
SAKURA CENTER（9 号館）

保証人の皆様は別紙ご案内をご参照ください

学位授与式 式場学位授与式 式場

学　　科 学位記等交付場所 学　　科 学位記等交付場所

機械工学科 31A教室 環境創生学科 12L教室

機械システム工学科 12H教室 環境経営システム学科

環境マネジメント学科

医用工学科 12A教室 学　　科 学位記等交付場所

エネルギー化学科 12C教室 社会メディア学科 13N教室

原子力安全工学科 12F教室 情報システム学科 13L教室

建築学科 製図室

都市工学科 32A教室 専　　攻 学位記等交付場所

機械工学領域　1BE教室

学　　科 学位記等交付場所 機械システム工学領域　1BG教室

情報科学科 13J教室 電気電子工学領域　61A教室

医用工学領域　12A教室

応用化学領域　12C教室

自然科学科 12E教室 共同原子力専攻 共同原子力領域　12F教室

情報通信工学科 13A教室 自然科学専攻 自然科学領域　12E教室

建築学領域　製図室

学　　科 学位記等交付場所

都市生活学科 61C教室

情報工学領域　11C教室

学　　科 学位記等交付場所 システム情報工学領域　11C教室

児童学科 11E教室

専　　攻 学位記等交付場所

環境情報学専攻 21A教室

都市生活学専攻 21A教室

都市生活学部

人間科学部

12N教室

情報専攻

環境情報学研究科

建築・都市専攻
都市工学領域　32A教室

メディア情報学部

環境学部

総合理工学研究科

機械専攻

電気・化学専攻

工学部

61A教室
電気電子通信工学科
電気電子工学科

知識工学部

知能情報工学科
経営システム工学科

11A教室

学位授与式終了後、各学科・専攻別指定教室に移動して下さい。

学科・専攻等ごとに個別に学位記等を交付します。

卒業生・修了生 学位記等交付教室



SAKURA CENTER（9 号館）
SAKURA CENTER（9 号館 2 階）

大学院生は 3階席をご利用ください
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7 号館
TCU ホール
パブリックビューイング会場

