
（所属・学年は審査時） 平成31年3月末現在

山川賞

所属 学年 氏名 備考

経済学部 学部2年 古川　拓馬

医学部 学部2年 野方　保孝

医学部 学部2年 村上　雅未

工学部 学部2年 小澤　翼

工学部 学部2年 伊藤　笙悟

農学部 学部2年 井上　宙夢

農学部 学部2年 貞松　咲月

法学部 学部3年 内田　佳那子

歯学部 学部3年 唐　栄浩

工学部 学部3年 松本　忠大

計 10 名

チャレンジ＆クリエイション

http://qrec.kyushu-u.ac.jp/kanri/wp-content/uploads/2018/05/CC2018saitaku.pdf

所属 学年 代表者名 備考

経済学部 学部2年 高木　直輝

医学部 学部2年 野方　保孝

理学部 学部3年 池田　響子 

システム情報科学府 博士2年 Mehdi Hasan

総合理工学府 博士2年 Mahbubul　Muttakin

地球社会統合科学府 博士3年 竹内　太郎

計 6 団体

平成３０年度　九州大学基金支援助成事業　採択者（学生）
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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 柳本　湧輔

文学部 学部3年 崎山　勇気

文学部 学部3年 田坂　真希

文学部 学部3年 廣池　剛毅

文学部 学部4年 臼井　悠樹

教育学部 学部3年 大石　奈央

教育学部 学部3年 栗原　菜摘

法学部 学部3年 小川　高秀

法学部 学部4年 足立　薫枝

法学部 学部4年 荒岡　草馬

法学部 学部4年 松田　明香利

経済学部 学部2年 伊藤　拓未

経済学部 学部3年 梅田　二葉

経済学部 学部3年 高島　潤

経済学部 学部3年 佐藤　基貴

経済学部 学部3年 中村　朝香

工学部 学部3年 出口　翔太

農学部 学部4年 前田　一穂

21世紀プログラム 学部3年 廣松　航介

21世紀プログラム 学部3年 本村　あかね

経済学府 修士1年 劉　志龍

工学府 修士1年 尾崎　慎一

芸術工学府 修士2年 山本　恵里佳

芸術工学府 修士2年 若杉　慈円

計 24 名
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海外留学支援（短期留学支援）

所属 学年 氏名 備考

文学部 学部1年 石原　圭介

文学部 学部2年 藤田　萌恵

文学部 学部2年 山口　夏穂

法学部 学部2年 藤井　崇史

経済学部 学部2年 郡司島　健介

経済学部 学部2年 龍山　奈於

経済学部 学部2年 廣瀬　友哉

経済学部 学部3年 河野　竜佑

経済学部 学部4年 光冨　 真理子

理学部 学部2年 大村　菜摘

工学部 学部1年 岡田　太一

工学部 学部2年 篠崎　航太朗

工学部 学部2年 為本　多惠

工学部 学部2年 出原　舞依子

工学部 学部2年 河合　優佑

工学部 学部2年 下田　一善

工学部 学部2年 西川　英吾

工学部 学部2年 平川　舞

工学部 学部3年 井上　隼英

工学部 学部3年 奥山　晃大

