
（所属・学年は審査時） 令和元年９月末現在

山川賞

所属 学年 氏名 備考

共創学部 学部2年 木村　紗彩

共創学部 学部2年 野村　紗里

共創学部 学部2年 足立　吏玖

法学部 学部2年 平野　佑花

医学部 学部2年 宮崎　朋実

医学部 学部2年 村口　大知

農学部 学部2年 野口　奨悟

法学部 学部3年 廣瀬　梨早

医学部 学部3年 井野　雄貴

芸術工学部 学部3年 平沢　洸

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/2019/05/cc2019saitaku.pdf

所属 学年 代表者名 備考

工学部 学部3年 尾木　竜司 区分：自由テーマ

農学部 学部2年 坂本　一馬 区分：自由テーマ

農学部 学部4年 北川　夏子 区分：自由テーマ

人間環境学府 修士1年 池田　慎太郎 区分：自由テーマ

理学府 修士1年 千葉　佳祐 区分：事業構想

システム生命科学府 博士3年 竹内　啓人 区分：事業構想

歯学府 修士1年 青木　司 区分：事業構想

システム情報科学府 修士1年 吉野 弘毅 区分：事業構想

生物資源環境科学府 博士3年 郭　越 区分：事業構想

計 9 団体

令和元年度　九州大学基金支援助成事業　採択者（学生）
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学部 交換留学支援（短期留学支援）

所属 学年 氏名 備考

共創学部 学部2年 近藤　可奈子

共創学部 学部2年 李　建志

文学部 学部2年 松本　はるか

教育学部 学部2年 佐伯　未羽

教育学部 学部2年 木村　円香

教育学部 学部3年 徳永　真直

教育学部 学部3年 神田　奈緒

経済学部 学部2年 小松　大輔

経済学部 学部2年 浜永　繁斗

経済学部 学部2年 冨永　祐進

医学部 学部2年 尾﨑　良裕

工学部 学部1年 大石　春陽

工学部 学部2年 朴　相琥

工学部 学部2年 高橋　晴菜

工学部 学部3年 畑田　健太郎

工学部 学部3年 伊賀屋　幹太

工学部 学部3年 原口　陽菜

工学部 学部3年 梅川　響

工学部 学部3年 廣瀬　太一

工学部 学部3年 平岡　和真

工学部 学部3年 真鍋　順也

芸術工学部 学部1年 中山　亘

芸術工学部 学部2年 松下　寛太

農学部 学部2年 上野　竜大生

農学部 学部2年 森　尚寛

計 25 名
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学部・大学院共通 海外留学渡航支援

所属 学年 氏名 備考

法学部 学部4年 秦　あゆこ

法学部 学部4年 日高　時海

経済学部 学部2年 棟加登　大蔵

経済学部 学部3年 重久 夏帆

経済学部 学部3年 鈴木　潤

工学部 学部3年 平川　舞

工学部 学部3年 三坂　真澄

芸術工学部 学部3年 桑村　直弥

農学部 学部3年 呉　佳欣

21世紀プログラム 学部3年 藤井　結

21世紀プログラム 学部3年 下吹越　愛莉

21世紀プログラム 学部4年 伴　ちひろ

人文科学府 修士2年 井原　遼二

人間環境学府 修士1年 笠井　春菜

経済学府 修士1年 中山　寿巳子

総合理工学府 修士1年 右田　竜聖

総合理工学府 修士1年 矢能　章禎

計 17 名
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国際会議等参加等支援

所属 学年 氏名 備考

人文科学府 修士2年 岩元　恕文

地球社会統合科学府 博士2年 御代川　涼

地球社会統合科学府 博士3年 趙　一嶸

地球社会統合科学府 博士3年 シアフィア　ユスリタ

人間環境学府 修士1年 余語　大地

人間環境学府 修士2年 劉　念鐸

人間環境学府 修士2年 樋口　豪

人間環境学府 博士1年 相羽　枝莉子

人間環境学府 博士2年 ムハンマド・サリム

人間環境学府 博士3年 中島　美鈴

経済学府 博士2年 姚　智華

経済学府 博士3年 Pham Thi Ha

経済学府 博士3年 小松　悟朗

理学府 修士1年 笹木　健太

理学府 博士2年 宝来　俊育

理学府 博士3年 増田　志穂美

理学府 博士3年 樋口　公紀

システム生命科学府 博士1年 田原　あゆみ

システム生命科学府 博士3年 坂口　愛美

システム生命科学府 博士5年 下條　智史

医学系学府（医学専攻） 博士3年 エルジャマル　カリマン

医学系学府（医学専攻） 博士3年 Guo Jie

医学系学府（保健学専攻） 修士2年 枝光　華奈

医学系学府（保健学専攻） 修士1年 Le Cuong Quoc

歯学府 博士3年 中尾　雄紀

歯学府 博士3年 四本　かれん

歯学府 博士3年 Nguyen Thi Nguyen Huong

歯学府 博士3年 Rehab Yahya Fara Sallam Alshargabi

薬学府 博士1年 謝　金玲

薬学府 博士3年 シン　ハイロン

工学府 修士1年 田村　浩人

工学府 修士1年 足立　恭介

工学府 修士2年 西村　亘生

工学府 修士2年 神川　創太

工学府 修士2年 小山　直洋

工学府 修士2年 原　倖平

工学府 修士2年 GANKHUU KHURELBAATAR
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工学府 修士2年 Mohamed Abdillahi ADEN

