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２年度 物質理工学院 応用化学系 4 佐藤　愛理（さとう　あいり）

２年度 生命理工学院 生命理工学系 4 髙橋　萌（たかはし　もえ）

２年度 環境・社会理工学院 土木・環境工学系 4 芦澤　那南（あしざわ　ななみ）

２年度 環境・社会理工学院 融合理工学系 4 LOH ZHAN TENG（ロー・ ジャン・ トン）

２年度 環境・社会理工学院 融合理工学系 3 滝沢　直（たきざわ　なお）

元年度 工学院 システム制御系 4 木村　亮仁（きむら　あきひと）

元年度 工学院 経営工学系 3 林　雪佳（はやし　ゆきか）

元年度 生命理工学院 生命理工学系 4 藤田　創（ふじた　はじめ）

元年度 環境・社会理工学院 建築学系 3 長谷川　翔紀（はせがわ　しょうき）

元年度 環境・社会理工学院 融合理工学系 4 小林　萌（こばやし　もえ）

元年度 環境・社会理工学院 融合理工学系 4 Maythawee Ratchatawijin（メイタウィー　ラチャタウィジン）

３０年度 工学部 高分子工学科 4 速水　嵐（はやみ　あらし）

３０年度 工学部 機械宇宙学科 4 谷　晃輔（たに　こうすけ）

３０年度 工学院 情報通信系 3 大橋　滉也（おおはし　こうや）

３０年度 工学院 経営工学系 3 池上　遥香（いけがみ　はるか）

３０年度 環境・社会理工学院 建築学系 3 大貫　絵莉子（おおぬき　えりこ）

２９年度 工学部 化学工学科応用化学コース 4 古橋　知樹（ふるはし　ともき）

２９年度 工学部 電気電子工学科 4 岩瀬　駿（いわせ　しゅん）

２９年度 工学部 国際開発工学科 4 秦　桜蘭（しん　おうらん）

２９年度 生命理工学部 生命科学科生体機構コース 3 長谷川　葉月（はせがわ　はづき）

２９年度 環境・社会理工学院 融合理工学系 2 渡辺　真央（わたなべ　まお）

２８年度 理学部 化学科 4 一色 裕次（いっしき　ゆうじ）

２８年度 工学部 金属工学科 4 永島 涼太（ながしま　りょうた）

２８年度 工学部 制御システム工学科 4 佐々木 凌太（ささき　りょうた）

２８年度 工学部 情報工学科 4 鶴田 篤広（つるた　あつひろ）

２８年度 工学部 国際開発工学科 4 氏家 大祐（うじいえ　だいすけ）

２８年度 生命理工学部 生命工学科 4 徳間 啓（とくま　ひらく）

２７年度 工学部 金属工学科 4 山野　花穂（やまの　かほ）

２７年度 工学部 無機材料工学科 4 望月　泰英（もちづき　やすひで）

２７年度 工学部 化学工学科 4 西山　奈菜（にしやま　なな）

２７年度 工学部 高分子工学科 3 栗林 純平（くりばやし　じゅんぺい）

２７年度 工学部 機械科学科 4 ガーワル　ロビン

２７年度 工学部 建築学科 3 平尾　しえな（ひらお　しえな）

２６年度 工学部 金属工学科 4 杉山　智美（すぎやま　ともみ）

２６年度 工学部 化学工学科 4 西久保　匠（にしくぼ　たくみ）

２６年度 工学部 制御システム工学科 4 木﨑　一宏（きざき　かずひろ）

２６年度 工学部 土木・環境工学科 4 岩佐　茜（いわさ　あかね）

２６年度 生命理工学部 生命工学科 4 鈴木　真也（すずき　しんや）

２５年度 理学部 化学科 3 東海林　敦士（しょうじ あつし）

２５年度 工学部 電気電子工学科 4 大橋　匠（おおはし　たくみ）

２５年度 工学部 経営システム工学科 4 川村　通（かわむら　とおる）

２５年度 工学部 無機材料工学科 3 畑井　丈虎（はたい　たけとら）

２５年度 生命理工学部 生命工学科　生体分子コース 4 中山　沢（なかやま　たく）

２４年度 理学部 化学科 3 金　相殷（きん　そうぎん）

２４年度 工学部 土木・環境工学科 4 山本　剛史（やまもと　たけし）

２４年度 工学部 金属工学科 4 大阪　太郎（おおさか　たろう）

２４年度 生命理工学部 生命科学科 4 光成　更（みつなり　さら）

