
（氏名五十音順，所属・学年は申請時）

（1-1）平成25年度　山川賞

氏名 所属 学年 備考

井上　結美子 教育学部 学部3年

宇野　真菜美 21世紀プログラム 学部2年

小野　哲嗣 工学部 学部2年

佐々木　陽一 工学部 学部2年

田中　正義 農学部 学部3年

塘　陽子 工学部 学部2年

原田　有理子 歯学部 学部3年

日野　真人 農学部 学部3年

古屋　雄貴 法学部 学部3年

町田　幸太郎 法学部 学部2年

山口　祐香 21世紀プログラム 学部2年

計

（1-2）平成25年度　博士課程学生の研究奨励金

氏名 所属 学年 備考

末松　安由美 理学府 博士２年

藤　公博 工学府 博士１年

野口　泰徳 薬学府 博士２年

野見山　綾介 生物資源環境科学府 修士２年

兵頭　潤次 工学府 博士１年

松本　昌巳 人文科学府 博士１年

計

(1-3)平成25年度　独創的研究活動支援

氏名 所属 学年 備考

相原　正宗 医学系学府 博士３年

池田　裕宜 理学部 学部４年

平成25年度　九州大学基金支援助成事業　採択者（学生）

１１名

6名
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伊藤　緑 芸術工学部 学部４年

今井　崇喜 生物資源環境科学府 修士２年

上田　敏史 システム生命科学府 博士１年

大嶋　浩介 生物資源環境科学府 修士２年

大津　甫 医学系学府 博士３年

岡留　淳 医学系学府 博士３年

小野　淳二 医学系学府 博士２年

國武　友里 農学部 学部４年

高　文君 工学府 博士２年

河野　幹寛 医学系学府 博士３年

小久保　駿也 芸術工学部 学部４年

小松　明日佳 人文科学府 博士１年

佐々木　恭志郎 人間環境学府 修士１年

佐藤　正弥 数理学府 博士２年

鈴木　貴弘 生物資源環境科学府 博士３年

東寺　祐亮 人文科学府 博士２年

中園　晴貴 人間環境学府 修士１年

永村　美奈 統合新領域学府 修士１年

野口　朋寛 理学府 博士１年

野田　耕正 工学府 修士１年

秦　恭子 統合新領域学府 博士１年

花井　渉 人間環境学府 博士２年

濱川　昌之 システム生命科学府 修士１年

濱中　晃弘 工学府 博士１年

原　雄太 工学府 修士２年

古庄　克宏 歯学部 学部５年

村上　知成 医学系学府 修士１年

山口　尚哉 数理学府 修士２年

山口　諒 システム生命科学府 修士１年

吉屋　匠平 医学系学府 博士３年

李　上 芸術工学府 修士１年

劉　秀鳳 統合新領域学府 博士３年

計 34名
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(1-4)平成25年度　海外留学渡航支援

氏名 所属 学年 備考

浅野　将里 工学部 学部4年

新井　克之 比較社会文化学府 博士1年

荒木　彩可 芸術工学府 修士１年

五十嵐　渓 芸術工学部 学部４年

伊藤　慎一郎 芸術工学府 修士１年

井上　瑠美 法学部 学部３年

上野　良輔 総合理工学府 修士１年

臼井　貴俊 経済学部 学部2年

王　京 経済学府 修士1年

大澤　祐太朗 理学部 学部４年

太田　聡 文学部 学部４年

緒方　涼真 経済学部 学部2年

奥山　恭子 工学府 修士２年

甲木　宏和 経済学部 学部４年

唐元　健太 法学部 学部３年

菊地　令華 法学部 学部３年

久保田　麻美 芸術工学部 学部３年

久保田　奈緒 ２１世紀プログラム 学部４年

小島　清樹 芸術工学府 修士１年

小城　啓 法学部 学部４年

佐伯　勇輔 経済学部 学部2年

砂掛　夏実 ２１世紀プログラム 学部３年

佐々木　遼 工学部 学部4年

佐藤　香苗 ２１世紀プログラム 学部３年

佐藤　志織 文学部 学部３年

佐藤　由唯 文学部 学部４年

柴戸　美佐子 法学部 学部２年

下田　さゆり 理学部 学部４年

霜村　祐作 工学部 学部2年

シルバーマン薫リサ ２１世紀プログラム 学部３年
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杉山　太一 経済学部 学部3年

