
（氏名五十音順，所属・学年は審査時） 平成30年1月末現在

山川賞

所属 学年 氏名 備考

法学部 学部2年 周　礼旻

法学部 学部2年 木村　真琴

法学部 学部2年 佐々木　彩乃

理学部 学部2年 金谷　啓之

工学部 学部2年 大場　大輔

工学部 学部2年 近藤　耕太

農学部 学部2年 北川　夏子

工学部 学部3年 松下　悠里

農学部 学部3年 村田　海翔

21世紀プログラム 学部3年 寳藏　花穂

計 10 名

チャレンジ＆クリエイション

所属 学年 代表者名 備考

システム生命科学府 博士4年 菊竹　智恵

21世紀プログラム 学部4年 山室　里紗

21世紀プログラム 学部2年 上妻　真緒

工学部 学部3年 蜂谷　友理

医学部 学部4年 飯塚　統

21世紀プログラム 学部2年 野中　勇佑

計 6 団体

平成29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/kanri/wp-content/uploads/2017/06/cc2017saitaku.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3年 下見　周平

文学部 学部3年 髙木　涼代

文学部 学部3年 髙田　鮎未

文学部 学部3年 名本　明広

文学部 学部3年 森谷　真実

文学部 学部4年 原田  佳祐

法学部 学部3年 佐藤　花実

法学部 学部3年 山下　萌子

経済学部 学部4年 石村　理紗

経済学部 学部4年 清水　耕平

芸術工学部 学部4年 居場  由布子

21世紀プログラム 学部3年 山磨　玲音

法学府 修士2年 船橋　憲子

法学府 修士2年 安田　友

総合理工学府 修士1年 甲斐　和貴

総合理工学府 修士1年 室積　英征

生物資源環境科学府 修士1年 西田　裕貴

生物資源環境科学府 修士2年 森山　泰智

計 18 名

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 斉藤　雛緒

文学部 学部1年 白水　南帆

文学部 学部1年 舟越　麻理

文学部 学部1年 横瀬　未裕

文学部 学部1年 深江　由衣

文学部 学部1年 姫野　海優

文学部 学部2年 荒川　瑞希

文学部 学部2年 原　誓良

教育学部 学部3年 若狭　巧望

教育学部 学部3年 齋藤　圭祐
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教育学部 学部4年 笠井　春菜

経済学部 学部1年 藤本　真衣

経済学部 学部2年 山口　幸一郎

経済学部 学部3年 中村　天音

経済学部 学部4年 安西　隆之介

理学部 学部1年 菖蒲迫　健介

理学部 学部2年 中西　京香

理学部 学部2年 佐藤　弓佳

理学部 学部2年 吉田　日向子

理学部 学部3年 平中　真子

医学部 学部1年 眞谷　卓宏

医学部 学部1年 米野　正識

医学部 学部1年 塚本　理子

医学部 学部1年 坂井　千紘

医学部 学部2年 岸　哲生

医学部 学部4年 新宮　直人

医学部 学部4年 山本　雅士

工学部 学部1年 加藤　稔彦

工学部 学部2年 的場　史憲

工学部 学部2年 中野　友里花

工学部 学部3年 付　陽

工学部 学部3年 梅　ウンテイ

工学部 学部3年 江野　安弥子

工学部 学部4年 東　大貴

芸術工学部 学部1年 宇山　明穂

芸術工学部 学部2年 高口　葵

芸術工学部 学部2年 大渕　早紀

芸術工学部 学部3年 単　玉潔

21世紀プログラム 学部1年 山城　寿

地球社会統合科学府 修士2年 傳　嘉憶

人間環境学府 修士2年 西村　宇央

数理学府 博士3年 山口　達也

システム情報科学府 博士2年 Mehdi Hasan

薬学府 修士1年 古庄　仰
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工学府 修士1年 前田　賢吾

