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平成２８年度３月 学生表彰対象者一覧 

 
◆学業・研究活動（卒業・修了時） 
学部成績優秀者（規程第２条第１項第１号該当者）９名（推薦者：課程主任） 

NO 課 程 学籍番号 氏  名 フリガナ 出身校 指導教員 

１ 機械創造工学課程 13102284 笠井 優人 ｶｻｲ ﾏｻﾄ 新発田高校 井原郁夫 

２ 機械創造工学課程 15308190 武藤 吉政 ﾑﾄｳ ﾖｼﾏｻ 長岡工業高専 本間智之 

３ 電気電子情報工学課程 13103183 熊谷 崇宏 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 三条東高校 伊東淳一 

４ 電気電子情報工学課程 15321486 矢野 寛明 ﾔﾉ ﾋﾛｱｷ 香川高専 圓道知博 

５ 材料開発工学課程 13108985 堀川 留夢 ﾎﾘｶﾜ ﾄﾑ 新潟江南高校 梅田 実 

６ 建設工学課程 15327882 岡野 良 ｵｶﾉ ﾘｮｳ 呉工業高専 杉本光隆 

７ 環境システム工学課程 15332882 上林 颯 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 鶴岡工業高専 陸 旻皎 

８ 生物機能工学課程 15338287 中西 祥皓 ﾅｶﾆｼ ﾖｼﾃﾙ 石川工業高専 下村雅人 

９ 経営情報システム工学課程 15340187 大川 裕貴 ｵｵｶﾜ ﾕｳｷ 香川高専 鈴木信貴 

 
修士・専門職成績優秀者（規程第２条第１項第１号該当者）１０名（推薦者：専攻主任） 

NO 専 攻 学籍番号 氏  名 フリガナ 出身校 指導教員 

10 機械創造工学専攻 13300585 安嶋 龍太 ｱｼﾞﾏ ﾘｭｳﾀ 茨城工業高専 鎌土重晴 

11 機械創造工学専攻 11103391 五宝 純一 ｺﾞﾎﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 金沢市立工業高校 田辺郁男 

12 電気電子情報工学専攻 13314482 TRAN MINH TIEN ﾁｬﾝ ﾐﾝ ﾃｨｴﾝ ﾎｰﾁﾐﾝ市工科大学 小野浩司 

13 電気電子情報工学専攻 15502481 松本 祐典 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 奈良工業高専 田中久仁彦 

14 物質材料工学専攻 13320784 村上 純祈 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝｷ 
大阪府立大学 
工業高専 

竹中克彦  

15 環境社会基盤工学専攻 13321781 瓜谷  匠 ｳﾘﾔ ﾀｸﾐ 函館工業高専 大塚 悟 

16 生物機能工学専攻 13333891 藤田 雅也 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ 小山工業高専 政井英司 

17 情報・経営システム工学専攻 13336490 仲地 眞早 ﾅｶﾁ ﾏｻｷ 沖縄工業高専 野村収作 

18 原子力システム安全工学専攻 13309689 井上 瑛恵 ｲﾉｳｴ ｱｷｴ 岐阜工業高専 菊池崇志  

19 システム安全専攻 13504389 谷口 満彦 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾂﾋｺ 九州大学 阿部雅二朗 

 
博士後期成績優秀者（規程第２条第１項第１号該当者）４名（推薦者：専攻主任） 

NO 専 攻 学籍番号 氏 名 フリガナ 出身校 指導教員 

20 情報・制御工学専攻（早期修了） 13501681 河合孝太郎 ｶﾜｲ ｺｳﾀﾛｳ 長岡工業高専 小野浩司  

21 材料工学専攻 10307789 林  勇貴 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 茨城工業高専 岡崎正和 

22 エネルギー・環境工学専攻 10318989 長野  剛 ﾅｶﾞﾉ ﾂﾖｼ 東京都立工業高専 伊東淳一 

23 生物統合工学専攻 09314388 佐藤 貴紀 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 鶴岡工業高専 和田安弘 
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◆課外活動・社会活動 
課外活動（規程第２条第１項第２号該当者）１団体 

NO 団 体 名 所 属 等 学籍番号 氏  名 フリガナ 出身校 推薦者 

24 
国際交流学生委員会 
（NUTIESC） 

情報・制御工学
専攻 1年 

12316689 
FAIROZA AMIRA 
BINTI HAMZAH 

ﾌｧｲﾛｻﾞ ｱﾐﾗ 
ﾋﾞﾝﾃｨ ﾊﾑｻﾞｰ 

ｾﾗﾝｺﾞｰﾙ大
学（ﾏﾚｰｼｱ） 

三上喜貴  

 
社会活動（規程第２条第１項第２号該当者）１名 
NO 活動内容 所  属  学籍番号 氏  名 フリガナ 出身校 推薦者 

25 
地域及び本学におけ
る国際交流 

機械創造工学 
専攻 2年 

15501386 
LOKACHARI  
SIDDHARTH 

ﾛｶﾁｬﾘ ｼﾀﾞｯﾄ 
アナ大学 
（インド） 

岡崎正和 

 


