
（氏名五十音順，所属・学年は審査時） 平成29年1月末現在

山川賞

所属 学年 氏名 備考

文学部 学部2年 平島　光夏

法学部 学部2年 貞松　陽菜

医学部 学部2年 中山　光

医学部 学部2年 鉾立　春響

薬学部 学部2年 趙　珅璐

工学部 学部2年 蜂谷　友理

工学部 学部2年 龍薗　一樹

理学部 学部3年 石川　航輔

工学部 学部3年 紀藤　准弥

芸術工学部 学部3年 會田　彩乃

21世紀プログラム 学部3年 久保園　遥

計 11 名

チャレンジ＆クリエイション

所属 学年 代表者名 備考

医学部 学部3年 奥田　一貴

医学部 学部3年 山本　真輝

工学部 学部3年 金子　宗瑚

工学部 学部3年 三枝　洸介

工学部 学部4年 小豆澤　成治

21世紀プログラム 学部4年 大瀧　裕也

21世紀プログラム 学部4年 西村　直人

21世紀プログラム 学部4年 ローン　ジョシュア

計 8 団体

平成28年度　九州大学基金支援助成事業　採択者（学生）

http://qrec.kyushu-u.ac.jp/archives/2016/researches/CC2016saitaku.pdf
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海外留学渡航支援

所属 学年 氏名 備考

文学部 学部2年 井手　希美

文学部 学部2年 桝田　千尋

文学部 学部3年 川上　達也

文学部 学部4年 阿部　慎太郎

文学部 学部4年 入江　彩夏

文学部 学部4年 古市　志織

法学部 学部3年 横尾　春菜

経済学部 学部3年 JANG YEA EUN

経済学部 学部3年 金　珉柱

経済学部 学部3年 重岡　和紀

経済学部 学部3年 柴垣　文香

経済学部 学部3年 長澤　咲野

経済学部 学部3年 萬辺　実生

理学部 学部3年 村上　幸輝

工学部 学部3年 高橋　遼

工学部 学部4年 大野　雅志

芸術工学部 学部3年 田中　佑龍

芸術工学部 学部3年 長井　瑞生

芸術工学部 学部3年 松久保　あずさ

21世紀プログラム 学部2年 寶藏　花穂

人文科学府 修士1年 大澤　遼可

人文科学府 修士1年 林　弘晃

地球社会統合科学府 修士2年 飯島　力

地球社会統合科学府 博士3年 大場　健司

経済学府 修士1年 高田　森宏

経済学府 修士1年 田中　天広

経済学府 修士1年 徳田　篤史

経済学府 修士1年 山本　龍輝

芸術工学府 修士1年 髙橋　尚吾

芸術工学府 修士2年 張　榮

総合理工学府 修士1年 小野　哲嗣

総合理工学府 修士1年 河村　高志
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総合理工学府 修士1年 佐野　将史

計 33 名

3



学生の国際会議等参加等支援

所属 学年 氏名 備考

芸術工学部 学部4年 緒方　胤浩

地球社会統合科学府 博士2年 王　雯雯

人間環境学府 修士2年 鄭 文利

人間環境学府 博士2年 Omar Hamdy Mohamed

人間環境学府 博士2年 Tan TingTing

人間環境学府 博士3年 Nadzirah binti Ahmad Basri

人間環境学府 博士3年 申　相澈

理学府 修士1年 中野　陽介

理学府 修士2年 清村　侑矢

理学府 修士2年 藤友 千咲希

理学府 博士1年 平城　慎也

理学府 博士3年 Khaled Sayed Sinoussy Mohamed

理学府 博士3年 松下　拓輝

システム生命科学府 博士1年 森　研人

システム生命科学府 博士2年 戌亥　海

システム生命科学府 博士2年 森川　拓弥

システム生命科学府 博士3年 高橋　將

システム生命科学府 博士4年 中野　優

医学系学府 修士2年 井上　彩香

医学系学府 修士2年 井村　航

医学系学府 修士2年 平山　咲英

医学系学府 修士2年 守田　圭伸

医学系学府 修士2年 森山　誠

医学系学府 修士2年 吉本　祐子

医学系学府 博士3年 竹生　まゆみ

医学系学府 博士3年 山﨑　啓子

医学系学府 博士4年 カスティーヨ　エリカ

医学系学府 博士4年 森　大輝

歯学府 博士3年 影山　伸哉

歯学府 博士3年 Tya Indah Arifta

歯学府 博士3年 前野　亜実

歯学府 博士3年 森岡　政彦
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歯学府 博士4年 林　慶和

