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平成２７年度 学生表彰を受賞された方々のご案内 

 

◆学業・研究活動（３月卒業・修了） 

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 靖徳 ｻﾄｳ ﾔｽﾉﾘ 秋田高専 

機械創造工学課程 渡辺 智貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 
長岡工業高校 
（新潟県） 

電気電子情報工学課程 東井 孝途 ﾄｳｲ ﾀｶﾄ 奈良高専 

電気電子情報工学課程 樋渡 天次郎 ﾋﾜﾀﾘ ﾃﾝｼﾞﾛｳ 香川高専 

材料開発工学課程 山北 慈音 ﾔﾏｷﾀ ｼﾞｵﾝ 津山高専 

建設工学課程 蓑輪 圭祐 ﾐﾉﾜ ｹｲｽｹ 福井高専 

環境システム工学課程 秦  裕弥 ﾊﾀ ﾕｳﾔ 
新潟工業高校 
（新潟県） 

生物機能工学課程 石井 孝幸 ｲｼｲ ﾀｶﾕｷ 秋田高専  

経営情報システム工学課程 矢野 裕史 ﾔﾉ ﾋﾛﾌﾐ 苫小牧高専 

 

修士・専門職成績優秀者 １１名 

専  攻 氏 名 フリガナ 出身校 

機械創造工学専攻 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 一関高専 

機械創造工学専攻 繁山  航 ｼｹﾞﾔﾏ ﾜﾀﾙ 東京高専 

電気電子情報工学専攻 小歩 岳史 ｼｮｳﾎ ﾀｶｼ 近畿大学高専 

電気電子情報工学専攻 長澤  忍 ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾉﾌﾞ 長岡高専 

材料開発工学専攻 田邊 森人 ﾀﾅﾍﾞ ﾓﾘﾄ 福井高専  

建設工学専攻 大竹 剛史 ｵｵﾀｹ ﾀｹｼ 福島高専 

環境システム工学専攻 中原  望 ﾅｶﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 新居浜高専  

生物機能工学専攻 荒木 拓馬 ｱﾗｷ ﾀｸﾏ 長岡高専 

経営情報システム工学専攻 ZHANG YUXIN ﾁｮｳ ﾕｰｼﾝ 
西安翻訳学院 
（中国） 

 

原子力システム安全工学専攻 作花  拓 ｻｯｶ ﾀｸ 香川高専 

システム安全専攻 山本 信二 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 
沼津工業高校 
（静岡県） 

   

博士後期成績優秀者 ５名 

専  攻 氏 名 フリガナ 出身校 

エネルギー・環境工学専攻 伊藤 雅利 ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 秋田高専 

エネルギー・環境工学専攻 日下 佳祐 ｸｻｶ ｹｲｽｹ 宮城高専 

エネルギー・環境工学専攻 鈴木 知真 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 宮城高専 

エネルギー・環境工学専攻 富樫 拓也 ﾄｶﾞｼ ﾀｸﾔ 鶴岡高専 

生物統合工学専攻 平田 晴菜 ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾅ 富山商船高専  
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◆課外活動・社会活動（３月卒業・修了） 
課外活動 ３団体 

団 体 名 所 属 等 氏  名 フリガナ 出身校 

長岡技術科学

大学ロボコン

プロジェクト 

機械創造工学課程 4年 伊藤槙一郎 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 秋田高専 

機械創造工学課程 4年 藤本 真也 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝﾔ 津山高専 

機械創造工学課程 2年 金澤 愛輝 ｶﾅｻﾞﾜ ｱｲｷ 
上越総合技術 
高校（新潟県） 

機械創造工学課程 2年 小栗 光平 ｵｸﾞﾘ ｺｳﾍｲ 
半田東高校 
（愛知県） 

クラブ連絡会 

建設工学専攻 2 年 常前 将大 ｼﾞｮｳﾏｴ ﾏｻﾋﾛ 八戸高専 

技術科学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ専攻 
1 年 

中野 優人 ﾅｶﾉ ﾕｳﾄ 福井高専 

建設工学課程 4 年 蓑輪 圭祐 ﾐﾉﾜ ｹｲｽｹ 福井高専 

電気電子情報工学課程 
3 年 

守谷 研耶 ﾓﾘﾔ ｹﾝﾔ 長野高専 

国際交流学生
委員会 
（NUTIESC） 

経営情報ｼｽﾃﾑ工学専攻 
2 年 

REYES MENDEZ 
JOSE LUIS 

ﾚｼﾞｪｽ ﾒﾝﾃﾞｽ ﾎ
ｾ ﾙｲｽ 

モンテレイ大学
（メキシコ） 

 

 

社会活動 ２名 

活動内容 所  属  氏  名 フリガナ 出身校 

地域における国際
交流 

材料工学専攻 3年 MUZVIDZIWA MILTON 
ﾑｼﾞｨｳﾞｨｼﾞｨﾜ  
ﾐﾙﾄﾝ 

ジンバブエ大学 
(ジンバブ) 

母国（ベトナム）
の人材育成への支
援活動 

電気電子情報工学専攻 
2 年 

VIEN HOANG HAI ｳﾞｨｴﾝ ﾎｱﾝ ﾊｲ 
ホーチミン市工科
大学（ベトナム） 

 