工学府 修士2年 藤本　直樹

芸術工学府 修士1年 唐　明暉

芸術工学府 修士1年 福田　健

芸術工学府 修士1年 前田　智洋

芸術工学府 修士1年 今岡　宏朗

計 50 名

学生の国際会議等参加等支援

所属 学年 氏名 備考

地球社会統合科学府 博士3年 Hao　Xiaoyang

比較社会文化学府 博士3年 ワイアット　ダニエル

人間環境学府 博士1年 ムハマド　サリム

人間環境学府 博士2年 陳　琦

人間環境学府 博士2年 松田　晃二郎

経済学府 博士2年 Pyemo　Nathan　Afego

理学府 修士2年 落合　朝須美

理学府 修士2年 古賀　俊貴

理学府 修士2年 藤原　圭太

理学府 修士2年 芳野　遼

理学府 博士1年 若宮　佑真

システム生命科学府 博士2年 井ノ上　涼

システム生命科学府 博士4年 松下　沙希子

システム生命科学府 博士５年 高　緒柱

医学系学府 修士1年 二宮　健太

医学系学府 修士1年 木本　沙希

医学系学府 修士1年 原田　伸明

医学系学府 博士3年 松原　鉄平

歯学府 博士3年 EDDY

歯学府 博士4年 徐　詳赫

薬学府 博士3年 白　潔 

工学府 修士1年 三宅　雅靖

工学府 修士2年 上田　光貴

工学府 修士2年 惠良　祐太
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工学府 修士2年 兒玉　豊

工学府 修士2年 澤山　和貴

工学府 修士2年 原﨑　健輔

工学府 修士2年 松本　光

工学府 修士2年 光野　皓紀

工学府 修士2年 村上　海人

工学府 修士2年 山口　耕太郎

工学府 博士1年 KOJO　TWUM　KONADU

工学府 博士1年 OMONDI　BRIAN　ADALA

工学府 博士1年 山角　和久

工学府 博士1年 劉　懐旭

工学府 博士2年 FAYE　GUILLAUME　DOUDOU

工学府 博士2年 NYEIN　NYEIN　SINT

工学府 博士2年 PHAN　LE　HOANG　SANG

工学府 博士3年 Islam　Saiful

工学府 博士3年 田中　雅仁

工学府 博士3年 SHAHJALAL　KHANDAKER

工学府 博士3年 田　輝（TIAN　HUI）

芸術工学府 博士3年 中島　弘貴

システム情報科学府 修士1年 坂本　守

システム情報科学府 修士1年 相良　卓馬

システム情報科学府 修士1年 園山　泉紘

システム情報科学府 修士1年 坊地　修平

システム情報科学府 修士2年 貞清　知輝

システム情報科学府 修士2年 久島　宏平

システム情報科学府 修士2年 方　トオジュン

システム情報科学府 博士1年 宮原　奈乃華

システム情報科学府 博士3年 尹　基旭

総合理工学府 修士2年 工藤　和樹

総合理工学府 修士2年 佐藤　光流

総合理工学府 修士2年 真鍋　征也

総合理工学府 博士1年 江川　雄亮

総合理工学府 博士2年 佐藤　祐太

総合理工学府 博士2年 TAMER　S.R.　SHUBAIR
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総合理工学府 博士3年 FAHED　ELSAMNAH

生物資源環境科学府 修士1年 吉嵜　隆一

生物資源環境科学府 博士2年 梁　若君

生物資源環境科学府 博士3年 ELAKHDAR　Ammar

生物資源環境科学府 博士3年 田川　聡美

生物資源環境科学府 博士3年 福本　桂子

生物資源環境科学府 博士3年 安田　悠子

統合新領域学府 修士2年 福嶋　香奈

統合新領域学府 博士2年 林　小百合

計 67 名

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＞

芸術工学部 学部2年 ＜非公表＞

計 3 名

148 名

6 団体
計（学生）
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