工学部 学部3年 巽　謙太朗

農学部 学部2年 小野　聖文

農学部 学部2年 ド トゥイ リン

芸術工学部 学部2年 墨田　知世

芸術工学部 学部4年 青山　友海

共創学部 学部1年 山崎　慶人

共創学部 学部1年 粟田　武斗

共創学部 学部1年 藤瀬　涼花

共創学部 学部1年 早田　幸太郎

共創学部 学部1年 宮崎　泰地

地球社会統合科学府 博士1年 シンエン　チン

人間環境学府 修士1年 JING Wei

人間環境学府 修士1年 YIN Qi

人間環境学府 修士1年 ERDENEKHUU Khongorzul

人間環境学府 修士1年 WANG Tiange

人間環境学府 修士1年 廣畑　舞諭

人間環境学府 博士1年 モハメド　サリム

経済学府 修士1年 強　晟

薬学府 修士1年 笹木　泉

工学府 修士1年 セク　イーイン

計 40 名
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学生の国際会議等参加等支援

所属 学年 氏名 備考

人文科学府 博士3年 勝本  英明

地球社会統合科学府 博士1年 高久  彩

地球社会統合科学府 博士1年 Balman Rezky Pratiwi

地球社会統合科学府 博士2年 村岡  敬明

地球社会統合科学府 博士3年 陳  力

地球社会統合科学府 博士3年 曹  家寧

地球社会統合科学府 博士3年 Chumphol Aunphattanasilp

人間環境学府 博士3年 譚  ティティ

経済学府 博士2年 Augusto Ricard Delgado Narro

経済学府 博士2年 グリゴロヴィシイリーナ

経済学府 博士2年 小松  悟朗

経済学府 博士3年 片渕  結矢

理学府 修士2年 池永  匡宏

理学府 修士2年 小川  翔也

理学府 修士2年 徐  維宏

理学府 博士2年 開田  丈寛

理学府 博士2年 稲田  壮峰

システム生命科学府 修士2年 大崎  遙花

システム生命科学府 修士2年 尾上  詩織

システム生命科学府 修士2年 松尾  花佳

システム生命科学府 博士3年 菊竹  智恵

システム生命科学府 博士4年 森川  拓弥

医学系学府（保健学専攻） 修士1年 下川  夏実

医学系学府（保健学専攻） 修士1年 中野  里彩

歯学府 博士3年 Tansza  Permata Setiana Putri

歯学府 博士4年 有馬  麻衣

歯学府 博士4年 野津  葵

工学府 修士1年 城野  一樹

工学府 修士1年 家敷  拓弥

工学府 修士1年 新盛  弘法

工学府 修士1年 釘﨑  直人

工学府 修士1年 前原  一稀

工学府 修士2年 服部  敬太朗

工学府 修士2年 浅野  哲

工学府 修士2年 福田  未央

工学府 修士2年 根本  龍宜

工学府 修士2年 大渡  慶太

工学府 修士2年 藤井  友

工学府 修士2年 藤原  才也

工学府 修士2年 二宮  啓

工学府 修士2年 田所  壮也

工学府 修士2年 森部  十徳
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工学府 修士2年 奥野  陽介

