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● 　新入会員　 ●

―12月分―

正会員（17名）

伊藤　智宏 （ダイセル・兵庫）

岩城　成洋 （東レエンジニアリング・滋賀）

大石　義彦 （室蘭工業大・北海道）

亀井　宏二 （花王・和歌山）

草野　康弘 （日立造船・大阪）

小井ひかり （明治・東京）

高石　雄太 （滋賀）

中村　謙介 （ウシオ電機・兵庫）

野口　弘喜 （日本原子力研究開発機構・茨
城）

服部　将朋 （名古屋大・愛知）

福島　剛史 （ユニマテック・茨城）

松森　幸弘 （クラフトマン・熊本）

宮本　詠史 （横河電機・東京）

村上　正晃 （旭化成・岡山）

萌出　　陸 （北海道）

矢野　賢一 （三重大・三重）

吉田　　航 （三菱電機・兵庫）

海外正会員（4名）

コルドバ マウリシオ 

（Waseda University・東京）

SEO JIEUN （Yokohama National University/

Kanagawa Institute of Industrial 

Science and Technology・神奈川）

SIRISOMBOONCHAI Suchada 

（Nagoya University・愛知）

丽　　　刘 （Lu Liang University・海外）

学生会員（144名）

赤木　美佳 （京都大・京都）

穴井　瑛里 （東京農工大・東京）

有賀　嵩晃 （東工大・東京）

五十嵐紀亮 （新潟大・新潟）

石川　颯人 （大阪府立大・大阪）

市原　幸汰 （芝浦工業大・東京）

伊藤沙也加 （神戸大・兵庫）

伊藤　将吾 （日本大・千葉）

伊藤　夏海 （大阪大・大阪）

稲垣　理紗 （東工大・東京）

今村　圭吾 （工学院大・東京）

入江　　恵 （芝浦工業大・東京）

岩本　実久 （神戸大・兵庫）

呉　　宇軒 （University of Tokyo・東京）

Uehara Uyeda Mario Kokichi 

（Kyushu University・福岡）

薄場　　圭 （東工大・東京）

王　袁靖凡 （宇都宮大・栃木）

大嶋　美月 （国立感染症研究所／東京理科
大・東京）

大野　誠弥 （工学院大・東京）

大屋　昌士 （東工大・東京）

岡　　順也 （早稲田大・東京）

岡崎　沙帆 （東京大・東京）

岡田　　哲 （早稲田大・東京）

岡田　詩歩 （名古屋大・愛知）

小黒　龍一 （中央大・東京）

小田　悠介 （神戸大・兵庫）

甲斐田敬済 （早稲田大・東京）

風間遼太郎 （大阪大・大阪）

梶原　　洋 （大阪府立大・大阪）

加藤　共生 （工学院大・東京）

加藤　由樹 （東北大・宮城）

金子　直矢 （千葉大・千葉）

金子　悠哉 （九州大・福岡）

苅谷　啓杜 （東工大・東京）

川上　颯大 （中央大・東京）

河口　礼佳 （千葉大・千葉）

川﨑　芳美 （筑波大・茨城）

川本　優一 （大阪大・大阪）

北村　悠莉 （大阪府立大・大阪）

木村日向子 （高知工科大・高知）

NGUYEN TRI TUE 

（広島）

楠　祐一郎 （東工大・東京）

栗林　雄太 （芝浦工業大・東京）

黒沢陽一朗 （八戸工業高等専門学校・青森）

小池　風輝 （法政大・東京）

孔　　艶慧 （早稲田大・東京）

小大塚宇汰 （東北大・宮城）

小坂　鷹生 （早稲田大・東京）

小嶋　泰輔 （東工大・東京）

小西絵里子 （九州大・福岡）

小林香央里 （東工大・神奈川）

小原遼太郎 （名工大・愛知）

小宮　優衣 （法政大・東京）

ZAHRA AGHIETYAS CHOIRUN AZ 

（Hirosaki University・青森）

蔡　　景丞 （東京大・東京）

齊藤　彰吾 （東工大・東京）

坂内　良介 （早稲田大・東京）

坂巻　隼人 （日本大・千葉）

坂本　涼太 （室蘭工業大・北海道）

相良　貫太 （北九州市立大・福岡）

佐藤　夏帆 （千葉大・千葉）

塩見　光平 （奈良工業高等専門学校・奈良）

重住　亮太 （北九州市立大・福岡）

柴　　大虎 （東京大・東京）

柴原　　陸 （三重大・三重）

嶋　　啓佑 （大阪大・兵庫）

清水　啓吾 （神戸大・兵庫）

清水　友斗 （北海道大・北海道）

