農学部顕彰制度（旧農学部栄誉賞・農学部長賞・農学部功労賞）
国立大学法人宇都宮大学農学部は、学部・研究科の学生（連合農学研究科宇都宮大学配属の学生
を含む）、教職員を対象に、学業、課外活動、各種社会活動、大学間国際交流活動、学術研究等にお
いて、「優れた評価を受けた」あるいは「本学部の名誉を高めた」等の功績があった者について、顕
彰を行う。
《農学部栄誉賞》

＜学

生＞

・平成30年03月16日

森嶋

佳織

第65回日本生態学会大会ポスター賞優秀賞（一般社団法人日本
生態学会）

・平成30年03月16日

菊池

雅子

第68回日本木材学会大会優秀ポスター賞（一般社団法人日本木
材学会）

《農学部奨励賞》

＜学

生＞

・平成30年02月24日

小泉

泰英

第5回とちぎアントレプレナー・コンテスト最優秀賞（とちぎ
アントレプレナー・コンテスト実行委員会）

《旧農学部栄誉賞》

＜教

員＞

・平成29年09月21日

長尾

慶和教授

平成29年度全国大学農場教育賞（全国大学附属農場協議
会）

・平成29年09月09日

栗原

望准教授

2017年度日本哺乳類学会奨励賞（一般社団法人日本哺乳

類学会）
・平成29年08月30日

児玉

豊准教授

平成29年度日本植物細胞分子生物学会奨励賞（一般社団

・平成29年02月21日

有賀

一広准教授

第12回バイオマス科学会議ポスター賞（一般社団法人日本

・平成28年12月20日

謝

肖男助教

平成28年度日本農学進歩賞（公益財団法人農学会）

・平成28年09月27日

松本

浩道准教授

日本繁殖生物学会学会賞・学術賞（一般社団法人日本繁殖

法人日本植物細胞分子生物学会）
エネルギー学会バイオマス部会）

生物学会）
・平成28年09月27日

柏嵜

勝准教授

International Taste & Quality Institute - iTQi（国際
味覚審査機構）優秀味覚賞三ツ星（International Taste
& Quality Institute - iTQi（国際味覚審査機構））
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・平成28年09月27日

柏嵜

勝准教授

FOOMA Academic Plaza (AP) Award（一般社団法人日本食
品機械工業会）

・平成28年07月26日

執印

康裕教授

公益社団法人砂防学会論文賞（公益社団法人砂防学会）

・平成28年05月24日

菱沼

竜男准教授

日本LCA学会第7回奨励賞（日本LCA学会）

・平成28年05月24日

謝

肖男助教

平成28年度日本農薬学会奨励賞（日本農薬学会）及び
望月喜多司記念奨励賞（公益財団法人食品農医薬品安全
評価センター）

・平成27年11月24日

執印

康裕教授

平成26年度日本緑化工学会賞論文賞（日本緑化工学会）

・平成27年10月27日

田村

孝浩准教授

平成27年度農業農村工学会大会講演会優秀ポスター賞（農
業農村工学会）

・平成27年01月20日

柏嵜

勝准教授

第1回アグリプレナーグランプリ最優秀賞（Tech Planter）

・平成26年12月24日

羽生

直人教授

平成25年度特別研究員等審査会専門委員会表彰（独立行政
法人日本学術振興会）

・平成26年05月27日

児玉

豊准教授

平成25年度笹川科学研究奨励賞（公益財団法人日本科学協
会）

・平成25年12月24日

児玉

豊助教

平成25年度（第12回）日本農学進歩賞（公益財団法人農学
会）

・平成25年12月24日

後藤

章教授

2013 PAWEES Ｉnternational Award

（PAWEES）

・平成25年04月23日

吉澤

緑教授

功労賞第24号（公益社団法人日本畜産学会）

・平成25年04月23日

江成

広斗特任助教

Journal of Forest Research Award 2013(JFR 論文賞)(一
般社団法人日本森林学会)

・平成25年04月23日

吉澤

伸夫教授

第21回日本木材学会地域学術振興賞（一般社団法人日本木
材学会）

・平成24年11月24日

石栗

太准教授・飯塚和也准教授・横田信三教授・吉澤伸夫教授
第61回日本木材学会大会組織と材質研究会The most
impressive poster賞（日本木材学会組織と材質研究会）

