
◎博士後期課程大学院生

No. 所属 学年 氏名 ふりがな

1 応用化学分野 D3 石木　健吾 いしき　けんご

（敬称略）

◎博士前期課程大学院生

No. 所属 学年 氏名 ふりがな

1 機械工学分野 M2 片芝　一 かたしば　はじめ

2 機械工学分野 M2 中村　学 なかむら　まなぶ

3 機械工学分野 M2 名里　健佑 なざと　けんすけ

4 機械工学分野 M1 天見　優斗 あまみ　ゆうと

5 航空宇宙工学分野 M2 大栗　朋和 おおくり　ともかず

6 航空宇宙工学分野 M1 高橋　歩夢 たかはし　あゆむ

7 航空宇宙工学分野 M1 田中　晋平 たなか　しんぺい

8 海洋システム工学分野 M1 光成　茉弥 みつなり　まや

9 電子物理工学分野 M2 飯尾　雅行 いいお　まさゆき

10 電子物理工学分野 M2 松島　陽介 まつしま　ようすけ

11 知能情報工学分野 M2 程　征 てい　せい

12 知能情報工学分野 M1 牟田　薫 むた　かおる

13 応用化学分野 M2 宇和川　悠己 うわがわ　ゆうき

14 応用化学分野 M2 矢崎　泰道 やざき　やすみち

15 応用化学分野 M2 吉川　啓太 よしかわ　けいた

16 応用化学分野 M1 奥野　友樹 おくの　ともき

17 応用化学分野 M1 増田　理人 ますだ　まさと

18 マテリアル工学分野 M1 衣笠　尊彦 きぬがさ　たかひこ

19 マテリアル工学分野 M1 芳鐘　順也 よしかね　なおや

（敬称略）
大学院生表彰者合計：20名

◎学域生

No. 所属 学年 氏名 ふりがな

1 情報工学課程 4 尾花　英之 おばな　ひでゆき

2 情報工学課程 4 中井　拓海 なかい　たくみ

3 情報工学課程 4 平林　直樹 ひらばやし　なおき

4 情報工学課程 4 東野　航平 ひがしの　こうへい

5 電気電子システム工学課程 4 上田　一将 うえだ　かずまさ

6 電気電子システム工学課程 4 岡本　康暉 おかもと　こうき

7 電気電子システム工学課程 4 藤原　永知 ふじわら　えいち

8 電気電子システム工学課程 4 松永　大河 まつなが　たいが

9 電気電子システム工学課程 4 山口　達也 やまぐち　たつや

10 電子物理工学課程 4 大江　一希 おおえ　かずき
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No. 所属 学年 氏名 ふりがな

11 電子物理工学課程 4 畑　芳斗 はた　よしと

12 電気電子系学類 3 大村　想 おおむら　そう

13 電気電子系学類 3 垣内　晴也 かいと　せいや

14 電気電子系学類 3 髙道　健史 たかみち　けんじ

15 電気電子系学類 1 和田　竜大 わだ　りょうた

16 化学工学課程 4 安東　圭太 あんどう　けいた

17 化学工学課程 4 元平　千尋 もとひら　ちひろ

18 マテリアル工学課程 4 晴川　絵美 はるかわ　えみ

19 マテリアル工学課程 4 松井　圭佑 まつい　けいすけ

20 応用化学課程 3 荒木　倫之 あらき　ともゆき

21 応用化学課程 3 木澤　優太 きざわ　ゆうた

22 応用化学課程 3 登倉　大貴 とくら　だいき

23 海洋システム工学課程 4 衣笠　彩乃 きぬがさ　あやの

24 海洋システム工学課程 4 徐　暁星 じょ　ぎょうせい

25 海洋システム工学課程 4 ﾊﾘｸﾘｼｭﾅﾝ ﾊﾘﾜｰﾅﾝ ﾊﾘｸﾘｼｭﾅﾝ ﾊﾘﾜｰﾅﾝ

26 航空宇宙工学課程 4 阿戸　太志 あど　たいし

27 航空宇宙工学課程 4 寺田　雄也 てらだ　ゆうや

28 航空宇宙工学課程 4 山之内　志穂 やまのうち　しほ

29 機械系学類 3 岸本　航知 きしもと　こうし

30 機械系学類 3 中尾　芽吹 なかお　めぶき

31 機械系学類 3 森本　真尋 もりもと　まひろ

32 機械系学類 2 大塚　遥人 おおつか　はると

33 機械系学類 2 米山　まうむ よねやま　まうむ

34 機械系学類 1 宇根　直杜 うね　なおと

（敬称略）

学域生表彰者合計：34名
表彰者総合計：54名


