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年度 回数 賞 氏　名 所　属
H10 第5回 最優秀賞 明石孝也 東工大
1998 優秀賞 前川茂俊 東工大

優秀賞 酒井哲也 東工大
H11 第6回 最優秀賞 神谷倫代 神奈川工科大
1999 優秀賞 星野忠宏 横浜国大

優秀賞 丑込道雄 慶大
H12 第7回 最優秀賞 松山一茂 慶大
2000 優秀賞 林　貴幸 横浜国大

優秀賞 西村俊男 慶大
H13 第8回 最優秀賞 八牧孝介 東工大
2001 優秀賞 井口もえ木 横浜国大

優秀賞 岡崎良司 電通大
H14 第9回 最優秀賞 黒川礼記 東工大
2002 優秀賞 千田徹志 東工大

優秀賞 中島隆明 電通大
H15 第10回 最優秀賞 冨田宏幸 東工大
2003 優秀賞 佐藤輝臣 慶大

優秀賞 野口健司 東工大
H16 第11回 最優秀賞 鴨志田宏紀 東工大
2004 優秀賞 キャリド・アルアメリ 湘南工科大

優秀賞 佐藤貴行 神奈川工科大
H17 第12回 最優秀賞 伊東卓也 東工大
2005 優 秀 賞 小野洋平 金沢大

優 秀 賞 廣田晋一 東工大
優 秀 賞 山本恭裕 東工大

H18 第13回 最優秀賞 伊倉幸広 東工大
2006 優 秀 賞 天岡俊和 横国大

優 秀 賞 高橋　勝 関東学院大
H19 第14回 プレゼンテーション賞　第20号 天岡俊和 横国大
2007 プレゼンテーション賞　第21号 丸林弘典 東工大
H20 第15回 プレゼンテーション賞　第22号 西川雅美 横国大
2008 プレゼンテーション賞　第23号 赤石　聡 東工大

プレゼンテーション賞　第24号 長続雄太 横国大
H21 第16回 プレゼンテーション賞　第25号 柴野赳雄 東工大・院
2009 プレゼンテーション賞　第26号 伊藤光寿 神工大・院
H22 第17回 プレゼンテーション賞　第27号 尾家義明 関東学院大・院
2010 プレゼンテーション賞　第28号 薗部伸悟 防衛大・院

プレゼンテーション賞　第29号 北畠拓哉 東京都市大・院
プレゼンテーション賞　第30号 似内佑輔 東工大・院

H23 第18回 プレゼンテーション賞　第31号 櫻井清仁 関東学院大学・大学院
2011 プレゼンテーション賞　第32号 坂井佑輔 神奈川工科大学・大学院

プレゼンテーション賞　第33号 田中一平 千葉工業大学・大学院
H24 第19回 プレゼンテーション賞　第34号 山崎愛里 横浜国立大学・大学院
2012 プレゼンテーション賞　第35号 粟飯原雄太 防衛大学校・大学院

プレゼンテーション賞　第36号 浅川和樹 神奈川工科大学・大学院
プレゼンテーション賞　第37号 尾家義明 関東学院大学・大学院
プレゼンテーション賞　第38号 浦澤俊介 法政大学

H25 第20回 プレゼンテーション賞　第39号 小林　裕 法政大学・大学院
2013 プレゼンテーション賞　第40号 高橋夏樹 関東学院大学・大学院

プレゼンテーション賞　第41号 佐々木俊亮 東海大学・大学
H26 第21回 プレゼンテーション賞　第42号 西山信人 東海大学・大学院
2014 プレゼンテーション賞　第43号 小川真史 東海大学・大学院

プレゼンテーション賞　第44号 和田寿也 東海大学
H27 第22回 プレゼンテーション賞　第45号 中田朋貴 千葉工業大学・大学院
2015 プレゼンテーション賞　第46号 佐藤至弘 東海大学・大学院

プレゼンテーション賞　第47号 日比野拓 慶應義塾大学・大学院
プレゼンテーション賞　第48号 Xiuwei Fu 早稲田大学・大学院（NIMS）
プレゼンテーション賞　第49号 Stelian Arjoca 早稲田大学・大学院（NIMS）
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H28 第23回 プレゼンテーション賞　第50号 小林幸平 長岡技術科学大学・大学院
2016 プレゼンテーション賞　第51号 片岡卓也 長岡技術科学大学・大学院

プレゼンテーション賞　第52号 鴨下椋祐 東京工業大学・大学院
H29 第24回 プレゼンテーション賞　第53号 鈴木優太 東北大学・大学院
2017 プレゼンテーション賞　第54号 竹内悠太 東北大学・大学院

プレゼンテーション賞　第55号 若山　椋 東海大学・大学院
H30 第25回 プレゼンテーション賞　第56号 大矢貴史 早稲田大学・大学院
2018 プレゼンテーション賞　第57号 山田翔太 長岡技術科学大学・大学院

プレゼンテーション賞　第58号 円子友理 長岡技術科学大学・大学院
プレゼンテーション賞　第59号 須藤　巧 東海大学・大学院

R1 第26回 プレゼンテーション賞　第60号 髙木美甫 法政大学・大学院
2019 プレゼンテーション賞　第61号 金　美賢 東北大学・大学院

プレゼンテーション賞　第62号 畑山祥吾 東北大学・大学院
プレゼンテーション賞　第63号 溝口貴大 千葉工業大学

R4 第27回 プレゼンテーション賞　第64号 He HAO 北見工業大学・大学院
2022 プレゼンテーション賞　第65号 土金滉希 信州大学・大学院

プレゼンテーション賞　第66号 田中一平 兵庫県立大学
プレゼンテーション賞　第67号 山田三瑠 神奈川大学・大学院


