
（氏名五十音順，所属・学年は審査時） 平成27年3月末現在

（1-1）山川賞

氏名 所属 学年 備考

久門　将也 法学部 学部2年

古賀　美菜穂 工学部 学部2年

末田　光輝 工学部 学部3年

髙崎　竜太朗 農学部 学部3年

井上　陽南子 21世紀プログラム 学部2年

佐藤　素安 21世紀プログラム 学部2年

森田　めぐみ 21世紀プログラム 学部2年

ローン　ジョシュア 21世紀プログラム 学部2年

計 8 名

（1-2）平成26年度　博士課程学生の研究奨励金

氏名 所属 学年 備考

魚住　隆行 システム生命科学府 博士5年(5年一貫)

赤嶺　孝祐 薬学府 博士2年

大山　翼 薬学府 博士3年

髙木　聖也 工学府 博士2年

佐藤　知哉 工学府 博士3年

長田　庸平 生物資源環境科学府 博士2年

岩瀨　俊一郎 生物資源環境科学府 博士3年

計 7 名

平成26年度　九州大学基金支援助成事業　採択者（学生）
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(1-3)平成26年度　独創的教育・研究・社会貢献活動支援

氏名 所属 学年 備考

河津　宗太郎 医学部 学部5年

合田　明紘 工学部 学部4年

三舛　悦人 芸術工学部 学部4年

吉田　祐子 比較社会文化学府 博士3年

小代　裕子 人間環境学府 修士1年

鎌田　健斗 人間環境学府 修士1年

寺田　友里 人間環境学府 修士1年

宇都宮　明翔 人間環境学府 修士2年

岡部　憲和 システム生命科学府 博士1年(5年一貫)

柿添　友輔 システム生命科学府 博士1年(5年一貫)

久保　裕貴 システム生命科学府 博士1年(5年一貫)

大坪　怜央 システム生命科学府 博士2年(5年一貫)

孫田　千恵 医学系学府 博士1年

山口　沙織 医学系学府 博士4年

徳山　慶太郎 工学府 修士1年

川添　裕三 工学府 修士2年

江口　昇汰 芸術工学府 修士1年

小西　郁 芸術工学府 博士2年

張　美弘 芸術工学府 博士2年

本田　真也 システム情報科学府 修士1年

北尾　大介 システム情報科学府 修士2年

河野　美紀 生物資源環境科学府 修士1年

枦山　紘輔 生物資源環境科学府 修士2年

林　小百合 統合新領域学府 修士1年

松森　孝平 統合新領域学府 修士1年

祁　秋夢 統合新領域学府 博士3年

計 26 名
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(1-4)平成26年度　海外留学渡航支援

氏名 所属 学年 備考

井上　千紘 文学部 学部2年

田川　聖実 文学部 学部2年

野村　涼 文学部 学部2年

有木　那穂子 文学部 学部3年

山口　ひとみ 文学部 学部3年

宮城　実佳 教育学部 学部3年

田村　なつみ 法学部 学部2年

浦崎　鈴音 法学部 学部3年

亀岡　織愛 法学部 学部3年

古賀　華子 法学部 学部3年

戸野本　昌大 法学部 学部3年

宮西　花子 法学部 学部3年

矢野　智子 法学部 学部3年

吉村　早紀 法学部 学部3年

桐木平　美里 法学部 学部4年

白山　謙人 法学部 学部4年

鈴木　繁 経済学部 学部2年

藤崎　翔 経済学部 学部2年

佐伯　勇輔 経済学部 学部3年

髙松　啓輔 経済学部 学部3年

鳥羽　幸樹 経済学部 学部3年

山本　直哉 経済学部 学部3年

辰馬　圭祐 経済学部 学部4年

朴　祉眩 経済学部 学部4年

陶　真怡 理学部 学部3年

齊藤　和平 工学部 学部2年

古賀　智大 工学部 学部4年

山下　裕也 工学部 学部4年

大山　英輝 芸術工学部 学部3年

上田　早織 芸術工学部 学部4年

高橋　敦子 農学部 学部3年
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市野瀬　桐香 農学部 学部4年

