＜受賞

2010 年度 上半期＞

2010 年 3 月
・吉田潤一教授（A01 班）が、第 9 回グリーン・サステイナブルケミストリー賞を受賞しました。
（2010/03/05）
・深瀬浩一教授（A02 班）が、日本化学会第 28 回学術賞を受賞しました。（2010/03/26）
2010 年 4 月
・太田悠介君（A02 班 大野浩章研究代表 2010 年 3 月博士課程修了）が、ドイツ Springer 社 Springer
Theses Award を受賞しました。
（2010/04/07）
・白川誠司准教授（A01 班）が、第 90 回日本化学会年会にて優秀講演賞を受賞しました。
（2010/04/14）
・金煕珍君（A01 班 吉田潤一研究室 D2）が、第 90 回日本化学会年会にて学生講演賞を受賞しました。
（2010/04/14）
・高田十志和教授（A03 班）が、文部科学大臣表彰（科学技術部門）を受けました。
（2010/04/20）
2010 年 5 月
・渡邉雄大君（A02 班 橋本俊一研究室 D1）が、第 134 回日本薬学会北海道支部例会にて優秀発表賞を
受賞しました。
（2010/05/08）
・光藤耕一助教（A01 班）が、第 90 回日本化学会年会にて優秀講演賞を受賞しました。（2010/05/17）
・八道健太郎君（A01 班 新藤充研究室 D3）が、第 20 回万有福岡シンポジウムにてベストポスター賞
を受賞しました。
（2010/05/22）
・中垣武君(A03 班 新名主輝男研究室 D3)が、20 周年記念万有福岡シンポジウムにてベストポスター賞
を受賞しました。
（2010/05/22）
・芝原攝也君（A02 班 畑山範研究室 D3）が、第 20 回万有福岡シンポジウムにてポスター発表優秀賞
を受賞しました。（2010/05/22）
・室下敏君（A01 班 新藤充研究室 M2）が、第 20 回万有福岡シンポジウムにてベストディスカッショ
ン賞を受賞しました。
（2010/05/22）
・古野裕史助教（A01 班 稲永純二研究室）が、第 15 回日本希土類学会奨励賞（足立賞）を受賞しまし
た。（2010/05/27）
2010 年 6 月
・宮村浩之特任助教（A01 班）が、Elsevier Properties SA、the Reaxys PhD Prize を受賞しました。
（2010/06/01）
・光藤耕一助教（A01 班）が、岡山工学振興会平成 22 年度科学技術賞を受賞しました。（2010/06/03）
・山家裕之君（A03 班

戸部義人研究室 M1）が、5th International Symposium on Macrocyclic and

Supramolecular Chemistry (ISMSC-5)にてポスター賞を受賞しました。
（2010/06/08）
・山家裕之君（A03 班 戸部義人研究室 M1）が、Post 5th International Symposium on Macrocyclic and
Supramolecular Chemistry (Post ISMSC-5)にてポスター賞を受賞しました。
（2010/06/12）
・田中克典助教（A02 班
（2010/06/25）