歯学府 博士4年 福田　直志

薬学府 修士1年 小松　頌平

薬学府 博士2年 武居　宏明

工学府 修士1年 今里　光紀

工学府 修士1年 財前　貴志

工学府 修士1年 坂本　崚

工学府 修士1年 嶋谷　典高

工学府 修士1年 八木　孝介

工学府 修士2年 麻生　浩平

工学府 修士2年 大山　達也

工学府 修士2年 小川　卓郎

工学府 修士2年 北島　志樹

工学府 修士2年 白　楊

工学府 修士2年 田中　柊郎

工学府 修士2年 谷口　隆寛

工学府 修士2年 土橋　将太

工学府 修士2年 手島　慶祐

工学府 修士2年 永原　稔之

工学府 修士2年 牟田　諒平

工学府 修士2年 吉松　秀隼

工学府 博士1年 秋山　祐貴

工学府 博士1年 高橋　良尭

工学府 博士1年 羅　中力

工学府 博士2年 鶴　若菜

工学府 博士2年 文　吉周

工学府 博士2年 MOHAMMED SHURRAB

工学府 博士3年 Olalekan Saheed Alade

工学府 博士3年 郭　瑞

工学府 博士3年 SARANTUYA OYUNGEREL

工学府 博士3年 Hao Yanming

工学府 博士3年 松本　親樹

工学府 博士3年 牟　悦

工学府 博士3年 Li Hua
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芸術工学府 修士1年 田中　理佐子

芸術工学府 修士2年 飯田　州人

芸術工学府 修士2年 久恒　泰地

芸術工学府 博士1年 岡田　昌大

芸術工学府 博士2年 菊澤　育代

芸術工学府 博士3年 李　子龍

システム情報科学府 修士2年 酒井　崇嗣

システム情報科学府 修士2年 鑪　海志

システム情報科学府 修士2年 中堂園　賢一

システム情報科学府 修士2年 福﨑　貴裕

システム情報科学府 博士3年 岩鍋　圭一郎

総合理工学府 修士2年 牛尾　祐貴

総合理工学府 修士2年 中野　敬太

総合理工学府 修士2年 西海　亮佑

総合理工学府 博士1年 藤崎　貴也

総合理工学府 博士1年 MOHAMED EGIZA

総合理工学府 博士2年 三浦　裕貴

総合理工学府 博士3年 中本　康介

生物資源環境科学府 修士2年 Vu, Thuy Duong

生物資源環境科学府 修士2年 屋宜　禎央

生物資源環境科学府 博士1年 米田　洋斗

生物資源環境科学府 博士2年 須志田　浩稔

生物資源環境科学府 博士2年 山口　千仁

統合新領域学府 修士2年 萩原　泰子

統合新領域学府 博士1年 杉本　晋

統合新領域学府 博士2年 Chaves Lopez, Zuhara Ivette

統合新領域学府 博士2年 劉　辰陽

計 93 名
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課外活動支援

備考

　　　　　　　　　　　　アイスホッケー部

　　　　　　　　　　　　応援団

　　　　　　　　　　　　馬術部

　　　　　　　　　　　　ハンググライダー 愛好会

　　　　　　　　　　　　弓道部

　　　　　　　　　　　　医学部弓道部

　　　　　　　　　　　　ヨット部

　　　　　　　　　　　　九大フィル ハーモニー オーケストラ

　　　　　　　　　　　　邦楽部

　　　　　　　　　　　　PLANET-Q

　　　　　　　　　　　　ロボコンチーム

　　　　　　　　　　　　芸術工学部吹奏楽団

計 12 団体

利章奨学金

所属 学年 氏名 備考

文学部 学部3年 ＜非公表＞

理学部 学部3年 ＜非公表＞

歯学部 学部2年 ＜非公表＞

計 3 名

140 名

20 団体
計（学生）

団体名
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