朴　チャン 農学部 学部4年

加賀　初音 21世紀プログラム 学部2年

中本　智子 21世紀プログラム 学部2年

鶴丸　麻衣子 21世紀プログラム 学部3年

東　千花子 21世紀プログラム 学部3年

斎藤　江利子 21世紀プログラム 学部4年

川上　直人 人間環境学府 修士1年

川上　直人 人間環境学府 修士1年

吉田　優子 人間環境学府 修士1年

松永　雄亮 経済学府 修士1年

許　超 経済学府 博士2年

秋山　祐貴 工学府 修士1年

福島　悠太 工学府 修士1年

宮田　大毅 工学府 修士1年

宮永　亮祐 工学府 修士1年

山下　紘平 工学府 博士2年

形田　翔子 芸術工学府 修士1年

朴　泓ジュ 芸術工学府 修士1年

糸数　景 芸術工学府 修士2年

三井　佑馬 芸術工学府 修士2年

内田　渡 総合理工学府 修士1年

菊永　昌大 総合理工学府 修士1年

中島　広大 生物資源環境科学府 修士1年

丸尾　恭輔 生物資源環境科学府 修士1年

原田　明徳 工学府 博士2年

計 57 名

(1-5)平成26年度　国際会議等参加等支援

氏名 所属 学年 備考

張　暁蘭 地球社会統合科学府 博士1年

MKOUBOI MOHAMED CHAMI 比較社会文化学府 博士2年

内藤　貴司 人間環境学府 博士1年
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本田　貴紀 人間環境学府 博士2年

田中　あかり 人間環境学府 博士3年

須﨑　康臣 人間環境学府 博士4年

石井　優大 理学府 博士1年

嶋田　充宏 理学府 博士2年

常盤　祐平 理学府 博士2年

渡邉　慎 理学府 博士2年

高橋　將 システム生命科学府 博士1年

井上　麻美 システム生命科学府 博士4年

白　暁鵬 医学系学府 博士2年

田中　義将 医学系学府 博士4年

太田　美穂 歯学府 博士3年

Arief Cahyanto 歯学府 博士4年

小幡　純子 歯学府 博士4年

岡村　幸紀 工学府 修士1年

長嶋　昌代 工学府 修士1年

平山　駿一 工学府 修士1年

山下　知洋 工学府 修士1年

井上　直也 工学府 修士2年

住吉　央朗 工学府 修士2年

田中　雅仁 工学府 修士2年

西村　圭右 工学府 修士2年

松木　昌也 工学府 修士2年

諸泉　博之 工学府 修士2年

山田　将之 工学府 修士2年

王　成武 工学府 博士3年

韓　征 工学府 博士3年

胡　軍峰 工学府 博士3年

高　文君 工学府 博士3年

坂下　竜一 工学府 博士3年

濵中　晃弘 工学府 博士3年

BELHAI MOHAMED 工学府 博士3年

松谷　祐希 工学府 博士3年
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水町　秀之 工学府 博士3年

LOH PING YEAP 芸術工学府 修士2年

藤平　晴奈 芸術工学府 博士2年

Brandse Michael 芸術工学府 博士3年

天野　孝昭 システム情報科学府 修士1年

鳥越　祥宏 システム情報科学府 修士1年

知北　大典 システム情報科学府 修士2年

SARINONT THAPANUT システム情報科学府 博士1年

松島　宏一 システム情報科学府 博士1年

ABDELRAHMAN ZKRIA MOHAMED AHMED 総合理工学府 博士1年

Farag Ahmed Lotfy Elrefai Mohamed Mohamed 総合理工学府 博士1年

中山　梓介 総合理工学府 博士3年

宮田　有英 生物資源環境科学府 修士2年

大坪　秀明 生物資源環境科学府 博士1年

今井　崇喜 生物資源環境科学府 博士2年

盆子原　香 生物資源環境科学府 博士2年

Md. Tariqul Islam 生物資源環境科学府 博士2年

渡邉　昂 生物資源環境科学府 博士3年

計 54 名

(1-6)平成25年度　課外活動支援

団体名 備考

アイスホッケー部

ウインドサーフィン愛好会

硬式野球部

九州大学吹奏楽団

九大フィルハーモニー・オーケストラ

洋弓部

ヨット部

九州大学芸術工学部吹奏楽団

計 8 団体

152 名

8 団体
計（学生）
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