深瀬浩一研究室）が、第 29 回有機合成化学協会奨励賞を受賞しました。

・中林康治君（A01 班 跡部研究室 D1）が、第 34 回有機電子移動化学討論会にてポスター賞を受賞し
ました。
（2010/06/25）
・武者直樹君（A01 班 吉田潤一研究室 M1）が、第 34 回有機電子移動化学討論会にてポスター賞を受
賞しました。（2010/06/25）
2010 年 7 月
・高橋悠君（A02 班 谷野圭持研究室 D2）が、第 22 回万有札幌シンポジウムにてベストポスター賞を
受賞しました。（2010/07/03）
・猪口大輔君（A03 班 久保孝史研究室 D2）が、International Conference on Science and Technology of
Synthetic Metals 2010 (ICSM2010)にて Young Researcher Poster Award を受賞しました。
（2010/07/06）
・田渕伸一郎君（A01 班 稲永純二研究室 M2）が、モレキュラー・キラリティー2010 にて優秀ポスタ
ー賞を受賞しました。
（2010/07/11）
・吉田潤一教授（A01 班）が、近畿化学協会フロー・マイクロ合成研究会第 5 回銅金賞を受賞しました。
（2010/07/30）
・田中克典助教（A02 班 深瀬浩一研究室）が、第 13 回日本糖質学会奨励賞を受賞しました。
（2010/07/30）
・下山敦史特任研究員（A02 班 深瀬浩一研究室）が、財団法人内藤記念科学振興財団第 28 回内藤コン
ファレンスにてポスター賞を受賞しました。
（2010/07/30）
2010 年 8 月
・布施新一郎助教（A01 班）が、東京工業大学 工系若手奨励賞を受賞しました。（2010/08/06）
・中垣武君(A03 班 新名主輝男研究室 D3)が、第 42 回構造有機若手の会にて優秀ポスター賞および特別
講師賞を受賞しました。
（2010/08/08）
・小西彬仁君（A03 班 久保孝史研究室 D1）が、第 42 回構造有機若手の会にてポスター賞を受賞しま
した。
（2010/08/08）
・青葉充哉君（A03 班 久保孝史研究室 M2）が、第 42 回構造有機若手の会にてポスター賞を受賞しま
した。
（2010/08/08）
・齋藤徹君（A03 班 久保孝史研究室 M1）が、第 42 回構造有機若手の会にてポスター賞を受賞しまし
た。
（2010/08/08）
・戸谷博希君（A02 班 高須清誠研究代表 D2）が、Tohoku University Global COE Program Summer School
にて優秀発表賞を受賞しました。
（2010/08/20）
・中林康治君（A01 班 跡部真人研究室 D1）が、第 28 回電気化学会関東支部夏の学校にてポスター賞
を受賞しました。
（2010/08/26-28）
・岩崎孝紀助教（A01 班 神戸宣明研究室）が、Rnner-up エルゼビア&EuCheMS（ヨーロッパ化学会議）
にて Reaxys PhD Prize 2010（Reaxys 若手研究者賞）を受賞しました。（2010/08/30）
・森川稔之君（A03 班 市川淳二研究室 M2）が、日本化学会第 4 回関東支部大会にて優秀ポスター賞を
受賞しました。
（2010/08/30）
・小関雄太君（A03 班 市川淳二研究室 M1）が、日本化学会第 4 回関東支部大会にて優秀ポスター賞を
受賞しました。
（2010/08/30）

2010 年 9 月
・山田研君（A02 班 関根光雄研究室 D3）が IRT 2010 - XIX International Round Table on Nucleosides,
Nucleotides and Nucleic Acids にてポスター賞を受賞しました。（2010/09/01）
・宮川卓也君（A02 班 深瀬浩一研究室 M2）が、有機合成化学協会第 27 回有機合成化学セミナーにて
ポスター賞を受賞しました。（2010/09/02）
・小林香織さん（A02 班 谷野圭持研究室 M2）が、第 27 回有機合成化学セミナーにてベストポスター
賞を受賞しました。（2010/09/04）
・三甲野裕介君（A02 班 三浦智也研究代表、M1）が第 27 回有機合成化学セミナーにてポスター賞を
受賞しました。
（2010/09/04）
・中島秀人君（A01 班 馬場章夫研究室 D2）が、第 21 回基礎有機化学討論会にてポスター賞を受賞し
ました。
（2010/09/09）
・清川謙介君（A01 班 馬場章夫研究室 D2）が、第 57 回有機金属化学討論会にてポスター賞を受賞し
ました。
（2010/09/09-11）
・原野彩さん(A03 班 新名主輝男研究室 D3)が、第 21 回基礎有機化学討論会にてポスター賞を受賞しま
した。
（2010/09/10）
・正木慶昭特別研究員（A02 班 関根光雄研究室）が The 2010 Awards of the D. N. Chorafas Foundation
を受賞しました。（2010/09/14）
・岩井智弘君（A03 班 辻康之研究室、D3）が第 57 回有機金属討論会にてポスター賞を受賞しました。
（2010/09/18）
・岡田吉弘君（A03 班 畠山琢次研究代表 M2）が、第 56 回有機金属化学討論会にてポスター賞を受賞
しました。
（2010/09/16–18）
・石田恵崇君（A02 班 土井隆行研究室 B4）が、平成 22 年度化学系学協会にてポスター賞を受賞しま
した。
（2010/09/25-26）