・平成24年06月26日

吉澤

緑教授・三井秋徳氏・福井えみ子准教授

UniBio Press Award

（UniBio Press Board Meeting）
・平成23年06月23日

房

相佑准教授・和田義春准教授・金子幸雄教授・松澤康男名誉教授
日本作物学会論文賞（日本作物学会）

・平成23年04月21日

夏秋

知英教授

日本植物病理学会賞（日本植物病理学会）

・平成23年04月21日

川崎

秀樹教授

日本蚕糸学会賞（社団法人日本蚕糸学会）

・平成23年01月27日

杉田昭栄教授・青山真人助教
Zoological Science Award（社団法人日本動物学会）

・平成22年10月28日

江成

広斗特任助教(共同） 第16回野生生物保護学会・日本哺乳類学会2010年度
合同大会最優秀ポスター賞（野生生物保護学会・日本哺乳
類学会）

・平成22年09月22日

大澤

和敏准教授

平成22年度地球環境論文賞((社)土木学会地球環境委員会)

・平成22年07月22日

米山

弘一教授

日本農薬学会業績賞及び望月喜多司記念業績賞（日本農薬
学会、財団法人食品医薬品安全性評価センター）

・平成22年07月22日

夏秋

知英教授

農林水産大臣賞(第8回産学官連携功労者表彰)（農林水産
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省）
・平成22年05月27日

高橋

美智子准教授

第5回若手科学者賞(文部科学大臣表彰)（文部科学省）

・平成21年11月26日

高橋

美智子准教授

若手農林水産研究者表彰（農林水産省）

・平成21年06月25日

吉澤

史昭教授

森永賞（(財)森永奉仕会）

・平成20年06月26日

松田

勝准教授

若手科学者賞(文部科学大臣表彰)（文部科学省）

・平成19年12月20日

松田

勝准教授

日本動物学会賞（社団法人日本動物学会）

・平成19年12月20日

倉持

仁志講師

(財)ソロプチミスト日本財団環境貢献賞（財団法人ソロプ
チミスト日本財団）

・平成19年07月26日

松英

恵吾准教授

日本写真測量学会奨励賞（社団法人日本写真測量学会）

・平成19年06月28日

吉澤

緑教授

日本哺乳動物卵子学会学術奨励賞(日本哺乳動物卵子学会)

・平成19年04月26日

神代

英昭講師

日本農業経済学会奨励賞（日本農業経済学会）

・平成18年09月28日

逢沢

峰昭助手

植物地理・分類学会奨励賞（植物地理・分類学会）

・平成18年09月28日

東

徳洋教授

日本酪農科学会賞(第32号)（日本酪農科学会）

・平成18年09月28日

前田

勇助教授

第42回斎藤賞（日本生物工学会）

・平成18年04月27日

平井

英明教授

科学技術賞(文部科学大臣表彰)（文部科学省）

・平成17年11月24日

杉田

昭栄教授

カラス被害防除グッズの開発と応用開発研究（農学部）

・平成17年10月27日

野口

良造助教授

農業情報学会学術奨励賞（農業情報学会）

・平成17年06月23日

斎藤

高弘助教授

生態工学会論文賞（生態工学会）

・平成17年04月28日

谷本

丈夫教授

第7回森林立地学会誌論文賞（森林立地学会）

・平成17年04月28日

山本

美穂助教授

第3回林業経済学会奨励賞（林業経済学会）

・平成15年12月18日

米山

弘一教授

植物化学調節学会賞（植物化学調節学会）

・平成15年11月20日

柏嵜

勝講師

中小企業庁長官奨励賞（社団法人発明協会）

・平成15年11月20日

西尾

孝佳助手

植生学会奨励賞（植生学会）

・平成15年09月25日

長尾

慶和助教授

日本繁殖生物学会優秀発表賞（日本繁殖生物学会）

・平成15年04月24日

冨田

正彦教授

農村計画学会賞（農村計画学会）

山崎

実紅

＜学

生＞

・平成30年03月16日

第68回日本木材学会大会優秀ポスター賞（一般社団法人日本木
材学会）

・平成29年12月22日

松浦

麻希

平成29年度農業農村工学会関東支部奨励賞（社団法人農業農村
工学会）

・平成29年12月15日

狩野 菜々、大西 咲季、高橋 美優、竹田 侑加、塚原 惇司、舩山 直樹
宇都宮市大学生によるまちづくり提案 2017

・平成29年12月02日

石原

綾夏

第２位

第14回学生＆企業研究発表会金賞（大学コンソーシアムとち
ぎ）

・平成29年12月02日

朝川

志帆

第14回学生＆企業研究発表会株式会社足利銀行あしぎん賞（大
学コンソーシアムとちぎ

・平成29年11月15日

藤井

雄太

8th Asia and Oceanina Conference on Photobiologyポスター
賞（Asia and Oceania Society for Photobiology）

