
202２年度長岡技術科学大学 卓越大学院プログラム 

「グローバル超実践ルートテクノロジープログラム」 履修学生 
  

 2022.10.1                

●技術科学イノベーション専攻 1 年 

松岡 俊樹 （機械系 教授 高橋 勉） 

橋本 裕朔 （機械系 教授 宮下 幸雄） 

原田 隆大 （技術科学イノベーション系 教授 山口 隆司） 

L.Samadhi Wandana（技術科学イノベーション系 教授 山口 隆司） 

NGUYEN PHAM HONG DAO（技術科学イノベーション系 教授 山口 隆司） 

大野 貴志 （技術科学イノベーション系 教授 伊東 淳一） 

MARTINEZ SANCHEZ ALEJANDRO ISIDRO 

（技術科学イノベーション系 教授 中山 忠親） 

●機械工学分野１年 

笠原 健太郎（技術科学イノベーション系 教授 中山 忠親） 

●電気電子情報工学分野１年 

加藤 大貴 （技術科学イノベーション系 教授 伊東 淳一） 

●情報・経営システム工学分野 1 年 

石井 夢月 （情報・経営システム系 教授 湯川 高志） 

●物質生物工学分野 1 年 

新美 信  （物質生物系 教授 石橋 隆幸） 

●環境社会基盤工学分野１年 

中久保 敬悟（技術科学イノベーション系 教授 山口 隆司） 

吉村 凌弥 （技術科学イノベーション系 教授 山口 隆司） 

●量子・原子力統合工学分野１年 

吉田 健太郎（量子原子力系 教授 鈴木 達也） 

                                   以上 14名 

●技術科学イノベーション専攻 2 年 

味田 渉  （技術科学イノベーション系 教授 中山 忠親） 

穂積 将輝 （技術科学イノベーション系 教授 中山 忠親） 

豊場 亮太 （システム安全系  准教授 大塚 雄市） 

大倉 惇稔 （技術科学イノベーション系 教授 伊東 淳一） 

永井 麻実 （技術科学イノベーション系 教授 山口 隆司） 

永井 漸  （技術科学イノベーション系 教授 山口 隆司） 

土田 脩斗 （技術科学イノベーション系 教授 山田 昇） 

永井 孔明 （技術科学イノベーション系 教授 山口 隆司） 

 



●機械創造工学専攻２年 

岡田 瞬  （機械系 准教授 庄司 観） 

小岩 滉宜 （機械系 准教授 庄司 観） 

●物質材料工学専攻２年 

坂口 穂貴 （物質生物系 教授 石橋 隆幸） 

●環境社会基盤工学専攻２年 

根津 拓福 （技術科学イノベーション系 教授 山口 隆司） 

山田 光陽 （技術科学イノベーション系 教授 山口 隆司） 

 

                                以上 1３名 

 

●技術科学イノベーション専攻 3 年 

蔵下 はづき（技術科学イノベーション系 教授 山口 隆司） 

齋藤 祐功 （技術科学イノベーション系 教授 中山 忠親） 

安原 雅貴 （電気電子情報系 准教授 南部 功夫） 

田中 太一 （電気電子情報系 准教授 南部 功夫） 

遠藤 浩毅 （機械系 教授 高橋 勉） 

作本 猛  （情報・経営システム系 教授 湯川 高志） 

片岡 翔太郎（情報・経営システム系 教授 湯川 高志） 

楠居 琳太郎（技術科学イノベーション系 教授 伊東 淳一） 

西川 滉大 （技術科学イノベーション系 教授 伊東 淳一） 

沈 志明  （技術科学イノベーション系 教授 中山 忠親） 

小林 勇斗 （電気電子情報系 教授 大石 潔） 

 

                                   以上 11名 

 

 ●技術科学イノベーション専攻４年 

AMALINA AINA BINTI KAHARUDIN（機械系 准教授 本間 智之） 

大畠 慶太 （技術科学イノベーション系 教授 伊東 淳一） 

片桐 健  （技術科学イノベーション系 教授 中山 忠親） 

邵 暄宜  （機械系 教授 宮下 幸雄） 

畠山 幸太 （機械系 教授 高橋 勉） 

三輪 徹  （技術科学イノベーション系 教授 山口 隆司） 

安田 匠  （技術科学イノベーション系 教授 伊東 淳一） 

山口 正通 （技術科学イノベーション系 教授 伊東 淳一） 

花崎 恭平 （技術科学イノベーション系 准教授 山﨑 渉） 

                                     以上 9名 

 



●技術科学イノベーション専攻５年 

  山口 直也 （機械系 教授 南口 誠） 

渡利 友紀 （環境社会基盤系 教授 佐野 可寸志） 

 

                                   以上 2名 

  

 

（  ）内は指導教員の所属 氏名 

 

【お問い合わせ】 

長岡技術科学大学卓越大学院プログラム事務局 

TEL:0258-47-9249 FAX:0258-47-9050 

E-mail : takuetsu@jcom.nagaokaut.ac.jp 


