
電気科学技術奨励学生賞受賞者 

  

 

●平成30年度IDW ’18（ディスプレイ国際ワークショップ）受賞者 

受賞者 国 名 大学名 年 次 

平木 剛史                                                                                                                            日本 東京大学大学院 博士3年 

富田 洋文 日本 筑波大学大学院 博士後期1年 

 

●平成30年度IPEC-Niigata 2018（パワーエレクトロニクスに関する国際会議）受賞者 

受賞者 国 名 大学名  年 次 

Koroku Nishizawa 日本 長岡技術科学大学  2年 

Yoshikazu Sakai 日本 東京理科大学  2年 

Hadi Setiadi インドネシア 東京工業大学  2年 

Kawin Surakitbovorn アメリカ Stanford University  2年 

Renxin Yang 中国 Shanghai Jiao Tong University  2年 

 

●平成29年度IDW ’17（ディスプレイ国際ワークショップ）受賞者 

受賞者 国 名 大学名 年 次 

梁 壮                                                                                                                            中国 千葉大学     2年 

金澤 宏介 日本 神奈川工科大学    2年 

 

●平成28年度IDW ’16（ディスプレイ国際ワークショップ）受賞者 

受賞者 国 名 大学名  年 次 

本田 秀一 

 

日本 東北大学大学院工学研究科電子工学

専攻 

2年 

 

●平成28年度ICEMS 2016 in Chiba(電気機器及びシステムの分野における国際会議 

受賞者 国 名 大学名  年 次 

米山 勝也 日本 芝浦工業大学大学院  2年 

尾崎  真 日本 中部大学大学院工学研究科  1年 

Fang Qi ドイツ RWTH Aachen University  

Hikaru Kamiyama 日本 大阪府立大学  

Takuya Noguchi 日本 横浜国立大学  



Takeshi Uruma 日本 千葉工業大学  

Joao Bonifacio                                                                        ドイツ ZF Friedrichshafen AG  

Jizhe Wang 日本 長崎大学  

 

●平成27年度IDW ’15（ディスプレイ国際ワークショップ）受賞者 

受賞者 国 名 大学名  年 次 

長谷川 直孝 

 

日本 

 

千葉大学工学研究科人口システム科

学専攻 

博士前期課程2年 

 

 

●平成26年度IDW ’14（ディスプレイ国際ワークショップ）受賞者 

受賞者 国 名 大学名  年 次 

小賀坂 直樹 日本 山形大学理工学研究科 博士前期課程2年 

 

●平成25年度IDW ’13（ディスプレイ国際ワークショップ）受賞者 

受賞者 国 名 大学名 年 次 

Lien Thi Kieu Mai 

（マイ リェン）                                                                                                                             

ベトナム 北陸先端科学技術大学院大学    博士2年 

山名  達 日本 長岡技術科学大学大学院    2年 

 

●平成24年度GCCE2012（民生用電子技術に関する国際会議）電気科学技術奨励学生賞受賞者 

      受 賞 者 大 学 名 国  名 

AliAl-Uraiby 

ｱﾘｱﾙｳﾗｲﾋﾞｰ 

University of Arkansas at Little Rock 

 

アメリカ 

Chih-Li-Huo 

 火致力 

National Dong Hwa. University 台湾 

綿谷 亮 大阪大学(基礎工学研究科) 日本 

福井 和敏 広島市立大学 日本 

和泉 諭 東北大学 日本  

 

●平成24年度ICEMS（電気機器及びシステムの分野における国際会議）電気科学技術奨励学生賞受賞者 

受 賞 者 大 学 名 国 名 

武村 綾香 東京電機大学   日本 

Ms.Koh.Kim.Ean 

コー キム エン 

東京大学留学 ベトナム 

吉本 淳貴 大阪府立大学大学院 日本 

小谷 安博       大阪工業大学大学院 日本 

 



●平成23年度ISEIM2011（誘電･絶縁材料国際会議）電気科学技術奨励学生賞受賞者 

受賞者 大学名 国名 

ワン ス－チャン 西安交通大学 中国 

村山 大樹 九州工業大学 日本 

ジー チュイカン 上海交通大学 中国 

石井 智之 東京都市大学 日本 

スー チーチャン 上海交通大学 中国 

池田 勇 早稲田大学 日本 

チャン ｳｰ 西安交通大学 中国 

森 拓也 東京都市大学 日本 

チュティバーン ラートバキラバボーン 新潟大学 タイ 

ズルカルナイン ノーデン 芝浦工業大学 マレーシア 

 

●平成22年度IPEC-Sapporo2010 電気科学技術奨励学生賞受賞者 

受賞者 大学名 国名 

アントニオス・アントノポロス 王立工科大学大学院 スウェーデン 

長谷川 一徳 東京工業大学大学院 日本 

橋野 哲 首都大学東京大学院 日本 

五十嵐 大介 長岡技術科学大学大学院 日本 

イヴァン・ヨセフォヴィッチ デルフト工業大学大学院 オランダ 

茅野 慎介 大阪府立大学大学院 日本 

ジョンフン・キム ソウル大学大学院 韓国 

ズィウィー・オーヤン デンマーク工科大学大学院 デンマーク 

エルワン・スイレマン 名古屋工業大学大学院 マレーシア 

山下 知己 名古屋工業大学大学院 日本 

 

●平成21年度ICEMS国際会議優秀論文 電気科学技術奨励学生賞受賞者 

受賞者 大学名 国名 

田中 伸太郎 名古屋工業大学大学院 日本 

鵜飼 眞吾 岐阜大学大学院 日本 

シェイク・イマリ・ラフィクル・イスラム 北見工業大学大学院 バングラデシュ 

ジョン・アダウェイ 職業能力開発総合大学校 フィリピン 

刑部 侑樹 東京電機大学大学院 日本 

パターソン・ジュヌヴィエブ・マリー 東京大学大学院 アメリカ 

大谷 信広 長岡技術科学大学大学院 日本 

廣田 晃一 長崎大学大学院 日本 

永瀬 一貴 慶應義塾大学大学院 日本 

 


