
２０２３年度 

  指導教員    田中 浩      

   

  博士３年    長屋 圭 

 

  修士１年    加藤 大登   河原 宏紀 

 

  ４年生  １２名 

    安 光星        ⾼祖 太陽  

    ⼩倉 望来         澁⾕ 拓⼰  

    尾関 陽⾶         ⽥原 聖⼰ 

    加藤 拓⼈         清⽔ 拓海   

    川端 啓悟         辻 ⼤翔 

    ⽊村 謙吾         米良 ジン 

 

     

   

     

   

 

 

 



２０２２年度 

  指導教員    田中 浩      

   

  博士２年    長屋 圭 

 

  ４年生  ９名 

 

    大石 悠斗      中込 龍暉 

    河原 宏紀      中村 颯太 

    草場 晴貴      丹羽 晴紀 

    小松 大騎      森川 未有羽 

    迫 大聖 

 

 

 

 

 

 

  ３年生 １２名 

    安 光星        ⾼祖 太陽  

    ⼩倉 望来         澁⾕ 拓⼰  

    尾関 陽⾶         ⽥原 聖⼰ 

    加藤 拓⼈         清⽔ 拓海   

    川端 啓悟         辻 ⼤翔 

    ⽊村 謙吾         中村 翼沙 



 

２０２１年度 

  指導教員    田中 浩      

  博士１年 

    長屋 圭 

  修士２年 3名 

    加藤 祐平      松井 涼     百瀬 友哉     

  ４年生 1２名 

  遠藤 諒       草崎 晴太郎 

  大形 祥太      長澤 拓海   

  大梅 千穂      西川 始寿 

  尾崎 開晟      橋本 健太郎 

  狩野 大志      花岡 雄大  

  木村 拓真      深谷 勇亮 

 

 

 

 

 

 

 

  3年生 9名 

  大石 悠斗      中込 龍暉 

  河原 宏紀      中村 颯太 

  草場 晴貴      丹羽 晴紀 

  小松 大騎      森川 未有羽 

  迫 大聖 



２０２０年度 

  教員    田中 浩      

  研究生 １名 

  長屋 圭 

  修士1年 3名 

  加藤 祐平      松井 涼     百瀬 友哉    

  ４年生 1３名 

  井深 吉崇      神野 雄紀 

  岩下 智寛      高嶋 俊匡 

  田中 龍太      岡島 一生       

  長谷川 生      川原 佑斗 

  原 直輝       小坪 巧        

  後藤 滉士郎     深谷 翔太 

  堀田 涼雅 

 

 

 

 

 

 3年生 11名 

  遠藤 諒       草崎 晴太郎 

  大形 祥太      長澤 拓海   

  大梅 千穂      西川 始寿 

  尾崎 開晟      橋本 健太郎 

  狩野 大志      深谷 勇亮  

  木村 拓真 



２０１９年度 

 

  教員        田中 浩     

    

  卒研生（４年生） １１名 

    加藤 祐平      松井 涼 

    草野 快渡      山梨 倖幹 

    佐々木 信也     小澤 尚也 

    鷹見 秀       菅野 悠哉 

    千賀 慶       竹本 雅哉   

    百瀬 友哉 

     

 

 

 

 

  

  3年生 12名 

  井深 吉崇      神野 雄紀 

  岩下 智寛      田中 龍太 

  岡島 一生      長谷川 生 

  川原 佑斗      原 直輝 

  小坪 巧       堀田 涼雅 

  後藤 滉士郎     深谷 翔太 

  

 



２０１８年度 

  教員        田中 浩    

  卒研生（４年生） １３名 

    後藤 俊太 

    永井 渉 

    野畑 俊介 

    野村 香帆 

    八田 大宜 

    二村 晃平 

    安田 凌也 

    柳浦 兼人 

    粂 侑希 

    神藤 暉 

    平田 貴寛 

    松本 七大 

    山田 英生 

 

  3年生 

    加藤 祐平      松井 涼 

    草野 快渡      山梨 倖幹 

    佐々木 信也     小澤 尚也 

    鷹見 秀       千賀 慶 

    竹本 雅哉      百瀬 友哉 



２０１７年度 

  教員        田中 浩     

 

  卒研生（４年生） 

        鈴田 大貴 

        武田 和也 

        松原 基樹 

 

  ３年生 

        後藤 俊太 

        永井 渉 

        野畑 俊介 

        野村 香帆 

        八田 大宜 

        二村 晃平 

        安田 凌也 

        柳浦 兼人 

        粂 侑希 

        神藤 暉 

        平田 貴寛 

        松本 七大 

 

 