工学府 修士2年 関  修平

工学府 修士2年 雜賀  翔平

工学府 修士2年 大島  侑記

工学府 博士1年 張  珂謹

工学府 博士1年 溝口  友樹

工学府 博士1年 塩満  大祐

工学府 博士2年 Alowaisy Adel

工学府 博士2年 MD ABDUL AL MOHIT

工学府 博士2年 志賀  雅亘

工学府 博士2年 Poornenth Pushpanandan

工学府 博士2年 Wang Yemei

工学府 博士2年 MAHECHA, ALBANO MICHAEL

工学府 博士2年 Mujtaba Amin

工学府 博士2年 小山  恵史

工学府 博士2年 Tomy Alvin Rivai

工学府 博士2年 Santisak KITJANUKIT

工学府 博士3年 郭  柄霖

工学府 博士3年 Shahjalal Khandaker

工学府 博士3年 Yogesh Kumar Maurya

工学府 博士3年 Salmawati

芸術工学府 修士1年 末吉  知樹

芸術工学府 博士1年 田口  史朗

芸術工学府 博士1年 劉  詩濛

芸術工学府 博士3年 宇野  直士

システム情報科学府 修士1年 國政  昭洋

システム情報科学府 修士2年 佐々  滉太

システム情報科学府 修士2年 呉  澤宇

システム情報科学府 修士2年 村岡  宗一郎

システム情報科学府 修士2年 小島  啓

システム情報科学府 博士2年 呂  琳

総合理工学府 修士2年 Ali Mohamed Ali Ebrahim Abdelgawad

総合理工学府 修士2年 坂井  裕貴

総合理工学府 博士1年 坂本  遼

総合理工学府 博士1年 真鍋  征也

総合理工学府 博士2年 AAM MUHARAM

総合理工学府 博士2年 Tamer S R Shubair

生物資源環境科学府 修士1年 Correa Cassal, Maximiano

生物資源環境科学府 修士1年 坂上  稜

生物資源環境科学府 修士2年 Jocelyn Ritsuko Sato Miyahara

生物資源環境科学府 博士1年 KISUSE JUMA MUSSA

生物資源環境科学府 博士1年 助田  将樹

生物資源環境科学府 博士2年 Mugabi Jophous

生物資源環境科学府 博士2年 DOAN CONG DIEN
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生物資源環境科学府 博士2年 Hoang Minh Duh

生物資源環境科学府 博士2年 GASANGWA IVAN

生物資源環境科学府 博士2年 裵  準

生物資源環境科学府 博士2年 デディ  サトリヤ

生物資源環境科学府 博士3年 楊  輝

生物資源環境科学府 博士3年 CUI  XIAOWEN

計 92 名
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課外活動支援

備考

九州大学アメリカンフットボール部

九州大学医学部硬式庭球部

九州大学医学部準硬式野球部

九州大学医学部バレーボール部

九州大学硬式野球部

九州大学女子バスケットボール部

九州大学漕艇部

九州大学トライアスロン部

九州大学ハンドボール部

九州大学洋弓部

九州大学アカペラサークルＨａｒｍｏＱ

九州大学化学研究部

九州大学芸術工学部照明屋

九州大学芸術工学部フィルハーモニー管弦楽団

九州大学書道部

九州大学吹奏楽団（ＫＵＳＢ）

九州大学３ＤＤ入出力室

九州大学文芸部

九州大学マンドリンクラブ

九州大学落語研究会

計 20 団体

団体名
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九州大学修学支援奨学金

所属 学年 氏名 備考

共創学部 学部1年 ＜非公表＞

共創学部 学部1年 ＜非公表＞

文学部 学部3年 ＜非公表＞

法学部 学部2年 ＜非公表＞

法学部 学部3年 ＜非公表＞

経済学部 学部1年 ＜非公表＞

経済学部 学部2年 ＜非公表＞

歯学部 学部1年 ＜非公表＞

歯学部 学部6年 ＜非公表＞

薬学部 学部3年 ＜非公表＞

薬学部 学部4年 ＜非公表＞

薬学部 学部5年 ＜非公表＞

工学部 学部1年 ＜非公表＞

工学部 学部1年 ＜非公表＞

工学部 学部1年 ＜非公表＞

工学部 学部2年 ＜非公表＞

工学部 学部2年 ＜非公表＞

工学部 学部3年 ＜非公表＞

工学部 学部3年 ＜非公表＞

工学部 学部3年 ＜非公表＞

工学部 学部4年 ＜非公表＞

工学部 学部4年 ＜非公表＞

工学部 学部4年 ＜非公表＞

農学部 学部2年 ＜非公表＞

農学部 学部2年 ＜非公表＞

農学部 学部2年 ＜非公表＞

農学部 学部3年 ＜非公表＞

農学部 学部4年 ＜非公表＞

農学部 学部4年 ＜非公表＞

農学部 学部4年 ＜非公表＞

計 30 名
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利章奨学金

所属 学年 氏名 備考

文学部 学部3年 ＜非公表＞

工学部 学部2年 ＜非公表＞

工学部 学部2年 ＜非公表＞

計 3 名

篤志家による奨学金

所属 学年 氏名 備考

法学部 学部1年 ＜非公表＞

理学部 学部1年 ＜非公表＞

計 2 名

201 名

26 団体
計（学生）
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