・平成29年10月28日

西村なつみ

2017年度農業施設学会学生・ポスター発表の部プレゼンテー
ション賞（農業施設学会）
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・平成29年10月16日

林

美紗

・平成29年08月30日

田中(坪山)祥子

第６回アジア獣医解剖学会優秀発表賞（アジア獣医解剖学会）
日本植物細胞分子生物学会学生奨励賞（一般社団法人日本植物
細胞分子生物学会）

・平成29年07月23日

佐藤あかね

日本ペット栄養学会第19回地例大会最優秀発表賞（一般社団法
人日本ペット栄養学会）

・平成29年04月18日

山本

嵩久

第128回日本森林学会大会学生ポスター賞（日本森林学会）

・平成29年03月02日

野中

優衣

平成28年度農業農村工学会関東支部奨励賞（社団法人農業農村
工学会）

・平成29年03月02日

木村

智之

第8回農業食料工学会論文賞（研究論文）（農業食料工学会）

・平成29年02月21日

山本

嵩久

第12回バイオマス科学会議ポスター賞（日本エネルギー学会バ
イオマス部会）

・平成29年01月24日

藤本

正太

第39回日本分子生物学会年会優秀ポスター賞（日本分子生物学
会）

・平成29年01月24日

人見

愛

JASC2016年会ベストプレゼン賞（一般社団法人日本サイエンス
コミュニケーション協会）

・平成29年01月24日

浜田

亜紀

第17回シーフード料理コンクール・お魚料理チャレンジ部門農
林水産大臣賞（全国漁業共同組合連合会（中央シーフードセン
ター））

・平成29年01月24日

人見愛・梅津輝・伊藤大輔・飯塚みなみ・石原島由依・浜田亜紀・小野岬・中野
雄登・岩本一臣・深田陽平
第13回学生＆企業研究発表会ファーマーズ・フォレスト「創
意工夫」で努力が実ったで賞（大学コンソーシアムとちぎ）

・平成29年01月24日

石原島由依・湯澤美沙季・飯塚みなみ・浜田亜紀・篠原大河・人見愛・伊藤大輔
梅津輝・深田陽平

第13回学生＆企業研究発表会栃木銀行賞（大学コンソーシ
アムとちぎ）
・平成29年01月24日

梅津

輝

第13回学生＆企業研究発表会関東経済産業局長賞（大学コン
ソーシアムとちぎ）

・平成29年01月24日

飯塚みなみ・人見愛・梅津輝・深田陽平
第13回学生＆企業研究発表会壮関未来賞（大学コンソーシアム
とちぎ）

・平成29年01月24日

三田美里・浜田亜紀
第13回学生＆企業研究発表会フタバ食品賞（大学コンソーシア
ムとちぎ）

・平成29年01月24日

井上大悟・駒田華奈
第13回学生＆企業研究発表会ファーム＆ファームカンパニー下
野農園賞（大学コンソーシアムとちぎ）

・平成28年12月20日

朝川

志帆

2016年度農業施設学会大会学生・口頭発表の部プレゼンテー
ション賞（農業施設学会）

・平成28年12月20日

鈴木

瑛吾

2016年度農業施設学会大会学生・ポスター発表の部プレゼン
テーション賞（農相施設学会）
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・平成28年09月27日

中村

舞

学生優秀発表賞（日本きのこ学会）

・平成28年09月27日

青柳

悠也

平成28年度ベスト・ペーパー奨励賞（農業食料工学会関東支
部）

・平成28年09月27日

浜野

綾音

FOOMA Academic Plaza (AP) Award（一般社団法人日本食品機
械工業会）

・平成28年07月26日

田中

裕基

日本木材保存協会第32回年次大会優秀ポスター賞（公益社団法
人日本木材保存協会）

・平成28年07月26日

坂本

祥乃

第26回学生森林技術研究論文コンテスト林野庁長官賞（一般
社団法人日本森林技術協会）

・平成28年07月26日

Yus Andhini Bhekti Pertiwi
2016 FPS International Convention, Student Poster
Competition, 2nd Place Winner(Forest Products Society)

