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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）

選出権：研究室に所属するもの（学部4年生、大学院生、教員）



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）

＊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）

牛久保 実梨 さん（1票）

理由）冬の中間発表でスライドの出来にビックリ

平岡 理彩子 さん（1票）

理由）土木に興味のなかった人が、あれだけの分析
をして結果をまとめたという事。10年目にして一番
変わったと感じました。 【まなと】

派だったから！



もっとも成長したで賞
（得票者とその理由）

水野 博貴 さん（1票）

理由）この一年で環境が変わりいろんな事があって悩ん
だり苦しんだりしたことが多々あった中で研究室の中心と
なって動いてくれました。来年度への期待も込めて。

【たご】

派だったから！



もっとも成長したで賞
（得票者とその理由）

理由）4年をなんだかんだとりまとめてたと思います、ありがとう

理由）伊代田研に誘ったとき嫌々だったけど強引に引き込んだ。そんなやつ
が就職を取り消し大学院に進学するとはあの時思いもしなかった。残り2年ま
だまだ成長できるという期待も込めて 【りくま】

理由）M0として、研究室をよく見ていてくれた。研究に対する思いや、研究
室を大切に思ってくれている気持ちがすばらしいなと思う。

理由）M0としても、研究室のことをよく考えてくれたから。 【みのり】

理由）どんどんM1としての風格が出てきた。責任感強い！来年度も期待！！
【いよだ】

中村 絢也さん（5票）



2017年度 もっとも成長したで賞
理由）1年間で成長したんだなって実感したから

理由）悩む間もなく。

理由）パワポが夏から段違いに変わった!!

理由）卒研発表に感動した

理由）自分の意見をただ言うだけじゃなく、周りを見れるようにな
りかけてる 【三坂】

理由）4月ゼミと卒論発表では雲泥の差、伊代田研ならここまで成
長できるぞ、というところを見せてくれたと思う 【あり】

理由）配属の当初はすごくひどかったですが、1年を通して大きく
成長した。今後の成長もまだまだあり得ると思った。 【じゅん】

柿沼 拓実さん（８票）



卒論賞
（得票者とその理由）

牛久保 実梨 さん（1票）

浴 陸真 さん（1票）

中村 真人 さん（2票）

中村 絢也 さん（3票）

理由）試験が予想と逆になりながらも、結果として完成さ
せた努力は本当にすごいと思う。 【末木】

理由）一人でよく考えた。もっと議論してあげるべきでし
た。（反省） 【いよだ】



卒論賞
（得票者とその理由）

荒木 萌 さん（4票）

理由）聞き取りやすく、わかりやすい発表であったため。

理由）一番初めで堂々と発表していて印象的でした。再利用は
大事なことであると思うので、実現に向けた研究が進む必要が
あると思い選びました。

理由）卒論発表のトップバッターにふさわしい上手なプレゼン
でした。発表の流れも工夫されており理解しやすかった。

【たご】



卒論賞
（得票者とその理由）

蟻川 駿太 さん（4票）

理由）最後まで悩んで心配でしたが、発表した姿はたくましかった
です。 【水野】

理由）堂々としていて、明確に発表ができていたため。また、3年
生へわかりやすく説明していただいたため。

理由）発表内容もさる事ながら質疑応答時に自己収縮についてわか
りやすく解説していて、先輩としてのお手本だと思った。急な問い
にも動じずしっかり受け答えできるようになりたいという目標に
なった。



卒論賞
（得票者とその理由）

平岡 理彩子 さん（4票）

理由）図と写真を沢山つかってわかりやすい発表でした！

理由）想像を超える予想外の実験結果が出たから。

理由）卒論発表の時、他の発表者(他の研究室も含む)はまとめとし
て3〜5項目をあげていたが、平岡さんは結論を一点にして結果こう
なりました！ととてもわかりやすかった

理由）難しく細かい大変な作業をよく頑張りました。わかりやすく
まとまっていました。 【いよだ】



卒論賞
（得票者とその理由）

柿沼 拓実 さん（5票）

理由）12月の中間発表、そして今回の卒論でも柿
沼さんの発表はなぜか印象に残っていたので選出さ
せていただきます。

三年生の票が多かった・・・組織票か？？



2017年度 卒論賞
理由）言わずもがな。研究に対して常に疑問を持ち、院生を使い倒
した一番の学生！！

理由）難しい部分もありましたが、説明が分かりやすかったです。
全体的にすごいと感じました。質問用にスライドも準備してあった
のも良いと思いました

理由）練った。そして練った。それでもなお練った。

渋谷 俊貴さん（6票）



もっとも迷惑をかけたで賞
（得票者とその理由）

牛久保 実梨 さん（1票）

理由）柿沼君：説明ください。。。

中村 真人 さん（1票）

理由）打ち合わせ時間が毎回長め笑 【りっちゃん】

蟻川 駿太 さん（1票）

理由）伊代田研お笑い界に突如として現れた新星で僕の築きあげた立場が
揺らぐ所でした。。アリちゃんのブラックな笑い本当は好きでした笑

【たご】



もっとも迷惑をかけたで賞
（得票者とその理由）

末木 博 さん（2票）

理由）もはや説明は不要！！ 【三坂】

理由）う〜〜ん。ほんと、ご苦労様でした。 【いよだ】

柿沼 拓実 さん（3票）

理由）強いて言うならなので、全然迷惑ではないけど…ちょっと気分屋な
部分が多い印象です(笑) 【ゆかり】

理由）ほんと苦労した。発表前日。 【水野】

理由）ポスターを人に任せてるのに本人寝てるし… 【しぶ】



2017年度 もっとも迷惑をかけたで賞

理由）金銭的な意味でww

理由）一年365日あるうちで、輪講会や研究室配属といった比較的大事な
日に遅刻できる強いハートに大きな賞賛を送ります。研究室をざわつかせ
たことに一票。 【あり】

