
（氏名五十音順，所属・学年は申請時）

1-1　山川賞

氏名 所属 学年

柿添　翔太郎 理学部　生物学科 学部2年

久保田　麻美 芸術工学部　芸術情報設計学科 学部2年

上妻　諒子 経済学部　経済・経営学科 学部2年

重松　藍 工学部　地球環境工学科 学部2年

羽尻　悠太 21世紀プログラム 学部2年

仲野　美穂 21世紀プログラム 学部3年

計

1-2　博士課程学生の研究奨励金

氏名 所属 学年

出野　結己 システム生命科学府　システム生命科学専攻 博士2年

古川　一輝 理学府　化学専攻 博士2年

計

1-3　学生の独創的研究活動支援

氏名 所属 学年

相川　明久 工学府　海洋システム工学専攻 修士2年

石田　陽介 統合新領域学府　ユーザー感性学専攻 博士2年

上松　正和 医学部　医学科 学部5年

宇都宮　怜子 歯学部　歯学科 学部５年

金子　美樹 システム生命科学府　システム生命科学専攻 修士２年

金光　隼哉 工学府　地球資源システム工学専攻 修士１年

小宮　佑介 生物資源環境科学府　資源生物科学専攻 修士2年

財津　康輔 統合新領域学府　ユーザー感性学専攻 博士2年

坂倉　真衣 統合新領域学府　ユーザー感性学専攻 博士2年

迫　健太郎 芸術工学部　工業設計学科 学部4年

志村　聖子 芸術工学府　芸術工学専攻 博士2年

菅沼　健太郎 人文科学府　言語・文学専攻 博士1年

高橋　裕美 芸術工学府　芸術工学専攻 修士2年

平成２４年度　九州大学基金支援助成事業　採択者（学生）

6名

2名
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中島　良光 人文科学府　言語・文学専攻 修士2年

中村　晋太郎 工学府　物質プロセス工学専攻 博士1年

西田　洋司 システム生命科学府　システム生命科学専攻 博士3年

萩原　賢太 医学部　医学科 学部6年

八谷　靖子 芸術工学府　芸術工学専攻 修士2年

福田　俊彦 生物資源環境科学府　生命機能科学専攻 修士2年

益田　千聖 工学府　地球資源システム工学専攻 修士1年

松尾　拓也 システム生命科学府　システム生命科学専攻 修士１年

松岡　礼 システム生命科学府　システム生命科学専攻 博士4年

水町　秀之 工学府　物質プロセス工学専攻 博士1年

矢野　雅貴 人文科学府　言語・文学専攻 修士2年

吉田　祐子 比較社会文化学府　国際社会文化専攻 博士1年

吉村　康広 工学府　航空宇宙工学 博士2年

李　騫 総合理工学府　大気海洋環境システム学専攻 修士2年

計

1-4　海外留学渡航支援

氏名 所属 学年

東　由依 工学府　水素エネルギーシステム専攻 修士1年

姉川　恭子 経済学府　経済工学専攻 博士2年

有吉　加奈 生物資源環境科学府　農業資源経済学専攻 修士1年

李　周姫 比較社会文化学府　国際社会文化専攻 博士2年

井尾　隆行 人間環境学府　教育システム専攻 博士1年

池田　貫 経済学部　経済・経営学科 学部3年

伊東　かおり 人文科学府　日本史学専攻 博士２年

今村　彩乃 文学部　人文学科 学部４年

植村　崇博 工学府　海洋システム工学専攻 修士２年

梅崎　真理子 人間環境学府　空間システム専攻 修士1年

梅野　真衣 生物資源環境科学府　生命機能科学専攻 修士1年

大網　拓真 芸術工学府　デザインストラテジー専攻 修士1年

大塚　隼輝 文学部　人文学科 学部3年

大平　倫嵩 文学部　人文学科 学部４年

岡部　勇士 経済学部　経済・経営学科 学部3年

尾立　佳織 生物資源環境科学府　資源生物科学専攻 修士1年

27名
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加藤　夏洋 総合理工学府　環境エネルギー工学専攻 修士1年

亀田　彗 芸術工学部　芸術情報設計学科 学部２年

狩野　雄紀 経済学部　経済工学科 学部4年

川上　尚子 文学部　人文学科 学部4年

木藤　佑一 生物資源環境科学府　農業資源経済学専攻 修士2年

木村　萌 人間環境学府　都市共生デザイン専攻 修士1年

栗﨑　愛子 比較社会文化学府　日本社会文化専攻 博士2年

顧　暁せん 経済学府　経済工学専攻 修士2年

河野　世莉奈 人文科学府　言語・文学専攻 修士2年

後藤　千尋 文学部　人文学科 学部４年

小柳　和也 工学府　建設システム工学 修士1年

近藤　和歌大 経済学府　経済システム専攻 修士2年

才村　綾美 農学部　生物資源環境学科 学部3年

高山　美咲 教育学部 学部4年

竹之下　りえ 芸術工学府　コンテンツクリエイティブコース 修士２年

竹本　大晃 経済学部　経済・経営学科 学部４年

田中　美佳 文学部　人文学科 学部3年

張　宏成 工学部　エネルギー科学科 学部4年

藤堂　優子 人間環境学府　教育システム専攻 修士2年

戸山　恵佑 21世紀プログラム 学部2年

中嶋　麻衣 法学部 学部３年

長谷　郁也 経済学部　経済工学科 学部3年

中村　友香 農学部　生物資源環境学科 学部3年

西原　貴史 経済学部　経済経済・経営学科 学部3年

西村　悠貴 21世紀プログラム 学部4年

橋本　勝 工学府　建設システム工学専攻 修士2年

橋本　結花 文学部　人文学科 学部3年

華田　卓央 経済学部　経済・経営学科 学部3年

馬場　由貴 文学部　人文学科 学部3年

濱田　藍 理学府　地球惑星科学専攻 博士1年

早川　恭平 法学部 学部4年

日高　光太 総合理工学府　環境エネルギー工学 修士1年

日高　大輔 経済学部　経済・経営学科 学部3年

付　莉 経済学府　経済システム専攻 修士2年
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福岡　美由希 ２１世紀プログラム課程 学部3年