・平成28年05月24日

三井

美彩

日本農芸化学会2016年度大会トピックス賞（日本農芸化学会）

・平成28年04月26日

相蘇

春菜

第2回日本木材学会優秀女子学生賞（日本木材学会）

・平成28年04月26日

Agung Prasetyo 第66回日本木材学会大会優秀ポスター賞（日本木材学会）

・平成28年04月26日

田尻

龍平

日本家畜管理学会・応用動物行動学会合同2016年度春季研究
発表会優秀発表賞（日本家畜管理学会・応用動物行動学会）

・平成28年01月19日

深田陽平・伊藤正倫・人見愛・青木沙織・鬼塚裕子・梅津輝・伊藤大輔・阿部智
第12回学生＆企業研究発表会栃木信用金庫理事長賞（大学コン
ソーシアムとちぎ）

・平成28年01月19日

市川

才羅

第12回学生＆企業研究発表会藤井産業賞（大学コンソーシア
ムとちぎ）

・平成27年12月22日

鈴木

なな子

平成27年度関東畜産学会第70回大会優秀発表賞（関東畜産学会）

・平成27年12月22日

今泉

椋

Undergraduate Student Award (The 12th IEEE Transdisciplinary
Oriented Workshop for Emerging Researchers)

・平成27年11月24日

樋口

慶亮

第65回農業農村工学会関東支部大会講演会奨励賞（農業農村工学
会関東支部）

・平成27年09月25日

山﨑

優司

2015生態工学会年次大会講演論文賞（生態工学会）

・平成27年04月21日

Wiwin Tyas Istikowati
第65回日本木材学会大会優秀ポスター賞（日本木材学会）

・平成27年02月24日

阿部

智

第11回学生＆企業研究発表会栃木銀行賞（大学コンソーシアムと
ちぎ）

・平成27年01月20日

柴田裕貴・阿久津良生・中村寿喜
第11回学生＆企業研究発表会創エネ 省エネ 蓄エネ賞（大学コン
ソーシアムとちぎ）

・平成27年01月20日

関隼人・板谷優甫・黒坂英・齊藤禎久・田邊拓哉・内藤唱弥
第11回学生＆企業研究発表会下野農園優秀賞（大学コンソーシ
アムとちぎ）

・平成26年12月24日

阿部

聡子

植物化学調節学会第49回大会ポスター賞（植物化学調節学会）
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・平成26年11月25日

東尾

恭詳

2014生態工学会年次大会講演論文賞（生態工学会）

・平成26年09月24日

本多

亮介

第50回農業食料工学会関東支部年次大会ベスト・ペーパー賞（農
業食料工学会関東支部）

・平成26年05月27日

水庭

誼子

第125回日本森林学会学生ポスター賞（日本森林学会）

・平成26年05月27日

佐野

薫

第125回日本森林学会学生ポスター賞（日本森林学会）

・平成26年01月21日

水庭誼子・上村僚・赤池成実・東克哉・石田佳範・小野新・藤巻幸歩
平成25年度第10回学生＆企業研究発表会足利銀行賞（大学コン
ソーシアムとちぎ）

・平成26年01月21日

星野

智裕

平成25年度第10回学生＆企業研究発表会アグリ先進賞（大学コン
ソーシアムとちぎ）

・平成25年12月24日

山口

美緒

まるごと”とちむすび”コンテスト(女子組ヘルシー系おにぎり)
部門入賞（全国農業協同組合連合会栃木県本部）

・平成25年11月26日

中里

千帆

平成25年度関東畜産学会第68回大会優秀発表賞（関東畜産学会）

・平成25年11月26日

山本

弾

2013年生態工学会講演論文賞（生態工学会）

・平成25年09月24日

上村

僚

IUFRO（国際森林研究機関連合） Joint Conference of 3.08（小
規模林業）& 6.08（ジェンダー）ポスター賞（国際森林研究機関
連合IUFRO 3.08（小規模林業）& 6.08（ジェンダー））

