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（氏名五十音順，所属・学年は審査時） 平成27年12月末現在

（1-1）山川賞

所属 学年 氏名 備考

教育学部 学部2年 山崎　なずな

工学部 学部2年 天野　佑基

工学部 学部2年 大土井　博俊

工学部 学部2年 冨田　健人

工学部 学部2年 真部　魁人

工学部 学部3年 若山　頌平

農学部 学部3年 工藤　華枝

農学部 学部3年 辻　尚道

21世紀プログラム 学部2年 門松　舞

21世紀プログラム 学部3年 上田　利瑳子

計 10 名

（1-2）博士課程学生の研究奨励金

所属 学年 氏名 備考

地球社会統合科学府 博士1年 槙尾　雅人

システム生命科学府 博士3年（5年一貫） 槇　光輝

システム生命科学府 博士5年（5年一貫） 藤浪　大輔

医学系学府 博士2年 本田　瑞季

薬学府 博士1年 澤　真尚

計 5 名

(1-3)学生の独創的教育・研究・社会貢献活動支援

所属 学年 氏名 備考

教育学部 学部3年 横山　葵

理学部 学部3年 堀田　淳之介

理学部 学部4年 伊藤　悠介

医学部 学部5年 小出　遼平

医学部 学部5年 才木　琢登
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医学部 学部6年 竹原　侑里

歯学部 学部5年 松崎　雅昌

工学部 学部3年 宮嶋　麻由

芸術工学部 学部4年 黒木　泰地

21世紀プログラム 学部3年 大瀧　裕也

人文科学府 博士2年 張　晨迪

人間環境学府 修士2年 郷原　晧彦

人間環境学府 修士2年 南　智然

人間環境学府 博士2年 宮島　健

理学府 修士１年 大澤　祐太朗

システム生命科学府 博士１年（5年一貫） 上田　奈央子

システム生命科学府 博士2年（5年一貫） 石井　絢子

システム生命科学府 博士4年（5年一貫） 張　晶

生物資源環境科学府 修士1年 泉　健太

生物資源環境科学府 修士１年 俵口　真衣

生物資源環境科学府 修士1年 平崎　直人

生物資源環境科学府 修士2年 末松　光太郎

計 22 名
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(1-4)海外留学渡航支援

所属 学年 氏名 備考

文学部 学部2年 春成　悠菜

文学部 学部3年 臼井　悠香

文学部 学部4年 石井　美緒

文学部 学部4年 大坪　雄樹

文学部 学部4年 香月　佑太

文学部 学部4年 花田　智佳

教育学部 学部3年 林田　美穂

教育学部 学部4年 松永　圭世

法学部 学部2年 鹿田　智也

法学部 学部3年 尾上　英輝

法学部 学部3年 鹿屋　和香

法学部 学部3年 下薗　輝

法学部 学部4年 浦　眞実子

経済学部 学部2年 重信　和宏

経済学部 学部3年 有本　雅俊

経済学部 学部3年 石村　理紗

経済学部 学部3年 權　一

経済学部 学部3年 寺嶋　和志

経済学部 学部3年 中島　章吾

経済学部 学部3年 宮崎　建人

経済学部 学部3年 用田　和久

経済学部 学部4年 臼井　貴俊

理学部 学部2年 石川　航輔

理学部 学部2年 高崎　恵以子

工学部 学部3年 廣川　颯汰

工学部 学部3年 若山　頌平

工学部 学部4年 姉川　純一朗

工学部 学部4年 大柿　卓之

農学部 学部3年 古賀　秋絵

21世紀プログラム 学部3年 原　二葉沙

21世紀プログラム 学部4年 岡元　実沙貴

21世紀プログラム 学部4年 新島　さとみ
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人文科学府 修士1年 進藤　良太

