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卒業年度 学科 氏名

1 S45 機械 川上 剛 1 高橋 信夫 学長

2 S45 機械 伴井 民也 2 鈴木 勉 バイオ環境化学科

3 S45 機械 平野 邦彦 3 羽ニ生 博之 機械工学科

4 S45 機械 横山 廣 4 石谷 博美 機械工学科

5 S45 工化 石垣 文寿 5 有田 敏彦 社会連携推進センター

6 S45 電気 岸井 禧幸 6 内島 典子 産学官連携コーディネータ

7 S45 電気 鈴木 保男 7 二村 肇 総務課（文部科学省出向中）

8 S45 工化 樫原 繁光 8 常本 秀幸 元学長

9 S46 土木 平野 敏則

10 S46 土木 北澤 賢次

11 S46 土木 河端 孝四郎

12 S47 土木 猪口 嚴

13 S48 機械 岩崎 耕一

14 S48 土木 駒谷 恒雄

15 S48 土木 高橋 秀雄

16 S49 機械 菊入 正芳

17 S49 電気 川崎 晶司

18 S50 電気 喜島 勝義

19 S52 機械 岸田 仁

20 S52 機械 坂上 吉信

21 S53 機械 谷 浩二

22 S53 機械 井尾 秀樹

23 S53 機械 小池 浩一

24 S53 開発 富田 剛夫

25 S54 機械 小西 正

26 S55 電気 讃岐 雅

27 S55 機械 桜井 裕

28 S56 機械 石橋 政直

29 S56 工化 安井 俊一

30 S57 機械 石田 雅彦

31 S57 環境 小原 正己

32 S57 電子 山本 勝之

33 S57 環境 西浦 大補

34 S58 環境 梶沼 仁志

35 S58 電子 佐藤 要

36 S58 応機 佐藤 公一

37 S58 電気 山本 英文

38 S60 環境 生田 恵哉

39 S60 環境 依田 暁

40 S60 環境 山田 巧

41 S60 環境 高山 透

42 S60 応機 長良 信一

43 H01 応機 中谷 賢一

44 H01 電気 福屋 善文

45 H02 応機 森 雅昭

46 H03 応機 浦 康則

47 H03 機械 小林 弘晃

48 H03 電気・電子 保坂 一志

49 H04 環境 高畠 厚博

50 H05 応機 工藤 仁史

51 H05 応機 若松 俊告

52 H05 応機 宮本 康司

53 H06 機械 中村 哲也

54 H06 機械 亀井 聡

55 H08 環境 鎌田 英洋

56 H08 環境 小平 基

57 H17 情報ｼｽﾃﾑ 石田 広宣

58 H18 機能材料 猪上 佳子

59 H19 土木 沖田 健策

60 H19 情報 林 久司

61 H19 機械ｼｽﾃﾑ 野村 高弘

62 H20 機械ｼｽﾃﾑ 秋田谷 隆博

63 H21 機能材料 谷生 美典

64 H21 機能材料 日野 みどり

65 H22 機械ｼｽﾃﾑ 塚越 俊光

66 H23 機械ｼｽﾃﾑ 阿部 晴忠

67 H23 機械ｼｽﾃﾑ 米山 一豊

68 H24 機械ｼｽﾃﾑ 長岡 将吾

69 H24 機械ｼｽﾃﾑ 村瀬 元起

70 H25 機械ｼｽﾃﾑ 池田 勇太

71 H25 化学ｼｽﾃﾑ 高村 裕哉

72 H25 機械ｼｽﾃﾑ 大井 健太郎

73 土木 岡田 包儀


