
 ２０１６年度現代文化学部卒業研究発表会スケジュール

主査 副査 主査 副査 主査 副査 主査 副査 主査 副査 主査 副査

1 1015-1030 今野蓮 吉野貴 大森 相山慶太郎 狐塚 鈴木 阿部真里 飯田 久我

2 1030-1045 飯塚了也 吉野貴 大森 青木勇歩 狐塚 鈴木 小野寺崇志 飯田 久我 大友燎 大貫 村上 髙橋美咲 平井 天野 小川里佳 小林奈 福永

3 1045-1100 戸田裕仁 吉野貴 大森 齊藤宏貴 狐塚 鈴木 志賀俊 飯田 久我 加藤沙季 大貫 村上 石川千尋 平井 天野 可児史奈 小林奈 福永

4 1100-1115 堀田幸宏 吉野貴 大森 笹子真衣 狐塚 鈴木 清水大智 飯田 久我 桜井僚 大貫 村上 伊藤司 平井 天野 熊谷亮樹 小林奈 福永

5 1115-1130 武澤直也 吉野貴 大森 佐藤彩夏 狐塚 鈴木 杉本達哉 飯田 久我 佐々木耕平 大貫 村上 工藤安泰 平井 天野 土谷恵莉加 小林奈 福永

6 1130-1145 石田将大 吉野貴 大森 鮫島祐太郎 狐塚 鈴木 雨宮雅治 久我 飯田 長岡真友子 大貫 村上 清水優希 平井 天野 松村太翔 福永 小林奈

7 1145-1200 橋爪颯 吉野貴 大森 宮野遥二朗 狐塚 鈴木 伊藤遼 久我 飯田 平澤翼 大貫 村上 菅谷ひとみ 平井 天野 小澤孝光 福永 小林奈

8 1200-1215 吉原湧規 吉野貴 大森 和気恭平 狐塚 鈴木 岩田佑介 久我 飯田 前田栞里 大貫 村上 髙橋慶多 平井 天野 鈴木泰東 福永 小林奈

9 1215-1230 高橋明 福永 小林奈

休憩

10 1330-1345 梅澤光司 吉野貴 鈴木 村田有紀 狐塚 飯田 柏木司 久我 大貫 伊原奈緒 油井 佐竹 松本茉莉花 平井 天野 高山詠吾 福永 岡田

11 1345-1400 小川結吏 大森 鈴木 栗田智恵 狐塚 飯田 杉田優弥 久我 大貫 河村敦人 油井 佐竹 森田聡也 平井 天野 成瀬隆太 福永 岡田

12 1400-1415 小峰星我 大森 吉野貴 五月女結 狐塚 飯田 須藤唯 久我 大貫 西真世 油井 佐竹 野澤美咲 小林奈 村上 盛田大暉 福永 岡田

13 1415-1430 櫻井征也 大森 吉野貴 関雅大 飯田 狐塚 中澤壮汰 久我 大貫 今村洋介 油井 佐竹 渡部竣太 小林奈 村上 LIANGRAN 福永 岡田

14 1430-1445 鈴木将希 大森 吉野貴 久光貴美子 飯田 狐塚 長谷部博紀 久我 鈴木 李羅蘭 油井 佐竹 WANG LIRU 小林奈 村上 LINMEI 福永 平井

15 1445-1500 塚原大喜 大森 吉野貴 三浦佑喜 飯田 狐塚 福地光樹 久我 鈴木 渡邉祥多 大貫 油井 ZHANG WEI 小林奈 村上

16 1500-1515 冨田真紀 大森 吉野貴 武藤一世 飯田 狐塚 渡辺一希 久我 鈴木 小泉善紀 大貫 油井 日向達巳 佐竹 平井

17 1515-1530 山本直也 大森 吉野貴 工藤吏旺 飯田 狐塚 ANZAIHAO 佐竹 平井

18 1530-1545 CUIDAIXIAN 佐竹 平井

主査 副査 主査 副査 主査 副査

1 1015-1030 五十嵐雄 長尾 佐竹 篠聖人 岡田 油井 阿部八紘 吉野瑞 J.Matthews

2 1030-1045 安藤恋 長尾 佐竹 水村基 岡田 油井 有賀都子 吉野瑞 J.Matthews

3 1045-1100 大嶋亮士 長尾 佐竹 DU LIJUN 岡田 油井 鈴木凌太 吉野瑞 J.Matthews

4 1100-1115 並木大貴 長尾 佐竹 青木一真 廣野 油井 桜井優貴 吉野瑞 増田

5 1115-1130 平賀喜裕 長尾 小林将 有賀亮哉 廣野 油井 南雲水仁 吉野瑞 増田

6 1130-1145 本橋愁也 長尾 小林将 磯貝空志 廣野 岡田 松永健太 吉野瑞 増田

7 1145-1200 JIANG JIAHUI 長尾 小林将 木村仁 廣野 岡田 緑川舞 吉野瑞 増田

8 1200-1215 久保田遼 廣野 岡田

9 1215-1230

休憩

10 1330-1345 岩瀬大稀 小林将 長尾 新雄貴 増田 J.Matthews

11 1345-1400 酒井和彦 小林将 長尾 山重雅矢 吉野瑞 廣野 内野陽平 増田 J.Matthews

12 1400-1415 塩谷寛美 小林将 長尾 DANG KHANH AI PHUONG 吉野瑞 廣野 齊藤高哉 増田 J.Matthews

13 1415-1430 田辺啓太 小林将 長尾 武井佑介 廣野 吉野瑞 島田惇平 増田 J.Matthews

14 1430-1445 照井大貴 小林将 長尾 日向輝 廣野 吉野瑞 高橋由来 増田 J.Matthews

15 1445-1500 長澤秀平 小林将 天野 俣野志樹 廣野 岡田 中村龍哉 増田 J.Matthews

16 1500-1515 福嶌丈史 小林将 天野 HANYI 廣野 岡田 平高翔太 増田 J.Matthews

17 1515-1530 LINXINTONG 小林将 天野 LINZELING 廣野 岡田 真壁枝里 増田 J.Matthews

18 1530-1545 CHENYAHUI 増田 J.Matthews

7202 7203 7204

　　日　時：２０１７年　１月　７日（土）
　　　　　　※ 主査がいる教室に１０：００までに集合すること。
　　　　　　※ 発表者のうち欠席の学生がいた場合、発表の順番が繰り上がることがあります。
    　　　　※ １６：１５より第２講義棟１５Fで打ち上げパーティーを行います。
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