
 

 

  

   

□８月 

規程第２条第１項第１号該当者（博士後期課程 成績優秀者）２名 

専 攻 氏 名 フリガナ 出身校 

エネルギー・環境工学専攻 篠﨑 健二 ｼﾉｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 旭川高専 

エネルギー・環境工学専攻 TRAN PHUONG THAO ﾁｬﾝ ﾌｫﾝ ﾀｵ 
NGUYEN HUU HUAN 高校 

（VIETNAM） 

 

□９月 

規程第２条第１項第１号該当者（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 戸田 宏枝 ﾄﾀﾞ ﾋﾛｴ 大里高校（福岡県） 

材料工学専攻 石川 裕一 ｲｼｶﾜ ﾕｳｲﾁ 北陸高校（福井県） 

 

□１２月 

規程第２条第１項第１号該当者（博士後期課程 成績優秀者）１名 

専 攻 氏 名 フリガナ 出身校 

エネルギー・環境工学専攻 
NGUYEN THI  
PHUONG THAO 

ｸﾞｴﾝ ﾁ ﾌｫﾝ ﾀｵ 
LE QUY DON 高校 
（VIETNAM） 

 

□３月 

規程第２条第１項第１号該当者（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 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 一関高専 

機械創造工学課程 CHIAH SIN YING ﾁｱ ｼﾝ ｲﾝ 木更津高専 

電気電子情報工学課程 門嶋 祥之 ｶﾄﾞｼﾏ ﾖｼﾕｷ 富山高専 

電気電子情報工学課程 川上 雄太 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀ 長岡高専 

材料開発工学課程 田邊 森人 ﾀﾅﾍﾞ ﾓﾘﾄ 福井高専 

建設工学課程 SOUMPHOLPHAKDY VANNAXAY 
ｽﾝﾎﾟﾝﾊﾟｯｸﾃﾞｨｰ 

ﾜﾝﾅｻｲ 
舞鶴高専 

環境システム工学課程 林 真那 ﾊﾔｼ ﾏﾅ 神戸市立高専 

生物機能工学課程 新田 美春 ﾆｯﾀ ﾖｼﾊﾙ 旭川高専 

経営情報システム工学課程 山岸 隼  ﾔﾏｷﾞｼ ｼﾞｭﾝ 

東工大附属 

科学技術高校 

（東京都） 

 

規程第２条第１項第１号該当者（修士課程、専門職学位課程 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 坪井 勇輔 ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｽｹ 福島高専 

機械創造工学専攻 山口 千尋 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 木更津高専 

電気電子情報工学専攻 桜井 洋輔 ｻｸﾗｲ ﾖｳｽｹ 長岡高専 
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電気電子情報工学専攻 野口 悠太 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 長岡高専 

材料開発工学専攻 西山 侑太郎 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 福島高専 

建設工学専攻 武田 健太 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀ 函館高専 

環境システム工学専攻 高安 祐平 ﾀｶﾔｽ ﾕｳﾍｲ 富山高専 

生物機能工学専攻 久慈 諒 ｸｼﾞ ﾘｮｳ 八戸高専 

経営情報システム工学専攻 松原 雄己 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 
新潟商業高校 

（新潟県） 

原子力システム安全工学専攻 土田 佳裕 ﾂﾁﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 長岡高専 

システム安全専攻 今枝 幸博 ｲﾏｴﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 丹羽高校（愛知県） 

 

規程第２条第１項第１号該当者（博士後期課程 成績優秀者） ２名 

専 攻 氏 名 フリガナ 出身校 

情報・制御工学専攻 大前 洸斗 ｵｵﾏｴ ﾋﾛﾄ 釧路高専 

生物統合工学専攻 近井 学 ﾁｶｲ ﾏﾅﾌﾞ 鶴岡高専 

 

規程第２条第１項第２号該当者（課外活動） ３団体、1名 

団体名 所 属 等 氏 名 フリガナ 出身校 

しゅがく 建設工学課程 3 年 後藤 新 ｺﾞﾄｳ ｱﾗﾀ 秋田高専 

VOLT  of  NUTS 
経営情報システム
工学課程 3年 

澁江 嘉輝 ｼﾌﾞｴ ﾖｼﾃﾙ 
長岡高校 

（新潟県） 

Technical Education 

Circle 
建設工学課程 2 年 品田 啓太 ｼﾅﾀﾞ ｹｲﾀ 

新潟明訓高校 

（新潟県） 

水泳部 
機械創造工学課程
3 年 

浅野 涼 ｱｻﾉ ﾘｮｳ 木更津高専 

 

規程第２条第１項第２号該当者（社会活動） ２名 

所 属 等 氏 名 フリガナ 出身校 

電気電子情報工学専攻 2年 TRAN NAM SON ﾁｬﾝ ﾅﾑ ｿﾝ 
LE QUY DON 高校 

（VIETNAM） 

電気電子情報工学専攻 2年 
HUYNH TAN MINH 

   TRIET 
ﾌｨﾝ ﾀﾝ ﾐﾝ ﾁｪｯﾄ 

LE HONG PHONG 高校 

（VIETNAM） 

 

規程第２条第１項第２号該当者（その他：表彰に値する行為） １名 

所 属 等 氏 名 フリガナ 出身校 

原子力ｼｽﾃﾑ安全工学専攻 2年 工藤 勇 ｸﾄﾞｳ ｲｻﾑ 
函館工業高校 

（北海道） 

 

 

 




