on Organic Reactions
(ISOR10)にて Poster Award を受賞しました。（2011/11/24）
・高橋正樹君（A03 班 市川淳士研究室 M2）が、10th International Symposium on Organic Reactions (ISOR10)
にて最優秀ポスター賞を受賞しました。（2011/11/24）
2011 年 12 月
・柿田浩輔君（A02 班 橋本俊一研究室 M1）が、第 137 回日本薬学会北海道支部例会にて学生優秀発表
賞を受賞しました。
（2011/12/03）
・戸部義人教授（A03 班）が、2011 年度有機合成化学協会賞を受賞しました。（2011/12/06）
・三浦智也講師（A02 班）が、2011 年度有機合成化学奨励賞を受賞しました。（2011/12/06）
・永木愛一郎助教（A01 班

吉田潤一研究室）が、2011 年度有機合成化学奨励賞を受賞しました。

（2011/12/06）
・光藤耕一助教（A01 班）が、2011 年度有機合成化学協会研究企画賞（コニカミノルタテクノロジーセ
ンター研究企画賞）を受賞しました。
（2011/12/06）
・藤田健志助教（A03 班 市川淳士研究室）が、2011 年度有機合成化学協会研究企画賞（セントラル硝
子研究企画賞）を受賞しました。
（2011/12/06）

・永木愛一郎助教（A01 班 吉田潤一研究室）が、2011 年度有機合成化学協会研究企画賞（武田薬品工
業研究企画賞）を受賞しました。
（2011/12/06）
・森本浩之助教（A01 班 大嶋孝志研究室）が、2011 年度有機合成化学協会研究企画賞（高砂香料工業
研究企画賞）を受賞しました。
（2011/12/06）
・西峯貴之君（A02 班 柴田哲男研究室 M2）が、International Symposium on Catalysis and Fine Chemicals 2011
(C&FC2011)にて Young Oral Presentation Award を受賞しました。（2011/12/8）
・西峯貴之君（A02 班 柴田哲男研究室 M2）が、第 38 回有機典型元素化学討論会にて優秀ポスター賞
を受賞しました。
（2011/12/9）
・森本浩之助教（A01 班 大嶋孝志研究室）が、第 28 回井上研究奨励賞を受賞しました。
（2011/12/16）
・川守田創一郎君（A01 班 澤村正也研究室 D2）が、The 1st Junior International Conference on Cutting-Edge
Organic Chemistry in Asia にて Best Presentation Award を受賞しました。
（2011/12/17）
・梶川敬之君（A02 班 勝村成雄研究室 D3）が、第 53 回天然有機化合物討論会にて奨励賞を受賞しま
した。
（2011/12/19）
・羽成泰貴君（A02 班 橋本俊一研究室 M2）が、第 53 回天然有機化合物討論会にて奨励賞を受賞しま
した。
（2011/12/19）
・伊與田正彦特任教授（A03 班）の論文（Face-to-Face Arranged Dimeric Tetrathiafulvalenes and Their Cation

Radical and Dication Species as Models of Mixed Valence and p-Dimer States. Hasegawa, M.; Daigoku, K.;
Hashimoto, K.; Nishikawa, H.; Iyoda, M. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2012 (No. 1), 85, 51-60. 雑誌 Cover 掲載）
が、Bulletin of the Chemical Society of Japan Award (BCSJ 賞)に選ばれました。（2011/12/30）
2012 年 1 月
2012 年 2 月
・伊與田正彦特任教授（A03 班）が、第 29 回日本化学会学術賞を受賞しました。
（2012/02/08）
・澤村正也教授（A01 班）が、第 29 回日本化学会学術賞を受賞しました。
（2012/02/08）
・倉橋拓也助教（A01 班 松原誠二郎研究室）が、第 61 回日本化学会進歩賞を受賞しました。
（2012/02/08）
・田原一邦助教（A03 班 戸部義人研究室）が、第 61 回日本化学会進歩賞を受賞しました。
（2012/02/08）
・花田良輔君（A02 班 谷野圭持研究室 D1）が、2012 年化学系学協会北海道支部冬季研究発表会にて優
秀講演賞を受賞しました。
（2012/02/08）
・三浦雅博教授（A03 班）が、トムソン・ロイター社第 3 回リサーチフロントアワードを受賞しました。
（2012/02/21）
・小山靖人助教（A03 班 高田十志和研究室）が、高分子学会平成 23 年度高分子研究奨励賞を受賞しま
した。
（2012/02/21）
・中薗和子助教、小山靖人助教、高田十志和教授（A03 班）が、東京工業大学平成 23 年度手島記念賞論
文賞を受賞しました。
（2012/02/27）

2012 年 3 月
・伊藤英人君（A01 班 澤村正也研究室 D3）が、日本学術振興会第 2 回育志賞を受賞しました（2012/03/01）
・浅井裕也君（A01 班 布施新一郎研究代表 B4）が、東京工業大学応用化学系卒業論文発表会にて桜花
会賞を受賞しました。
（2012/03/01）
・塩崎七央さん（A03 班 高田十志和研究室 B4）が、関東高分子若手研究会 2011 年度論文発表会にて優
秀ポスター賞を受賞しました。
（2012/03/03）
・久保田早貴さん（A01 班

村井利昭研究室 M2）が、日本化学会東海支部支部長賞を受賞しました。

（2012/03/25）
・能登健吉君（A02 班 佐々木誠研究室 M2）が、東北大学大学院生命科学研究科平成 23 年度生命科学
研究科長賞を受賞しました。
（2012/03/27）
・石橋弘行教授（A02 班）が、平成 24 年度日本薬学会賞を受賞しました。
（2012/03/28）