・平成25年09月24日

照屋

央

平成25年度農業農村工学会全国大会優秀ポスター賞（日本農業農
村工学会）

・平成25年06月25日

西周

真宏

第23回学生森林技術研究論文コンテスト日本森林技術協会理事長
賞（一般社団法人日本森林技術協会）

・平成25年05月28日

遠川

千聡

第124回日本森林学会学生ポスター賞（日本森林学会）

・平成25年05月28日

上村

僚

平成24年度森林GISフォーラム学生研究コンテスト優秀賞（森林G
ISフォーラム）

・平成25年01月22日

坪山

実絵

第９回学生＆企業研究発表会最優秀賞（栃木県知事賞）（大学コ
ンソーシアムとちぎ）

・平成25年01月22日

木村

賢

平成24年度農業農村工学会大会講演会優秀ポスター賞（社団法人
農業農村工学会）

・平成24年11月27日

阿久津

麗

平成24年度関東畜産学会第67回大会優秀発表賞（関東畜産学会）

・平成24年11月27日

坪山

実絵

日本農芸化学会関東支部若手奨励賞（日本農芸化学会関東支部）

・平成24年09月25日

新田

卓

第105回日本繁殖生物学会大会優秀発表賞（日本繁殖生物学会）

・平成24年07月24日

福田

将大

第22回学生森林技術研究論文コンテスト林野庁長官賞（一般社団
法人日本森林技術協会）

・平成24年02月23日

山口

鈴子

森林GISフォーラム学生フォーラム優秀発表賞（森林GISフォーラ
ム）

・平成24年01月26日

仲畑力・武井裕太郎・山口鈴子・冷水尭・小原健史・大塚勇人
第８回生＆企業研究発表会金賞（人文社会経済・芸術系部門）
（大学コンソーシアムとちぎ）

・平成24年01月26日

水庭

誼子

第８回学生＆企業研究発表会社団法人栃木県経済同友会賞（大学
コンソーシアムとちぎ）
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・平成24年01月26日

坪山

実絵

第８回学生＆企業研究発表会金賞（理工農系部門

食・農・環

境）（大学コンソーシアムとちぎ）
・平成23年07月21日

石田

泰成

第21回学生森林技術研究論文コンテスト林野庁長官賞（社団法人
日本森林技術協会）

・平成23年04月21日

關

義和

第58回日本生態学会大会ポスター賞（日本生態学会大会）

・平成23年11月24日

田邊純・勝村覚・田村明・Soekmana Wedatama
第61回日本木材学会大会組織と材質研究会 The most impressive
poster賞（日本木材学会組織と材質研究会）

・平成23年03月10日

仲畑

力

第７回学生＆企業研究発表会鹿沼相互信用金庫理事長賞（大学コ
ンソーシアムとちぎ）

・平成23年03月10日

武井

裕太

第７回学生＆企業研究発表会鹿沼相互信用金庫理事長賞（大学コ
ンソーシアムとちぎ）

・平成23年03月10日

山口

鈴子

第７回学生＆企業研究発表会鹿沼相互信用金庫理事長賞（大学コ
ンソーシアムとちぎ）

・平成23年03月10日

伊藤

要

第７回学生＆企業研究発表会鹿沼相互信用金庫理事長賞（大学コ
ンソーシアムとちぎ）

・平成23年03月10日

村上

文美

第７回学生＆企業研究発表会鹿沼相互信用金庫理事長賞（大学コ
ンソーシアムとちぎ）

・平成23年03月10日

斎藤

仁志

第７回学生＆企業研究発表会鹿沼相互信用金庫理事長賞（大学コ
ンソーシアムとちぎ）

・平成23年01月27日

新井菜津美

第７回学生＆企業研究発表会最優秀賞（栃木県知事賞）（大学コ
ンソーシアムとちぎ）

・平成22年10月28日

村上

文美

森林利用学会第17回学術研究発表会学生優秀論文発表賞（森林利
用学会）

・平成22年10月28日

伊藤

要

森林利用学会第17回学術研究発表会学生優秀論文発表賞（森林利
用学会）

・平成22年07月22日

新井

潤子

第20回日本森林技術協会理事長賞（社団法人日本森林技術協会）

・平成22年06月24日

大川

篤史

日本植物病理学会学生優秀発表賞（日本植物病理学会）

・平成22年05月27日

竹田

茉莉

第15回東日本フレッシュマンズカップ・ウィメン部敢闘賞（日本
学生フライングディスク連盟）

・平成22年03月11日

赤羽美智子・金子幸雄・鄭凡喜・房相佑・松澤康男
第115回講演会日本育種学会優秀発表賞（日本育種学会）

・平成22年01月28日

齋藤奏枝・松野更和・平井英明・加藤秀正・前田忠信
日本土壌肥料学雑誌論文賞（社団法人日本土壌肥料学会）

・平成21年10月29日

谷

優理

日本獣医解剖学会奨励賞（日本獣医解剖学会）

・平成21年10月29日

平岩

季子

第7回環太平洋木材解剖学会大会ベストポスタープレゼンテー
ション賞（環太平洋木材解剖学会）

・平成21年03月12日

白鳥

亮介

森林利用学会第15回学術研究発表会学生優秀論文発表賞（森林利
用学会）

・平成19年12月20日

吉野

百代

農業環境工学関連学会2007年合同大会ベストポスター賞（日本農
業環境工学系学会連盟）

・平成18年04月27日

石田

一喜

経済学検定試験(ERE)1位（日本経済学教育協会主催）
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・平成17年11月09日

