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伊代田研究室 各賞の説明

年間MVP：一年間を通して、もっとも優秀だった者、一名を選
出。研究のみならず、研究室活動すべてを対象とする。

もっとも成長したで賞：一年の研究・研究室活動を通じて、
もっとも成長したものを一名選出。

もっとも迷惑をかけたで賞：一年間を通して、研究室全
体にもっとも迷惑をかけたものを一名を選出

対象者：研究室に所属するもの（学部4年生、大学院生、教員、研究員）

選出権：研究室に所属するもの（学部4年生、大学院生、教員、研究員）



伊代田研究室 各賞の説明
卒論賞：一年間の研究成果を発表した卒論発表会等でのもっと
もすばらしい研究・研究発表だった者を一名選出

対象者：研究室に所属する卒論生（学部4年生）

選出権：卒論発表会を聞いたもの（学部3年生、大学院生、教員、研究員）

＊なお、各賞には（教員の独断で選出した）景品を贈呈す
るとともに、ホームページにも掲載し、研究室が続く限り、
名誉として残ります。



もっとも成長したで賞
（得票者とその理由）

田篭 滉貴 さん（1票）

理由）ボロボロなのに四年の面倒見ていただいたから

末木 博 さん（1票）

理由）もっと成長できることを期待して （笑）

中川 大樹 さん（1票）

理由）最後のプレゼンすごかった！

派だったから！



もっとも成長したで賞
（得票者とその理由）

今井 巧 さん（1票）

理由）本人は面倒ながらもよくやっていたと思う

南 宏達 さん（1票）

理由）秋口くらいからの、研究へのアクセルのかけ方はもはや尊
敬の域。かっこいいです。 By 中西

森 嘉一 さん（1票）

理由）卒論発表が良かった by 前原

派だったから！



2016年度 もっとも成長したで賞
 理由）人のことを思いやれるようになった（気がする）から

 理由）研究室に来た時と人格が変わった

 理由）初めからの変わり方がww

 理由）研究室に配属されてからよく成長した。これからの成長も期待して最
も成長したで賞

 理由）文句なしでしょ。成長あるのみ。

 理由）後半には既にMの風格が漂っていた

 理由）大学院決まった後から、見違えるように変わった！

 理由）新M1としてすごく頑張っていたから

水野 博貴さん（８票）



卒論賞
（得票者とその理由）

吉成 健吾 さん（1票）

理由）戻りコンという産業廃棄物として処理していた物を再利
用することは、環境負荷低減および経費削減につながるので、
素晴らしい試みであるともに、スラッジ、DSPの品質を評価す
る基準を作る事は、今後、活用して行く上での基準となるので
大切な研究だと思ったため選出しました。

中川 大樹 さん（1票）

理由）ワークライフバランスというような言葉が聞こえてくる
昨今で、どちらかと言えばその言葉からは程遠い土木業界の内
側の意見を取り入れた、今後土木業界の働き方を改善し、イ
メージを向上していくために重要な研究だと思い選出しました。



卒論賞
（得票者とその理由）

南 宏達 さん（4票）

理由）自分で考え抜いて正解にたどり着いた！ By 伊藤

理由）様々な視点から実験に取り組んでて、勉強になった！

By 太田

理由）自分で考えて卒論を書ききったこと。素晴らしい。 By 伊代田



 理由）実験量がピカ一に多く、最後の卒
論発表が伝説！

 理由）しっかりと伊代田研のPRをしてい
た。

 理由）みんなの記憶に残る卒論でした笑
今井ちゃんじゃないと成し遂げられな
かった！

 理由）最後の考察のまとめ方は誰もが納
得するものでした。

 理由）試験に一番時間をかけて、データ
もたくさんあるのに卒論のパワポは少し
しか使えない辛さがあったと思います。
最後のプレゼンはとてもわかり易かった
です!!