2 号館
21C 教室・ 22C 教室
パブリックビューイング会場

保証人の皆様は、7 号館 TCU ホール、2 号館 1 階 21C 教室、2 号館 2 階 22C 教室の

パブリックビューイング会場または、学科・専攻等ごとの教室にて学位授与式（10：30 ～）の

ライブ配信をご覧ください。

式典会場（9 号館）へのご入場はお控えくださいますようご協力をお願いいたします。

会場ご案内（保証人） 

学　　科 教室 学　　科 教室 専　　攻 領域 教室

機械工学科 3号館 1階 31B教室 環境創生学科 1号館 2階 12M教室 機械工学領域 3号館 1階 31B教室

機械システム工学科 1号館 2階 12J教室 機械システム工学領域 1号館 2階 12J教室

電気電子工学領域 10号館 2階 PBL教室

医用工学領域 1号館 2階 12B教室

医用工学科 1号館 2階 12B教室 学　　科 教室 応用化学領域 1号館 2階 12D教室

エネルギー化学科 1号館 2階 12D教室 社会メディア学科 1号館 3階 13P教室 共同原子力専攻 共同原子力領域 1号館 2階 12G教室

原子力安全工学科 1号館 2階 12G教室 情報システム学科 1号館 3階 13M教室 自然科学専攻 自然科学領域 1号館 2階 12K教室

建築学科 5号館 1階 小講堂 建築学領域 5号館 1階 小講堂

都市工学科 1号館 3階 13Q教室 学　　科 教室 都市工学領域 1号館 3階 13Q教室

都市生活学科 6号館 1階 61B教室 情報工学領域 1号館 3階 13K教室

学　　科 教室 システム情報工学領域 1号館 1階 11B教室

情報科学科 1号館 3階 13K教室 学　　科 教室

児童学科 1号館 1階 11F教室 教室

1号館 2階 12M教室

自然科学科 1号館 2階 12K教室 6号館 1階 61B教室

情報通信工学科 1号館 3階 13B教室

都市生活学専攻

総合理工学研究科・工学研究科工学部

機械専攻

電気・化学専攻

電気電子通信工学科
電気電子工学科

10号館 2階 PBL教室

環境学部

環境経営システム学科
環境マネジメント学科

1号館 2階 12P教室

メディア情報学部

知能情報工学科
経営システム工学科

1号館 1階 11B教室

人間科学部

建築・都市専攻

知識工学部

情報専攻

環境情報学研究科

都市生活学部

専　　攻

環境情報学専攻



賞名 所属 学籍番号 氏名

機械専攻博士後期課程修了 1991002 伊藤　敦広

機械専攻 2091001 宮路　仁崇

電気・化学専攻 2091201 任　振威

電気・化学専攻 2091202 根本　雄介

電気・化学専攻 2191201 袁　振東

電気・化学専攻 2191203 島峰　徹也

電気・化学専攻 2191206 我妻　勇哉

共同原子力専攻 1891504 西川　秀紹

建築学専攻 1491601 水野　祐輔

都市工学専攻 1791701 鈴木　修一

建築・都市専攻 1891612 渡邉　正俊

建築・都市専攻 1991605 柴田　達哉

建築・都市専攻 1991610 一ノ瀬　広樹

情報専攻 2091401 神山　美奈子

情報専攻 2091402 渡邊　恭佑

環境情報学専攻 1993104 山田　昇吾

環境情報学専攻 2093103 スレスタ　ミサン

環境情報学専攻 2093104 疋田　智

環境情報学専攻 2093105 三井　俊明

機械専攻博士前期課程修了（専攻代表）・学術研究賞 2181031 鈴本　光

機械専攻 2181034 田中　駿也

電気・化学専攻 2181214 大形　瑠

電気・化学専攻 2181235 杉浦　由和

電気・化学専攻 2181282 吉岡　大知

共同原子力専攻 2181803 大原　光晴

自然科学専攻 2181904 菅原　奏来

建築・都市専攻 2181619 富澤　幸久

建築・都市専攻 2181603 井川　直樹

情報専攻 2181476 早川　哲史

情報専攻 2181440 齋藤　吏

環境情報学専攻 2183119 千田　真緒

都市生活学専攻 2183505 田中　晴美

建築・都市専攻後援会長賞 2181602 浅田　理玖

環境情報学専攻校友会賞 2183117 髙野　祐希

賞名 所属 学籍番号 氏名

機械工学科総代・学術優秀賞 1911038 小門　達弥

機械システム工学科 1912079 成田　遼太

電気電子通信工学科 1913042 上沢　哲也

医用工学科 1914057 笠　ひかり

エネルギー化学科 1915027 荻谷　泰斗

原子力安全工学科 1916032 永井　空琉

建築学科 1917088 濱田　夏帆

都市工学科 1918082 水谷　昂太郎

情報科学科 1921036 小出　龍汰

知能情報工学科 1923055 髙橋　知里

自然科学科 1924039 原田　栞里