理由）寝過ぎ。セル破壊。ご飯食べなさ過ぎ。M1がんばれ！【まなと】

理由）大事な日に限っての寝坊。実験器具の破損。あと2年大事な日くらい
はちゃんと起きろよ！ 【りくま】

理由）大事な日に遅刻。器物損壊。料理できない。バカ舌 【じゅん】

理由）大事なときに寝坊してしまうことが多かったから。 【みのり】

理由）寝坊してはいけないときに寝坊して本当にすみませんでした…

【自分】

荒木 萌さん（7票）



MVP （得票者とその理由）

牛久保 実梨 さん（1票）

理由）いつも動いてなかったが、先生を最も安らかな気持ちに
させていた。きっと助けられた人はたくさんいるはず...

【まなと】

中村 絢也 さん（1票）

理由）バイトも研究も頑張ってた

水野 博貴 さん（2票）

理由）色んな人の面倒をみてくれた

理由）色々とあったみたいですが、卒論発表への熱量が大きく
学部生とともに最後まで走り抜けていたところが印象的だった

【あり】



MVP （得票者とその理由）

平岡 理彩子 さん（3票）

理由）気遣いができ、さり気なくみんなのフォローを
してくれていた。実験が大変だったと思うけど、あま
り辛さを表に出さずにすごいなと思う。

【ゆかり】

理由）みんなが過ごしやすいように、細かいところに
気を配ってくれていたから。

【みのり】

理由）周りを見ていつも動いてくれていて、飲み会も
積極的に参加してくれたので。

【いよだ】



MVP （得票者とその理由）

伊代田 岳史 さん（6票）

理由）終電始発・・・。 【りっちゃん】

理由）多くは語りません。めちゃくちゃ助けてもらいました。

【水野】

理由）始発&終電で学生を指導して下さったから。自分には絶対にでき
ない。。。 【末木】

理由）夜に頑張ったから 【三坂】

理由）年間を通して学生よりもパワフルであり、やはり伊代田研は先生
の研究室なのだと実感したため 【あり】

理由）卒業生11名の研究を論文執筆からプレゼン発表まで朝早くから夜
遅くまで全て見ていただきました！伊代田先生熱男です！ 【たご】



MVP
理由）自分から積極的になんでもやっていたし、なんでも協力してくれる

理由）意欲的に研究に取組み、査読付き論文にも挑戦し、その上で人の研究を手伝ってい
たから。

理由）デザイナーありがとう。

理由）一番早くに実験を始め、成果を出し、学部生にもかかわらずJCIに論文投稿する渋
にすごいなと常に思っていた。隣の席の柿沼に何度も質問されながらも全部対応していた
り、伊代田研の動画づくりもしたりさすがだなと思った。ありがとう！お疲れ様！

理由）自分から率先して行動し、実験に対しての姿勢と論文に対しての姿勢が誰よりもで
きていたから。

理由）常に周りが見れており、困った人がいれば一緒に手伝ってあげる仲間想いな姿が印
象的でした。

理由）研究に対する熱意がすごくかっこよかったと思う。いると安心感がある不思議。

理由）一番練り混ぜをして実験を頑張っていたし、動画をつくってくれたりしたから。

渋谷 俊貴さん（8票）
＊同期からの得票



2017年度 MVP

 理由）自分の事もあるのに、全員の面倒を見ていたから

 理由）研究室のムードメーカーいつも助けてもらいました。ありがとうございました！

 理由）自分の研究で忙しいにも関わらず、深夜まで発表練習を見てもらった

 理由）自分が大変な状況でも皆の実験の手伝いをし、皆の論文について親身になって考えた。イベン
トでも飲み会でも、自分を犠牲にしてでも、常に研究室の利益を優先させた。研究室に無くてならな
い存在！

 理由）自らの修士論文がある中で、常に周りを気遣い、たくさんのB4を助けてくれた。そして何より、
M2でありながら1年間体を張って盛り上げ続けてくれました。

 理由）面倒見の良さ

 理由）本人の修論があるにも関わらず、学部生の概要、本論、発表を指導して頂き、とても助かった。
また、伊代田研の学生をトップとして一年間引張ってくださりMVPにはたごさんしかいないと思い投
票した。

 理由）自分の担当の子に限らず、周りの子たちの面倒も見ることをしていたから。

 理由）自分の研究をそっちのけ？で卒論の学生、研究室の面倒を見ていたから 【いよだ】

田篭 滉貴さん（9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

今年の結束力は本当にすごいと感じました。

最期の踏ん張りにより、一層成長したと感じました。

本年は特に、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。