今井 巧さん 水野 博貴さん

卒論賞
（得票者とその理由） 5票



2016年度 卒論賞

 理由）実験頑張った。

 理由）アルキメデス法の大変な実験をや
りきった！

 理由）4年生の中で一番先生の前の椅子に
座ってたw

 理由）堂々と発表していた。

 理由）発表が良かった

 理由）一生懸命考えて、勉強していたと
思う。期待も込めて！！

 理由）知識がなくてもわかりやすいプレ
ゼンでコンクリートへの興味が深まった。

森 嘉一さん 中西 縁さん

なんと・・・ 同投票率 8票



もっとも迷惑をかけたで賞
（得票者とその理由）

前原 聡 さん（1票）

理由）寿司ざんまい！

伊代田 先生（1票）

理由）一年間指導していただきありがとうございました！今年もいっぱ
い迷惑をかけるのでよろしくお願いいたします！ （田篭）

三坂 岳広 さん（1票）

理由）いまいをいつもサポートしてくれたから



いろいろな意味でがんばったで賞
（得票者とその理由）

 森 嘉一 さん（1票）

 理由）なにをいってるかわからないから。鹿島でがんばれ！

 南 宏達 さん（1票）

 理由）みんなにひたすら妄想聞いてもらってた。

 中川 大樹 さん（2票）

理由）アンケート。。。。

理由）関東支部、卒論概要、ギリギリ！

 末木 博 さん（2票）

 理由）論文投稿などがんばりましょう （前原）

 理由）いろいろ壊しすぎました。（自己反省）



2016年度 もっとも迷惑をかけたで賞
 理由）なにを言いたいのか伝わらない時がある

 理由）公私混同よくないぞ！(笑) でも、ナイスムードメーカーでした！

 理由）語らずとも

 理由）先生との打合せでかなり迷惑をかけていたから

 理由）見事に時間と金と精神をかけさせていただきました。 By 伊代田

吉成 健吾さん（5票）



MVP （得票者とその理由）

今井 巧 さん（1票）

理由）モチふわぷにぷに、研究室のみんなに癒しを与えてくれてありがと
う！

水野 博貴 さん（1票）

理由）四年生の代表として動いてくれた！

吉成 健吾 さん（1票）

理由）いっぱい悩んで紆余曲折あったけど最後まで頑張ってました！飲み会
係としての仕事も完璧でした！

三坂 岳広 さん（1票）

理由）いつでも相談に乗ってもらえる by 中川



MVP （得票者とその理由）

中川 大樹 さん（2票）

理由）いまいをいつもサポートしてくれたから

理由）最後よくまとめたなと発表を聞いて感動した！！

南 宏達 さん（2票）

理由）いまいをいつもサポートしてくれたから

理由）ひたすら考えて正解に至った思考

森 嘉一 さん（2票）

理由）アルキメデス法をひたすらやる努力

理由）一番学校に来て実験をひたむきに頑張ってる姿が印象的でした！また
ラーメン食べにいこうな



MVP （得票者とその理由）

田篭 滉貴 さん（2票）

理由）B4の研究面に対するサポートがとても助かりました

理由）困っていると手助けしてくれる

前原 聡 さん（2票）

理由）ドクター論文の公聴会がかっこよかったからです

理由）博士課程で忙しい中、土日に大学来て、学生の研究相談などいつも真
剣に答えてくれた。



MVP （得票者とその理由）

伊藤 孝文 さん（4票）

理由）THE☆MVP

理由）やっぱり伊代田研といえばこの人！

理由）国際学会がんばった

理由）インフルになっても修論を書き終えたから



2016年度 MVP

 理由）研究室運営に最も貢献した

 理由）研究室のことをいつも思っていた
から！

 理由）本当に研究室のことをよく見てく
れていたから

 理由）大変お世話になりました。。

By 水野

 理由）自分の修論もあるのに卒論を一緒
に考えて良くしていただきました。

 理由）死ぬほどお世話になったから。

 理由）一番学生の事を思って時間を割い
ていただきました。

 理由）3年間（担任入れたら6年間）お世
話になったから。By 伊藤

 理由）やっぱり凄い。凄すぎる。

 理由）今年は、海外国内と様々に仕事さ
れている中でも、打ち合わせをお願いす
るといつも真剣に答えて頂いた。

By 太田太田 真帆さん 伊代田 先生

なんと・・・ 同投票率 5票



8GB 世界にひとつしかないUSB



一年間 ご苦労様でした。
By伊代田

みんなが真剣に研究に取り組んでくれ、研究室を盛り上げて
くれたことは、非常に誇りです。

最期の踏ん張りは本当に見事でした。

また多大な研究成果が得られました。

ぜひ、卒業後も研究室にも立ち寄ってもらい、今後とも伊代
田研究室を盛り上げてください。

来年度も勇者・精鋭たちが研究室を盛り上げてくれると信じ
ています。