２４年度 生命理工学部 生命科学科 3 入江　満（いりえ　みつる）

２３年度 理学部 物理学科 4 大内　遙河（おおうち　はるか）

２３年度 工学部 制御システム工学科 4 上田　健太郎（うえだ　けんたろう）

２３年度 工学部 電気電子工学科 4 高野　泰朋 （たかの　やすとも）

２３年度 生命理工学部 生命科学科 3 星　　聡美（ほし　さとみ）

２３年度 生命理工学部 生命工学科 4 廣瀬　翔也（ひろせ　しょうや）

２２年度 理学部 物理学科 3 宮 武　裕 和（みやたけ　ひろかず）

２２年度 工学部 機械宇宙学科 4 北 野　智 士（きたの　 さとし）

２２年度 工学部 電気電子工学科 3 松 原　幸 平（まつばら　こうへい）

２２年度 工学部 社会工学科 3 長 野　光 希（ながの　こうき）

２２年度 生命理工学部 生命工学科 4 司 馬　 博（しば　 ひろし）
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２１年度 理学部 化学科 3 倉澤　真理子（くらさわ　まりこ）

２１年度 工学部 機械宇宙学科 3 笠原　章弘（かさはら　あきひろ）

２１年度 工学部 国際開発工学科 2 アーリフ　ムタズ　モハンマド

２１年度 生命理工学部 生命科学科生体機構コース 3 大島　由衣（おおしま　ゆい）

２０年度 理学部 地球惑星科学科 3 小笠　博貴（おがさ　ひろき）

２０年度 工学部 電気電子工学科 2 長井　悠佑（ながい　ゆうすけ）

２０年度 工学部 開発システム工学科 2 グェン・クワン・フーン

２０年度 生命理工学部 生命科学科 2 弘田　啓時（ひろた　ひろゆき）

２０年度 生命理工学部 生命工学科 2 武山　祐（たけやま　ゆう）

１９年度 工学部 金属工学科 3 菊川　敏一（きくかわ　としかず）

１９年度 工学部 経営システム工学科 2 松尾　俊志（まつお　としゆき）

１９年度 工学部 制御システム工学科 3 橋本　純香（はしもと　あやか）

１９年度 生命理工学部 生命科学科 2 横溝　康治（よこみぞ　こうじ）

１９年度 生命理工学部 生命科学科 3 中原　庸介（なかはら　ようすけ）

１８年度 理学部 物理学科 3 今野　智之（こんの　ともゆき）

１８年度 工学部 金属工学科 3 神内　悠里（じんない　ゆうり）

１８年度 工学部 化学工学科 3 岡田　久美子（おかだ　くみこ）

１８年度 工学部 建築学科 3 小笹　泉（こざさ　いずみ）

１８年度 生命理工学部 生命工学科 2 服部　俊太朗（はっとり　しゅんたろう）

１７年度 理学部 物理学科 3 鹿野　豊（しかの　ゆたか）

１７年度 理学部 化学科 3 内藤　小容子（ないとう　さよこ）

１７年度 工学部 建築学科 3 巽　彩子（たつみ　あやこ）

１７年度 生命理工学部 生命工学科 3 羽田　大樹（はだ　ひろき）

１７年度 生命理工学部 生命工学科 3 大力　亮（だいりき　りょう）

１６年度 理学部 数学科 3 高山　武士（たかやま　たけし）

１６年度 工学部 金属工学科 3 海野　俊幸（うんの　としゆき）

１６年度 工学部 経営システム工学科 3 黒田　健成（くろだ　けんせい）

１６年度 生命理工学部 生命科学科 3 服部　佑佳子（はっとり　ゆかこ）

１５年度 工学部 機械宇宙学科 3 鴨居　達明（かもい　たつあき）

１５年度 工学部 建築学科 3 金野　千恵（こんの　ちえ）

１５年度 工学部 開発システム工学科（土木コース） 3 菅　良一（すが　りょういち）

１５年度 生命理工学部 生命科学科 3 森山　明美（もりやま　あけみ）

１４年度 理学部 数学科 2 深沢　貴（ふかざわ　たかし）

１４年度 理学部 物理学科 3 朝倉　慎悟（あさくら　しんご）

１４年度 工学部 経営システム工学科 3 麻生　博文（あそう　ひろふみ）

１４年度 工学部 電気電子工学科 2 鈴木　聖一（すずき　せいいち）
１４年度 生命理工学部 生物工学コース 3 大坂　一義（おおさか　かずよし）


