
卒年 学科 氏名 卒年 学科 氏名 卒年 学科 氏名 卒年 学科 氏名
H18 機械 望月　清人 H19 デザ 西山　侑宏 H22 機サ 大野　浩一 H25 機ｻ 中山　雅之
H18 情報 内田　裕之 H19 デザ 本間　　亮 H22 機サ 小林　拓樹 H25 ﾃﾞｻﾞ 小口　哲史
H18 PM 片山　僚幸 H19 デザ 吉原  知世 H22 機サ 齊藤　幸司 H25 ﾃﾞｻﾞ 小畑　一真
H18 精密 奥村　真代 H20 経営 青嶋　聡司 H22 機サ 齊藤　亮太 H25 ﾃﾞｻﾞ 野中　雄紀
H18 機械 守屋　太喜 H20 経営 小池　和行 H22 機サ 外川　雅嗣 H25 情報 片田　 傑
H18 機械 小俣　拓也 H20 建築 篠原　常郎 H22 機サ 中澤　雄 H25 情報 川久保　貢
H18 電気 松本　具久 H20 建築 洪　　昇漢 H22 機サ 早川　雄太 H25 情報 松岡　 薫
H18 精密 菊島　章太郎 H20 情報 篠原竜一郎 H22 電情 梶原　裕次 H25 NS 岩澤　昂拓
H18 土木 大森　保幸 H20 機サ 笠井　宏樹 H22 電情 高野　弘法 H25 PM 深谷　憲太
H18 電気 有泉　雄太 H20 機サ 斉藤　洋平 H22 電情 望月　和也 H25 機ｻ 上野　拓也
H18 建築 齊藤　祐介 H20 機サ 高橋　智也 H22 生環 野呂瀬　直 H25 機ｻ 小林　一貴
H18 精密 森本　勇人 H20 電情 佐野　敬太 H22 生環 本杉　郁雲 H25 機ｻ 三井　雄介
H18 PM 田中　祐弥 H20 電情 志村　幸一 H22 建都 柏木　茂 H25 機ｻ 村松　崇行
H18 電子 吉田　雅宏 H20 電情 中澤　徹 H22 建都 塩野　芳紀 H25 電情 坂上　翔太
H18 建築 村田　純一 H20 生環 小林　大庫 H22 建都 萩原　悠太 H25 電情 佐藤　貴政
H18 工化 伊東　信治 H20 生環 山本　琢也 H22 デザ 小口　哲史 H25 生環 鈴木　昌和
H18 工化 花形　　努 H20 建都 岡　　夏美 H22 デザ 竹木　佳奈子 H25 建都 清水　裕介
H18 工デ 赤澤　卓哉 H20 建都 長田　博文 H22 デザ 野中　雄紀 H25 ﾃﾞｻﾞ 海野　能玄
H18 工デ 野沢　　崇 H20 建都 降矢　栄光 H22 未ロ 原田　雄二 H25 ﾃﾞｻﾞ 長田　直人
H18 工デ 眞田　　光 H20 建都 古屋　翔太 H23 研電 和田　万正 H25 未ﾛ 河田　伸也
H18 土木 前田　剛志 H20 建都 山口　裕樹 H23 研デ 青木　孝太朗 H25 未ﾛ 鈴木　雄二
H18 工デ 赤池　陽介 H20 建都 横森　章也 H23 経情 渡邉　裕貴 H25 未ﾛ 矢崎　 慶
H18 NS 渡辺　宏昭 H20 デザ 一瀬　直樹 H23 機サ 荻原　克和 H26 生環 山崎　大平
H18 建築 荻原　研三 H20 デザ 萩原　　亮 H23 機サ 中山　雅之 H26 経情 河原　一希
H18 建築 井上　貴仁 H21 研電 白須　　光 H23 電情 河西　亮佑 H26 情報 保坂　拓哉
H18 土木 乗本　常基 H21 研生 木下　幸一 H23 電情 長澤　優輝 H26 機ｻ 岩波　政博
H18 情報 小澤　　悟 H21 研生 佐藤　純司 H23 電情 三浦　隆嗣 H26 生環 根本　大輔
H18 経営 櫻本　　順 H21 研デ 佐藤　博紀 H23 電情 望月　嵩之 H26 生環 広瀬　貴紀
H18 NS 市村　智哉 H21 NS 木内　徹也 H23 電情 望月　陽友 H26 建都 窪田　 央
H18 NS 荻野　直人 H21 PM 片山　拓也 H23 電情 横田　雅明 H26 未ﾛ 村田　明紀
H18 土木 上原　拓郎 H21 機サ 小澤　希 H23 生環 渡邊　貴司 H26 未ﾛ 山本　悠人
H18 工デ 宮沢　直人 H21 機サ 中島　修平 H23 生環 鈴木　結加里 H27 経情 崎元　和也
H19 金属 塚越　一康 H21 電情 藤巻　裕弥 H23 建都 村越　大輔 H27 機ｻ 井上　佳英
H19 経営 沼中　　優 H21 電情 保坂　拓哉 H23 デザ 小畑　一真 H27 機ｻ 小林　康洋
H19 精密 降矢　勝彦 H21 電情 三井　雄太 H23 デザ 保坂　真悟 H27 機ｻ 三枝　翼
H19 情報 佐野　智徳 H21 電情 和田　万正 H24 研電 梶原　裕次 H27 機ｻ 仲尾　昌浩
H19 情報 高保　雄基 H21 生環 鈴木　ちひろ H24 研建 柏木　茂 H27 機ｻ 中澤　毅
H19 情報 羽田　　航 H21 生環 古屋　賢人 H24 経情 望月　学 H27 電電 小松　義隆
H19 NS 佐藤　光一 H21 建都 池谷　俊輔 H24 NS 渡邊　宰 H27 電電 坂本　旭
H19 PM 一瀬　裕也 H21 建都 細川　薫 H24 PM 秋山　由樹 H27 電電 土屋　友貴
H19 PM 三井　佳竜 H21 建都 望月　拓也 H24 機サ 安部　孝明 H27 電電 宮野　智洋
H19 機サ 岩窪　智和 H21 デザ 青木　孝太朗 H24 機サ 大久保　剣 H27 電電 坂上　翔太
H19 機サ 三科　拓哉 H21 デザ 有泉　祐希 H24 機サ 佐藤　弘樹 H27 生環 中込　柚季
H19 電情 遠藤　裕志 H21 デザ 泉田　俊哉 H24 生環 乙黒　一姫 H27 生環 安富　大晃
H19 電情 野本　房靖 H22 経情 中川　祐太 H24 生環 山崎　大平 H27 建都 芦澤　佑亮
H19 生環 伊藤　知佳 H22 経情 藤崎　翼 H24 建都 長田　達矢 H27 建都 武井　俊宏
H19 建都 内藤　寛貴 H22 情報 鈴木　祐介 H24 建都 三枝　秀史 H27 建都 辻　明那
H19 建都 藤巻　聡史 H22 NS 板屋　達典 H24 建都 萩原　理紀 H27 建都 花田　光司
H19 建都 保坂　健二 H22 機サ 雨宮　祥吾 H24 ﾃﾞｻﾞ 平井　優輝 H27 未ﾛ 上原　正志
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