環境創生学科 1961014 大塚　千聡

環境経営システム学科 1962042 西谷　直輝

社会メディア学科 1971032 狩野　柳月

情報システム学科 1972007 荒川　永人

都市生活学科 1941132 堀下　優衣

児童学科 1951099 山形　美鼓音

機械工学科理事長賞 1911017 大平　絵蓮

機械システム工学科 1912003 足羽　智貴

電気電子通信工学科 1913082 高山　大輝

医用工学科 1914059 渡辺　海翔

エネルギー化学科 1915025 大野　明日香

原子力安全工学科 1916034 橋本　ゆうき

建築学科 1917054 澤村　多恵

都市工学科 1918071 藤井　愛加

情報科学科 1921005 天羽　未来

知能情報工学科 1923022 尾島　茂樹

自然科学科 1924023 芹澤　陽奈子

環境創生学科 1961048 鈴木　陽香

環境経営システム学科 1962013 小河原　光寿

社会メディア学科 1971014 伊藤　杏称

情報システム学科 1972008 荒川　由人

都市生活学科 1941066 是谷　充輝

児童学科 1951044 熊谷　真優

機械工学科山田奨学基金賞 1911062 互　詩織

機械システム工学科 1912013 入澤　俊輔

電気電子通信工学科 1913058 齋藤　漱吾

医用工学科 1914006 石田　優香

エネルギー化学科 1915063 松本　悠作

原子力安全工学科 1916022 篠原　知篤

建築学科 1917033 亀川　倫太郎

都市工学科 1918026 金子　陽郁

情報科学科 1921032 グエン　バオゴック

知能情報工学科 1923020 岡本　紗季

自然科学科 1924037 則安　頼也

環境創生学科 1961066 福冨　花

環境経営システム学科 1962045 芳賀　柊真

社会メディア学科 1971062 髙比良　星砂美

情報システム学科 1972063 竹屋　桃花

都市生活学科 1941032 小山田　祥

児童学科 1951096 宮内　華子

機械工学科校友会賞 1911028 川村　玲

機械システム工学科 1912106 百瀬　雄真

電気電子通信工学科 1913007 石川　航大

医用工学科 1914049 藤原　心誉

エネルギー化学科 1915001 相田　直人

原子力安全工学科 1916016 神田　侑誠

建築学科 1917057 嶋田　恵花

都市工学科 1918013 大内　実嶺

情報科学科 1921002 浅田　大貴

知能情報工学科 1923060 中沢　大介

自然科学科 1924042 福嶋　知隼

環境創生学科 1961014 大塚　千聡

社会メディア学科 1971062 髙比良　星砂美

情報システム学科 1972055 陣内　紀風

都市生活学科 1941055 窪田　佳奈

児童学科 1951095 水澄　紅葉

機械システム工学科後援会長賞 1912004 足立　愛実

機械システム工学科 1912037 小松　祥己

電気電子通信工学科 1913055 琴浦　将貴

電気電子通信工学科後援会長賞 1913077 関戸　太祐

電気電子通信工学科 1913092 田辺　航太郎

電気電子通信工学科 1913128 目黒　佑太郎

電気電子通信工学科 1913151 松尾　愛里紗

医用工学科 1914022 幸野　拓真

医用工学科 1914023 小島　和也

エネルギー化学科 1915047 田邉　理乃

原子力安全工学科 1916034 橋本　ゆうき

建築学科 1917017 上野　太幹

建築学科 1917078 中島　弘樹

都市工学科 1918037 齋藤　仙太

情報科学科 1921071 中澤　健大

知能情報工学科 1923009 井波　辰朗

知能情報工学科 1923013 大友　康生

知能情報工学科 1923016 大原　拓真

知能情報工学科 1923061 中田　吹雪

自然科学科 1924011 金澤　響

自然科学科 1924039 原田　栞里

環境創生学科 1961041 澤口　竣太

環境創生学科 1961067 藤田　開

環境経営システム学科 1962027 齋藤　凪沙

環境経営システム学科 1962034 田伏　綾菜

環境経営システム学科 1962066 茂木　祐太

社会メディア学科 1971059 髙橋　大地

情報システム学科 1972006 新井　惠也

情報システム学科 1972055 陣内　紀風

都市生活学科 1941053 吉川　遼

都市生活学科 1941060 小杉　実鈴

都市生活学科 1941164 吉田　智揮

児童学科 1951012 伊藤　朱佳

児童学科 1951108 渡邊　嵩丸

賞名 所属 学籍番号 氏名

各賞受賞者一覧
学部

大学院
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