徐　　聖子 （東京大・東京）

庄　倫太朗 （名古屋大・愛知）

鈴木　　歩 （日本大・千葉）

鈴木　瑚澄 （九州大・福岡）

張　　祺鳴 （東京大・東京）

清　　智弘 （東京大・東京）

清野　昭宏 （宇都宮大・栃木）

関口　航平 （山形大・山形）

薛　　継峰 （早稲田大・東京）

SUN XIANG （筑波大・茨城）

戴　　以周 （東京大・東京）

髙艸準之介 （北九州市立大・福岡）

高島　大輔 （京都大・京都）

高野　　力 （筑波大・茨城）

高橋　瞭太 （東工大・東京）
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瀧澤　　豪 （京都工芸繊維大・京都）

多田　一紀 （大阪大・大阪）

田原　基明 （京都工芸繊維大・京都）

陳　　可心 （東工大・東京）

千原　直人 （早稲田大・東京）

陳　　　萌 （Hirosaki University・青森）

陳　　彦旻 （東工大・神奈川）

月田　彪斗 （神戸大・兵庫）

椿　　香月 （中央大・東京）

椿　　凜果 （東工大・神奈川）

寺川　雄理 （慶應義塾大・神奈川）

TU SHAN （横浜国立大・神奈川）

德永　成美 （筑波大・茨城）

中里　　舞 （日本大・神奈川）

永澤　花夏 （芝浦工業大・東京）

中島　拓都 （北見工業大・北海道）

中島　昌義 （広島大・広島）

中嶋　優汰 （東北大・宮城）

中根　健太 （東京大・千葉）

中前　快斗 （早稲田大・東京）

薙野　眞斗 （東京大・東京）

西牟田響子 （豊橋技術科学大・愛知）

野村　祐貴 （東京大・東京）

長谷川健太 （東北大・宮城）

長谷部友権 （千葉大・千葉）

浜沢　朋希 （早稲田大・東京）

濵田　梨渚 （東京大・東京）

濵中　誠司 （山口大・山口）

林　　裕生 （三重大・三重）

坂　　将成 （名古屋大・愛知）

馬場　時生 （岐阜大・岐阜）

Farasi Fathia Lovita 

（佐賀大・佐賀）

深谷　俊進 （名古屋大・愛知）

福井　智大 （佐賀大・佐賀）

福嶋　一期 （東北大・宮城）

藤木　優衣 （佐賀大・佐賀）

藤田　多良 （東京農工大・東京）

何　　　楊 （弘前大・青森）

堀江　　彩 （九州大・福岡）

前田　浩嗣 （信州大・長野）

前田　悠希 （東京大・東京）

増山　将太 （千葉大・千葉）

増本　天翔 （千葉大・千葉）

松岡　大暉 （佐賀大・佐賀）

松永　　悠 （山形大・山形）

三浦　結衣 （広島大・広島）

水谷　亮貴 （岐阜大・岐阜）

水谷　優里 （埼玉）

南川　和大 （大阪大・大阪）

宮越すみれ （早稲田大・東京）

籾山　貫太 （千葉大・千葉）

安元　慈瑛 （東工大・東京）

柳森　郁穂 （大阪府立大・大阪）

山尾　和也 （大阪府立大・大阪）

山口　恭平 （九州大・福岡）

山﨑　雅大 （大阪大・大阪）

横井　一輝 （名工大・愛知）

吉川　　樹 （京都大・京都）

吉田兼太郎 （神戸大・兵庫）

Li Ruicheng （Tokyo Institute of Technology・
海外）

郎　　江華 （広島大・広島）

海外学生会員（12名）

LEE JUGNHU（山口大・山口）

イクラム ラナ（Hiroshima University・海外）

许　　　鹏 （Northeastern University・海外）

沈　　　钦 （Kobe University・兵庫）

セプティアニ エカ ルトフィ 

（Hiroshima University・広島）

宋　　强强 （神戸大・兵庫）

趙　　井崗 （Hirosaki University・青森）

張　　朋飛 （神戸大・兵庫）

ティヤガラジャン ニベタ 

（Tokyo Institute of Technology, 

School of Environment and 

Society・東京）

PRATIWI TIARA NUR 

（Tokyo University of Agriculture 

and Technology・東京）

李　　　婧 （Kobe University・兵庫）

Le Phong Hoai（広島大・愛媛）
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