
平成２１年度学生表彰を受賞された方々のご案内 

 長岡技術科学大学では、毎年、卒業・修了式当日、学業・研究活動において、特に顕著

な業績を挙げたと認められるもの並びに課外活動・社会活動において、特に顕著な功績が

あったと認められるものに対して、学長から、表彰状と記念品が贈られています。 

 このたび、平成２２年３月２５日（木）に行われた卒業・修了式において、学部卒業生 

９名、修士修了生１０名及び博士修了生２名の計２１名が成績優秀で表彰されました。 

 また、本学の学生活動団体である、てくみゅＬａｂは、本学の研究活動から生まれた発

明品等展示するテクノミュージアムの立ち上げから、企画・運営及び広報活動において、

献身的に尽力し、今後の発展の礎を築いたとして、特に顕著な業績があったことにより表

彰されました。 

※学部成績優秀者 ９名   

課 程  氏 名 フリガナ 出身校 

機械創造工学課程  飯吉 亮太 ｲｲﾖｼ ﾘｮｳﾀ 新井高校 

機械創造工学課程  北村 朋生 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓｵ 東京高専 

電気電子情報工学課程  大倉  輝 ｵｵｸﾗ ﾋｶﾙ 柏崎常盤高校 

電気電子情報工学課程  尾形 頭國 ｵｶﾞﾀ ﾄｳｺｸ 仙台電波高専 

材料開発工学課程  岸  裕人 ｷｼ ﾋﾛﾄ 奈良高専 

建設工学課程  村中  誠 ﾑﾗﾅｶ ﾏｺﾄ 福井高専 

環境システム工学課程  白戸 将吾 ｼﾗﾄ ｼｮｳｺﾞ 苫小牧高専 

生物機能工学課程  山本 明史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 福井高専 

経営情報システム工学課程  井野口 隼 ｲﾉｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 群馬高専 

※修士成績優秀者 １０名 

専 攻  氏 名 フリガナ 出身校 

機械創造工学専攻  菅原 亮太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 釧路高専 

機械創造工学専攻  中島 正人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 群馬高専 

電気電子情報工学専攻  大沼 喜也 ｵｵﾇﾏ ﾖｼﾔ 鶴岡高専 

電気電子情報工学専攻  高野 覚啓 ﾀｶﾉ ｱｷﾋﾛ 仙台電波高専 

材料開発工学専攻  永沢 友康 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳｺｳ 秋田高専 

建設工学専攻  速水 悠二 ﾊﾔﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞ 岐阜高専 

環境システム工学専攻  窪田 恵一 ｸﾎﾞﾀ ｹｲｲﾁ 鹿児島高専 

生物機能工学専攻  和田 拓也 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾔ 日本文理高校 

経営情報システム工学専攻  王    芳 ﾜﾝ  ﾎｳ 国際エア・リゾート専門学校 

システム安全専攻  佐栁 光昭 ｻﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｱｷ 川西緑台高校 

 



※博士後期課程成績優秀者 ２名 

専 攻  氏 名 フリガナ 出身校 

材料工学専攻  高橋  学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 一関高専 

材料工学専攻  本間 隆行 ﾎﾝﾏ ﾀｶﾕｷ 長岡高校 

※課外活動 １団体 

課外活動 所 属 等 氏 名 フリガナ 出身校 

てくみゅＬａｂ 機械創造工学専攻 2 年 向縄嘉律哉 ｻｷﾞﾅﾜ ｶヅﾔ 茨城高専 

てくみゅＬａｂ 機械創造工学専攻 2 年 牛膓   彰 ｺﾞﾁｮｳ ｱｷﾗ 長岡高専 

てくみゅＬａｂ 機械創造工学専攻 2 年 丸岡 大佑 ﾏﾙｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 阿南高専 

てくみゅＬａｂ 機械創造工学専攻 2 年 坂西 恒ニ ﾊﾞﾝｻﾞｲ ｺｳｼﾞ 長岡大手高校 

てくみゅＬａｂ 生物機能工学専攻 2 年 長富 千晴 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾁﾊﾙ 都立航空高専 

てくみゅＬａｂ 経営情報ｼｽﾃﾑ工学専攻２年 笠原 統徳 ｶｻﾊﾗ ﾑﾈﾉﾘ 長野高専 

てくみゅＬａｂ 機械創造工学専攻 1 年 浅倉 卓唯 ｱｻｸﾗ ﾀｸｵ 高田高校 

てくみゅＬａｂ 機械創造工学専攻 1 年 斎藤 広樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 八戸高専 

