
実体情報学博士プログラム	 奨励金受給者一覧 

 
◆2013年度 

2014年 2月～ 佐々木	 一磨 曹	 暘 
 
◆2014年度 

2014年 4月～ 岡村	 尚美 加藤	 陽 
 加藤	 卓哉 金井	 太郎 
 古志	 知也 佐々木	 崇史 
 津村	 遼介 佐々木	 一磨 
 安達	 眞聡 曹	 暘 
 孫	 鶴鳴  
2014年 5月～ 菅宮	 友莉奈 高橋	 城志 
2014年 7月～ 鈴木	 遼  
2014年 9月～ 南	 重松	 行紀  
2014年 10月～ 王	 世豪 孔	 維晟 
 周	 剣斌 張	 樹平 

 
◆2015年度 

2015年 4月～ 斎藤	 奨 佐藤	 隆哉 
 高橋	 卓人 中條	 亨一 
 野澤	 直樹 藤井	 祥万 
 船橋	 賢 三宅	 太文 
 岡村	 尚美 加藤	 陽 
 加藤	 卓哉 金井	 太郎 
 古志	 知也 佐々木	 崇史 
 鈴木	 遼 津村	 遼介 
 郭	 栗 佐々木	 一磨 
 王	 世豪 孔	 維晟 
 周	 剣斌 張	 樹平 
 南	 重松	 行紀 安達	 眞聡 
 曹	 暘 孫	 鶴鳴 
2015年 10月～ Tito Pradhono TOMO  

 
 



◆2016年度 
2016年 4月～ 菊池	 康太郎 具島	 航太 

中塚	 貴之 福原	 吉博 
斎藤	 奨 佐藤	 隆哉 
高橋	 卓人 中條	 亨一 
野澤	 直樹 藤井	 祥万 
船橋	 賢 三宅	 太文 
岡村	 尚美 加藤	 陽 
佐々木	 崇史 鈴木	 遼 
津村	 遼介 山田	 竜郎 
郭	 栗 佐々木	 一磨 
Tito Pradhono TOMO 王	 世豪 
周	 剣斌 張	 樹平 
南	 重松	 行紀 孔	 維晟 
曹	 暘 孫	 鶴鳴 

2016年 10月～ 陳	 庭松  
 
◆2017年度 

2017年 4月～ 出井	 勇人	 加瀬	 敬唯	

三宅	 章太	 菊池	 康太郎 
具島	 航太 中塚	 貴之 
福原	 吉博 岩﨑	 悠希子	

斎藤	 奨 佐藤	 隆哉 
中條	 亨一 野澤	 直樹 
陳	 庭松 程	 正雪	

藤井	 祥万 三宅	 太文 
岡村	 尚美 佐々木	 崇史 
鈴木	 遼 津村	 遼介 
佐々木	 一磨  

2017年 4月～9月 尾原	 睦月	 高橋	 卓人	

孔	維晟	 周	剣斌	

張	樹平	  
2017年4月～2018年2月 狩野	 佑記	  
2017年 10月～ 張	 裴之	  

  



◆2018年度 
2018年 4月～ 斎藤	 菜美子	 張	 裴之	

出井	 勇人	 加瀬	 敬唯	

澤	 弘樹	 三宅	 章太 
岩﨑	 悠希子 菊池	 康太郎（※） 
具島	 航太 中塚	 貴之 
福原	 吉博 高橋	 卓人 
斎藤	 奨 佐藤	 隆哉 
程	 正雪 中條	 亨一 
野澤	 直樹 三宅	 太文 
岡村	 尚美 鈴木	 遼 

2018年 10月～ ファリド	 アハメド	  

	 ※2018年 6月・2019年 3月分減額および 2018年 7・8月分の支給停止（企業インターンシッ
プ参加のため） 
 