五月女英平

第５回SPSS Open House研究奨励賞

・平成17年05月26日

久本

林野庁長官賞（第16回学生森林技術研究論文コンテスト）（社団

洋子

法人日本森林記述協会）

＜技術職員＞
・平成29年08月09日

見浦悠里子

第82回関東・甲信越地域大学農場研究集会優秀発表賞（関東・甲
信越地域大学農場協議会）

・平成27年02月23日

附属演習林

栃木県森林組合連合会長賞（第45回栃木県有料木材展示会（素材
の部）（栃木県及び栃木県森林組合連合会）

・平成27年10月27日

大森

伸也

・平成27年02月24日

附属演習林

第十七回親臨管理技術賞技術貢献賞（全国大学演習林協議会）
栃木県森林組合連合会長賞（第44回栃木県優良木材展示会（素材
の部））（栃木県及び栃木県森林組合連合会）

・平成26年11月25日

附属演習林

一般社団法人緑の循環認証会議の認証森林として認証

・平成26年10月21日

植木

第16回森林管理技術賞特別功労賞（全国大学演習林協議会）

・平成26年03月18日

附属演習林

宗司

栃木県森林組合連合会長賞（第43回栃木県優良木材展示会（素材
の部））（栃木県及び栃木県森林組合連合会共催）

・平成25年04月23日

附属演習林

栃木県知事賞（栃木県森林組合連合会及び那珂川流域森林・林業
活性化センター共催）

・平成25年04月23日

附属演習林

栃木県森林組合連合会長賞（第42回栃木県優良木材展示会（素材
の部））（栃木県及び栃木県森林組合連合会共催）

・平成25年01月22日

諸藤

享子

平成24年度日本農村生活学会奨励賞（日本農村生活学会）

・平成24年10月23日

篠田

俊信

第14回森林管理技術賞特別功労賞（全国大学演習林協議会）

・平成24年05月29日

附属演習林

栃木県森林組合連合会長賞（平成24年とちぎ材ブランド化推進春
季優良木材展示会（ヒノキ小丸太））（栃木県森林組合連合会及び
那珂川流域森林・林業活性化センター共催）

・平成24年05月29日

附属演習林

栃木県森林組合連合会長賞（第41回栃木県優良木材展示会（素材
の部））（栃木県及び栃木県森林組合連合会）

・平成23年10月27日

斎藤

忠信

第13回森林管理技術賞技術貢献賞（全国大学演習林協議会）

・平成23年05月26日

附属演習林

平成23年栃木県環境森林部長賞（栃木県環境森林部）

・平成22年04月22日

附属演習林

平成17年栃木県森林組合連合会長賞・平成19年関東森林管理局長
賞・平成21、22年とちぎ高原材ブランド化推進部会長賞

・平成22年03月11日

小玉

由美

教育研究等の発展に貢献（実験実習の補助業務並びに環境整備業
務に尽力）（宇都宮大学農学部）

・平成21年10月29日

斎藤

勇夫

・平成21年07月23日

附属農場

第７回乳質共励会優良賞（酪農とちぎ農業協同組合）

・平成20年07月24日

附属農場

第６回乳質共励会優良賞（酪農とちぎ農業協同組合）

・平成19年10月25日

斎藤

第９回森林管理技術賞（全国大学演習林協議会）

紀雄

第11回森林管理技術賞（全国大学演習林協議会）

《農学部功労賞》

＜教員＞
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・平成14年09月26日

松英

恵吾助手

黒岩菊郎記念研究奨励賞（森林計画学会）

・平成14年07月25日

吉澤

史昭助教授

日本栄養・食糧学会奨励賞（社団法人日本栄養・食糧
学会）

《農学部長賞》

＜学生＞
・平成14年06月27日

高橋

竜太

緑花文化士
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