てくみゅＬａｂ 電気電子情報工学課程 4 年 
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平成２０年度学生表彰を受賞された方々のご案内 

※学部成績優秀者 ９名 

課 程  氏 名 フリガナ 出身校 

機械創造工学課程  藤澤 良太 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ 大阪府立高専 

機械創造工学課程  野崎  要 ﾉｻﾞｷ ｶﾅﾒ 富山高専 

電気電子情報工学課程  村田  淳 ﾑﾗﾀ ｱﾂｼ 長岡高専 

電気電子情報工学課程  西垣 裕仁 ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳｼﾞ 舞鶴高専 

材料開発工学課程  小野 洋輔 ｵﾉ ﾖｳｽｹ 八戸高専 

建設工学課程  橋本 詩穂 ﾊｼﾓﾄ ｼﾎ 阿南高専 

環境システム工学課程  宗村 真一 ﾑﾈﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 三条高校 

生物機能工学課程  高柳  彩 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱﾔ 新潟高校 

経営情報システム工学課程  中野 秀樹 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ 彦根工業高校 

※修士成績優秀者 １１名 

専 攻  氏 名 フリガナ 出身校 

機械創造工学専攻  井口 憲一 ｲｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 伊那弥生ケ丘高校 

機械創造工学専攻  中西 寛一 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｶｽﾞ 苫小牧高専 

電気電子情報工学専攻  横倉 勇希 ﾖｺｸﾗ ﾕｳｷ 育英高専 

電気電子情報工学専攻  田中 大祐 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 詫間電波高専 

材料開発工学専攻  原田 愛子 ﾊﾗﾀﾞ ｱｲｺ 大阪府立高専 

建設工学専攻  尾口 佳丈 ｵｸﾞﾁ ﾖｼﾀｹ 宮城県工業高校 

環境システム工学専攻  川中三希子 ｶﾜﾅｶ ﾐｷｺ 富山高専 

生物機能工学専攻  太田 北斗 ｵｵﾀ ﾎｸﾄ 長岡高専 

経営情報システム工学専攻  丸山 由佳 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｶ 西脇工業高校 

システム安全専攻  山本 幹夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷｵ 徳山高校 

※博士成績優秀者 １名  

専 攻  氏 名 フリガナ 出身校 

生物統合工学専攻  TRUONG QUANG DANG KHOA ﾙｵﾝ ｸｫﾝ ﾀﾞﾞﾝ ｺｱ 
ベトナム 

Le Qui Don 
高校  

※課外活動 ３名+１団体 

課外活動 所 属 氏 名 フリガナ 出身校 

ボランティア 環境システム工学専攻２年 植田 城治 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 沼津高専 