高山　環 ２１世紀プログラム 学部３年

張　宏亮 総合理工学府 修士１年

中野　裕太 法学部 学部３年

仁階堂　翔太 文学部 学部４年

濵崎　優磨 経済学府 修士1年

濱田　拓也 総合理工学府 修士１年

原田　明徳 工学府 博士２年

久恒　泰地 芸術工学部 学部３年

平良　真純 理学部 学部3年

廣松　芽衣 ２１世紀プログラム 学部３年

深見　千尋 法学部 学部４年

藤原　宏貴 経済学部 学部２年

渕上　雄貴 工学府 修士１年

前田　美鈴 ２１世紀プログラム 学部３年

前野　草介 経済学部 学部2年

松田　和貴 工学府 博士２年

松元　聡憲 生物資源環境科学府 修士２年

松本　崇寛 総合理工学府 修士１年

松本　真実 人間環境学府 修士1年

宮住　昌志 生物資源環境科学府 修士1年

宮永　潤 ２１世紀プログラム 学部３年

諸泉　明子 文学部 学部４年

諸橋　史麿 法学部 学部４年

山村　駿介 経済学部 学部３年

山本　絵里奈 文学部 学部３年

山本　泰嗣 経済学部 学部2年

柳　暁晨 経済学府 修士２年

仁位　矩子 総合理工学府 修士１年

計 59名
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(1-5)平成25年度　国際会議等参加支援

氏名 所属 学年 備考

ATIN SUPARTINI 人間環境学府 博士１年

有吉　美恵 人間環境学府 修士１年

池田　恭彰 総合理工学府 修士１年

池村　晋吾 工学府 修士１年

王　頴 歯学部 学部６年

大橋　充典 人間環境学府 博士１年

大橋　良平 工学府 修士１年

沖田　英史 工学部 学部４年

KHAIRUL　ANUAR　SHARIFF 歯学府 博士２年

影山　佳奈 医学系学府 博士１年

葛　唽遥 統合新領域学府 修士１年

上村　富美 生物資源環境科学府 修士１年

木内　雄也 芸術工学府 修士２年

北原　基貴 システム情報科学府 修士２年

邱　淑娟 芸術工学府 博士２年

NGUYEN XUAN　THANH TRAM 歯学府 博士３年

小林　智宏 工学府 修士１年

蔡　津 人間環境学府 修士１年

Sausan Said Marhoon AL-RIYAMI 総合理工学府 博士２年

佐々木　崇宏 理学府 博士２年

Sazzadur　Rahman 総合理工学府 博士２年

佐藤　暢哲 工学府 博士３年

史　美超 人間環境学府 修士１年

首藤　高徳 システム情報科学府 博士１年

徐　行 システム情報科学府 博士１年

SUNARSO 歯学府 博士１年

髙橋　純一 理学府 修士２年

高見　栞 生物資源環境科学府 修士１年

田﨑　洸彦 工学府 修士２年

田中　麗 歯学府 博士３年

田中　愛健 生物資源環境科学府 博士２年
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田邊　将一 工学府 修士１年

陳　三妹 人間環境学府 博士１年

陳　涛 人間環境学府 博士１年

辻　宏樹 理学府 修士２年

豊田　敬介 歯学府 博士２年

永瀬　豊洋 生物資源環境科学府 修士１年

西尾　美登里 医学系学府 博士１年

生内　由佳 人間環境学府 修士１年

萩原　賢太 医学系学府 博士１年

服部　匡洋 工学府 博士２年

原田　愛子 工学部 学部４年

久野　彰大 工学府 修士１年

平田　英隆 理学府 修士２年

POOSALA PORNTHIDA 生物資源環境科学府 修士２年

古川　祥子 歯学府 博士３年

古川　全太郎 工学府 博士２年

宝蔵寺　宏一 工学府 修士１年

PONGKITWITOON　BENYAKAN 薬学府 博士３年

松下　倫大 工学府 修士２年

松本　親樹 工学府 修士１年

松本　卓 工学府 博士２年

MAHGOUB ABDELMOMEN USAMA AHMED 総合理工学府 博士２年

三島　章雄 理学府 修士２年

水之江　雄輝 生物資源環境科学府 博士２年

森本　敏弘 工学府 修士１年

吉田　寿人 歯学部 学部６年

吉本　尚平 歯学府 博士２年

李　歓 工学府 博士３年

劉　玉賢 工学府 博士１年

劉　国軍 工学府 修士１年

計 61名
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(1-6)平成25年度　課外活動支援

団体名 備考

計（学生）

計（学生） 171名、5団体

医学部空手部

　計　　               　５団体

自動車部

体操部

馬術部

マンドリンクラブ
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