人文科学府 修士2年 柳本　拓志

法学府 博士1年 吉本　文

経済学府 修士2年 楊　秀淇

工学府 修士1年 井上　翔太

工学府 修士1年 平野　雄大

工学府 博士3年 髙木　聖也

芸術工学府 修士2年 過足　舜

総合理工学府 修士1年 新谷　祐輔

生物資源環境科学府 修士1年 末本　歩

生物資源環境科学府 修士1年 松田　彩花

計 43 名
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(1-5)学生の国際会議等参加等支援

所属 学年 氏名 備考

農学部 学部4年 鄒　淳妹

人文科学府 修士2年 市川　千乃

人文科学府 修士2年 周　于之

地球社会統合科学府 博士1年 柳瀬　千惠美

人間環境学府 博士1年 Omar Hamdy Mohamed

人間環境学府 博士１年 Tan Tingting

人間環境学府 博士3年 田中　輝海

人間環境学府 博士3年 陳　三妹

経済学府 博士3年 森　大建

理学府 修士2年 久米　くるみ

理学府 修士2年 飛田　健一朗

理学府 修士2年 平城　慎也

理学府 博士１年 都地　恭拡

理学府 博士2年 豊川　将一

理学府 博士2年 山野井　一人

システム生命科学府 博士1年（5年一貫） 齋藤　早希子

システム生命科学府 博士3年（5年一貫） Elnaz Nakhaei

システム生命科学府 博士4年（5年一貫） 唐　蘅敏

システム生命科学府 博士5年（5年一貫） 張　蒙

医学系学府 修士1年 豊田　高稔

医学系学府 修士2年 竹田　昂典

医学系学府 修士2年 福田　博之

医学系学府 博士1年 井上　修作

医学系学府 博士1年 松延　佑将

医学系学府 博士2年 伊豆倉　理江子

医学系学府 博士4年 フリオ　レオン

歯学府 博士3年 Syarifah Nova Amiza Zam

歯学府 博士3年 SUNARSO

歯学府 博士4年 岸川　咲吏

歯学府 博士4年 古賀　のり子

薬学府 博士１年 劉　佳黛

工学府 修士１年 成富　絢斗
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工学府 修士1年 蓑田　剛志

工学府 修士1年 吉武　達弘

工学府 修士2年 伊藤　佑太郎

工学府 修士2年 岩本　周哲

工学府 修士2年 喜多　由拓

工学府 修士2年 北川　洋平

工学府 修士2年 草場　彰

工学府 修士2年 高橋　良尭

工学府 修士2年 土橋　洋平

工学府 修士2年 野上　智隆

工学府 修士2年 白　楊

工学府 修士2年 久光　翔太

工学府 修士2年 道野　正嗣

工学府 修士2年 宮川　欣也

工学府 修士2年 山嵜　竜也

工学府 修士2年 和田　悠佑

工学府 博士1年 川添　裕三

工学府 博士１年 岸田　拓也

工学府 博士１年 JALLOH ABU BAKKARR

工学府 博士１年 本田　博之

工学府 博士2年 石場　啓太

工学府 博士2年 髙野　彬

工学府 博士2年 能島　士貴

工学府 博士2年 朴　仁燮

工学府 博士2年 正木　悠聖

工学府 博士2年 松本　親樹

工学府 博士3年 AUNG MYO THANT SIN 

工学府 博士3年 叶　セイ佳

工学府 博士3年 Saiful Islam Bhuian

工学府 博士3年 CHAM TAU CHIA 

工学府 博士3年 森本　直紀

工学府 博士3年 王　暁宇 

工学府 研究生 Uwera Jane

システム情報科学府 修士1年 片山　龍
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システム情報科学府 修士1年 髙﨑　俊行

システム情報科学府 修士1年 田浪　荘汰

システム情報科学府 修士1年 茂藤　健太

システム情報科学府 修士2年 伊東　鉄平

システム情報科学府 博士1年 宮内　翔子

システム情報科学府 博士2年 岩鍋　圭一郎

システム情報科学府 博士3年 下垣　哲也

総合理工学府 修士2年 石橋　和也

総合理工学府 博士2年 Ahmed Lotfy Elrefai

総合理工学府 博士2年 加呂　光

総合理工学府 博士2年 佐藤　洸

総合理工学府 博士3年 内山　智貴

生物資源環境科学府 修士2年 石田　夏美

生物資源環境科学府 博士1年 Ammar ELAKHDAR

生物資源環境科学府 博士１年 宇都宮　ひかり

生物資源環境科学府 博士2年 Sonam Tamrakar

生物資源環境科学府 博士2年 Md. Nazmul Hasan

生物資源環境科学府 博士2年 Le Thi Thanh Loan

生物資源環境科学府 博士3年 今泉　鉄平

生物資源環境科学府 博士3年 山上　一樹

統合新領域学府 修士1年 新津　裕隆

統合新領域学府 博士2年 栁町　茂一

計 88 名
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(1-6)課外活動支援

団体名 備考

ウインドサーフィン愛好会

サイクリング同好会

山岳部

準硬式野球部

水泳部

体操部

男声合唱団

トライアスロン部

能楽部

ラグビー部

九州大学芸術工学部フィルハーモニー管弦楽団


JAZZすきもの会

計 12 団体

168 名

12 団体
計（学生）


	●採択者学生