ボランティア 環境システム工学専攻２年 片桐 竜一 ｶﾀｷﾞﾘ ﾘｭｳｲﾁ 直江津高校 

ボランティア 環境システム工学専攻２年 今野 宏樹 ｺﾝﾉ ﾋﾛｷ 宮城県工業高校 

経営情報システム工学課程４年 齋藤  誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 苫小牧高専 

環境システム工学課程４年 石崎 覚史 ｲｼｻﾞｷ ｻﾄｼ 秋田高専 

機械創造工学課程４年 大森 清志 ｵｵﾓﾘ ｷﾖｼ 大分高専 
クラブ連絡会 

材料開発工学課程４年 福原  翔 ﾌｸﾊﾗ ｼｮｳ 都立航空高専 



平成１９年度学生表彰を受賞された方々のご案内 

※学部成績優秀者 ９名 

課 程  氏 名 フリガナ 出身校 

機械創造工学課程  佐藤  崇 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 仙台電波高専 

機械創造工学課程  KHAW TEN KANG ｺｰ ﾃﾝ ｶﾝ 沼津高専 

電気電子情報工学課程  折川 幸司 ｵﾘｶﾜ ｺｳｼﾞ 八戸高専 

電気電子情報工学課程  羽子田 賢 ﾊﾈﾀ ﾏｻﾙ 下館工業高校 

材料開発工学課程  堀米 達哉 ﾎﾘﾏｲ ﾀﾂﾔ 八戸高専 

建設工学課程  速水 悠二 ﾊﾔﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞ 岐阜高専 

環境システム工学課程  大矢 明子 ｵｵﾔ ｱｷｺ 木更津高専 

生物機能工学課程  福田 真利 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾘ 富山高専 

経営情報システム工学課程  庄司 恵介 ｼｮｳｼﾞ ｹｲｽｹ 苫小牧高専 

※修士成績優秀者 １０名 

専 攻  氏 名 フリガナ 出身校 

機械創造工学専攻  谷口   昻 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ 神戸市立高専 

機械創造工学専攻  大倉 直樹 ｵｵｸﾗ ﾅｵｷ 柏崎常盤高校 

電気電子情報工学専攻  加藤 康司 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 山形工業高校 

電気電子情報工学専攻  深田 祐介 ﾌｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ 石川高専 

材料開発工学専攻  小柴 佳子 ｺｼﾊﾞ ｹｲｺ 福島高専 

建設工学専攻  田澤 雅人 ﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 長岡高専 

環境システム工学専攻  土屋 宏正 ﾂﾁﾔ ﾋﾛﾏｻ 長野高専 

生物機能工学専攻  新保 雄大 ｼﾝﾎﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 長岡高専 

経営情報システム工学専攻  小林  卓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 長岡高専 

システム安全専攻  大賀 公二 ｵｵｶﾞ ｺｳｼﾞ 松山高校 

 

※課外活動 ３名＋１団体 

課外活動 所 属  氏 名 フリガナ  

技大祭実行委員長 材料開発工学課程４年 新木 一志 ｱﾗｷ ﾋﾄｼ 群馬高専 

ボランティア 建設工学課程４年 斉藤 美咲 ｻｲﾄｳ ﾐｻｷ 福井高専 

ボランティア 環境システム工学課程４年 武澤  潤 ﾀｹｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 福井高専 

ロボットプロジェクトチーム 機械創造工学課程 4 年 横内賢二郎  ﾖｺｳﾁ ｹﾝｼﾞﾛｳ 長野高専 

ロボットプロジェクトチーム 機械創造工学課程 4 年 井上  諒 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 茨城高専 

ロボットプロジェクトチーム 機械創造工学課程 4 年 齋藤  墾 ｻｲﾄｳ ﾂﾄﾑ 栃木工業高校 

ロボットプロジェクトチーム 機械創造工学課程 4 年 渡邉 隆行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 長岡工業高校 

ロボットプロジェクトチーム 機械創造工学課程 4 年 下川 雅史 ｼﾓｶﾜ ﾏｻｼ 木更津高専 

ロボットプロジェクトチーム 機械創造工学課程 4 年 高松 知弘 ﾀｶﾏﾂ ﾄﾓﾋﾛ 富山商船高専 

ロボットプロジェクトチーム 機械創造工学課程 4 年 山下  徹 ﾔﾏｼﾀ ﾄｵﾙ 高松高専 

ロボットプロジェクトチーム 機械創造工学課程 4 年 木幡 一秀 ｺﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 洛陽工業高校 



ロボットプロジェクトチーム 機械創造工学課程 4 年 大久保ユリア ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾘｱ 釧路高専 

ロボットプロジェクトチーム 機械創造工学課程 3 年 多田 育久 ﾀﾀﾞ ｲｸﾋｻ 大阪府立高専 

ロボットプロジェクトチーム 電気電子情報工学課程 3 年 堂込 公宏 ﾄﾞｳｺﾞﾒ ｷﾐﾋﾛ 東京都立高専 

ロボットプロジェクトチーム 電気電子情報工学課程 3 年 野下 裕市 ﾉｹﾞ ﾕｳｲﾁ 和歌山高専 

ロボットプロジェクトチーム 電気電子情報工学課程 3 年 中間 貴生 ﾅｶﾏ ﾀｶｵ 鹿児島高専 

ロボットプロジェクトチーム 機械創造工学課程 2 年 齋藤 龍司 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 長岡工業高校 

ロボットプロジェクトチーム 機械創造工学課程 2 年 宮田 和亮 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｱｷ 宮崎工業高校 

ロボットプロジェクトチーム 電気電子情報工学課程 2 年 小林 謙二 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 糸魚川高校 

ロボットプロジェクトチーム 機械創造工学課程１年 久保 勇人 ｸﾎﾞ ﾕｳト 松山工業高校 

ロボットプロジェクトチーム 機械創造工学課程 1 年 箕輪 大輝 ﾐﾉﾜ ﾀｲｷ 宇都宮高校 

 