工学府 修士2年 藤崎　瑞己

工学府 修士2年 鶴田　哲也

工学府 修士2年 樫藤　瑞紀

工学府 修士2年 永岡　昌浩

工学府 修士2年 佐藤　浩太

工学府 修士2年 出水澤　大悟

工学府 修士2年 新田　真也

工学府 修士2年 Bryan Proano

工学府 博士1年 王　子銘

工学府 博士1年 陳　樺

工学府 博士1年 高橋　竜二

工学府 博士2年 Ho Nhut Linh

工学府 博士2年 五ノ井　祐二

工学府 博士2年 高峯　大輝

工学府 博士2年 OKRI ASFINO PUTRA

工学府 博士2年 Quanzhi Tian

工学府 博士2年 Hung Vo Thanh

工学府 博士3年 BUAL RONALD PEROCHO

工学府 博士3年 TUYAJARGAL IIMAA

工学府 博士3年 Chitiphon Chauicham

工学府 博士3年 金　泰伶

芸術工学府 修士1年 秋田　健太

芸術工学府 修士2年 末吉　知樹

芸術工学府 修士2年 横川　十帆

芸術工学府 修士2年 呂　景儀

芸術工学府 博士2年 吉松　孝

システム情報科学府 修士1年 岩本　亮介

システム情報科学府 修士2年 鍾　永師

システム情報科学府 博士1年 馬　博軒

総合理工学府 修士2年 馬原　巧

総合理工学府 博士1年 IBRAHIM M.A. MAAMOUN

総合理工学府 博士1年 Ramadan M M Ｅljamal

総合理工学府 博士2年 温　偉辰

総合理工学府 博士2年 二宮　翔

総合理工学府 博士2年 廣池　匠哉

総合理工学府 博士2年 佐藤　光流

総合理工学府 博士3年 江川　雄亮

総合理工学府 博士3年 Mohamed Egiza
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生物資源環境科学府 修士1年 ORREGO MORALES, MARLY

生物資源環境科学府 修士2年 児玉　文香

生物資源環境科学府 修士2年 川原　顕生

生物資源環境科学府 修士2年 辰己　由華

生物資源環境科学府 博士2年 高濱　良

生物資源環境科学府 博士2年 LUU VAN DUY

生物資源環境科学府 博士2年 GEBRE, Girma Gezimu

統合新領域学府 修士2年 中島　樹

統合新領域学府 修士2年 木戸　拓哉

統合新領域学府 博士2年 江藤　太亮

計 86 名
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課外活動支援

備考

九州大学剣道部

九州大学山岳部

九州大学馬術部

九州大学男子バスケットボール部

九州大学バドミントン部

九州大学ヨット部

九州大学ウインドサーフィン愛好会

九州大学フットサル愛好会

九州大学医学部空手道部

九州大学英語研究部

九州大学鳥人間チーム

九州大学フィルハーモニー・オーケストラ

九州大学ロボコンチーム

九州大学医学部Medical Innovation Club

九州大学医学部KLSA

九州大学芸術工学部吹奏楽団

計 16 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

文学部 学部2年 ＜非公表＞

文学部 学部3年 ＜非公表＞

教育学部 学部4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＞

経済学部 学部3年 ＜非公表＞

理学部 学部2年 ＜非公表＞

理学部 学部3年 ＜非公表＞

理学部 学部3年 ＜非公表＞

医学部 学部1年 ＜非公表＞

医学部 学部1年 ＜非公表＞

歯学部 学部4年 ＜非公表＞

薬学部 学部1年 ＜非公表＞

薬学部 学部4年 ＜非公表＞

薬学部 学部4年 ＜非公表＞

薬学部 学部5年 ＜非公表＞

薬学部 学部6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＞

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

教育学部 学部3年 ＜非公表＞

理学部 学部2年 ＜非公表＞

農学部 学部4年 ＜非公表＞

計 3 名

篤志家による奨学金

所属 学年 氏名 備考

工学部 学部1年 ＜非公表＞

農学部 学部1年 ＜非公表＞

計 2 名

中本博雄賞 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＞

文学部 学部1年 ＜非公表＞

理学部 学部1年 ＜非公表＞

医学部 学部1年 ＜非公表＞

工学部 学部1年 ＜非公表＞

計 5 名

中本博雄賞 海外留学渡航支援（学部 交換留学支援）

所属 学年 氏名 備考

共創学部 学部1年 ＜非公表＞

文学部 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＞ 追加募集

経済学部 学部3年 ＜非公表＞ 追加募集

21世紀プログラム 学部2年 ＜非公表＞

計 6 名

184 名

25 団体
計（学生）
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