福田　直輝 経済学部　経済・経営学科 学部2年

福富　翔 工学府　航空宇宙工学専攻 修士1年

藤山　浩光 法学部 学部３年

藤山　遼太郎 芸術工学府　芸術工学専攻 修士1年

古森　七瀬 文学部　地理学研究室 学部3年

松川　真友子 人間環境学府　空間システム専攻 修士1年

松田　共世 芸術工学府　芸術工学専攻 修士２年

矢追　愛弓 人文科学府　芸術学研究室 博士３年

山口　真未子 文学部　人文学科 学部3年

吉川　謙信 総合理工学府　環境エネルギー工学専攻 修士１年

和田　健太 人文科学府　歴史空間論専攻 修士１年

計

1-5　学生の国際会議等参加等支援

氏名 所属 学年

青木　芳恵 医学系学府　保健学専攻 博士3年

秋吉　竜太郎 総合理工学府　物質理工学専攻 博士1年

網本　直記 システム生命科学府　システム生命科学専攻 博士5年

Arief Cahyanto 歯学府　歯学専攻 博士3年

板倉　聖人 工学府　機械工学専攻 修士1年

今井　洋輔 理学府　化学専攻 博士2年

岡崎　功太 システム情報科学府　電気電子工学専攻 博士3年

沖　宗一郎 システム情報科学府　電気電子工学専攻 修士2年

小山　峻輔 工学府　機械工学専攻 修士1年

金子　美樹 システム生命科学府　システム科学専攻 修士2年

祁　秋夢 統合新領域学府　ユーザー感性学専攻 博士1年

キン　ミャー　ソー 生物資源環境科学府　生命機能科学専攻 博士２年

古池　仁暢 工学府　機械工学専攻 博士２年

古賀　泰輔 工学府　建設システム工学専攻 修士2年

佐藤　浩平 総理工学府　環境エネルギー専攻 修士2年

鄭　暎樹 工学府　都市環境システム工学専攻 博士2年

白木川　奈菜 工学府　物質プロセス工学専攻 博士2年

寶部　真也 医学系学府　保健学専攻 修士2年

62名
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田川　真 工学府　航空宇宙工学専攻 博士1年

田中　貴大 工学府　物質創造工学専攻 修士2年

田中　俊行 総合理工学府　環境エネルギー工学専攻 修士2年

棚倉　大智 生物資源環境科学府　環境農学専攻 修士1年

東條　友樹 システム情報科学府　電気電子工学専攻 修士2年

徳禮　将吾 医学系学府　保健学専攻 修士2年

長井　彩 人文科学府　歴史空間論専攻 博士1年

中村　晋太郎 工学府　物質プロセス工学専攻 博士1年

楢崎　兼司 人間環境学府　行動システム専攻 博士2年

西田　洋司 システム生命科学府　システム生命科学専攻 博士3年

野中　陽介 システム情報科学府　情報知能工学専攻 修士1年

濱﨑　祐樹 工学府　化学システム工学専攻 修士2年

藤本　啓介 工学府　建設システム工学専攻 修士1年

Prita Sari Dewi 生物資源環境科学府　環境農学専攻 博士3年

古澤　言太 芸術工学府　デザインストラテジー専攻 博士3年

裴　岩 芸術工学府　芸術工学専攻 博士2年

PEREZ, Rodney
Honrada

生物資源環境科学府　生物産業創成専攻 博士2年

ボウ　暁良 システム生命科学府　システム生命科学専攻 博士5年

本田　貴紀 人間環境学府　行動システム専攻 修士2年

本田　匠 理学府　地球惑星科学専攻 博士１年

真栄城　正寿 総合理工学府　物質理工学専攻 博士2年

前田　裕史 理学府　物理学専攻 修士1年

松尾　和代 人間環境学府　行動システム専攻 博士1年

溝部　浩志郎 工学府　水素エネルギーシステム専攻 博士２年

村島　健介 薬学府　創薬科学専攻 修士2年

毛利　優希 薬学府　医療薬科学専攻 博士2年

森　亮 工学府　地球資源システム工学専攻 修士2年

安永　文香 工学府　都市環境システム工学専攻 修士2年

安成　啓佑 医学系学府　医科学専攻 修士2年

山口　沙織 医学系学府　医学専攻 博士2年

山口　裕嗣 人間環境学府　行動システム専攻 修士2年

吉田　剛士 生物資源環境科学府　生物機能科学専攻 博士3年

李　慧慧 理学府　化学専攻 博士3年

李　明 システム情報科学府　情報知能工学専攻 博士3年
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廖　紀元 医学系学府　医学専攻 博士3年

脇谷　量子郎 生物資源環境科学府　資源生物科学専攻 博士2年

渡邉　茜 工学府　建設システム工学専攻 修士2年

計

1-6　課外活動支援

サークル
名

医学部弓道部

応援団

空手道部

九大フィルハーモニーオーケストラ

弓道部

硬式野球部

洋弓部

ヨット部

　計　　               　8団体

55名
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