
2021年度　SICE優秀学生賞受賞者一覧（50音順）

受賞者氏名（敬称略） 学校名 学部(研究科など)名 学科(コースなど)名
相原　健志 愛知県立大学 情報科学部 情報科学科
青木　大洋 岐阜大学 工学部 機械工学科知能機械コース
赤葉　亮太 摂南大学大学院 理工学研究科 生産開発工学専攻
阿久津　元秀 早稲田大学 基幹理工学部 機械科学・航空宇宙学科
浅井　佑仁 青山学院大学大学院 理工学研究科 理工学専攻電気電子工学コース
浅香　昌弘 東洋大学大学院 生命科学研究科 生命科学専攻
浅野　颯太 工学院大学 工学部 電気電子工学科
浅野　紘央 名古屋工業大学大学院 工学研究科 工学専攻電気・機械工学系プログラム
阿部　伊織 防衛大学校 電気情報学群 電気電子工学科
雨宮　立弥 名城大学 理工学研究科 電気電子工学専攻
新垣　萌 東海大学 工学部 医用生体工学科
淡路　樹 東北大学 医学部 保健学科放射線技術科学専攻
安藤　桃 千葉工業大学大学院 情報科学研究科 情報専攻 (修士課程)
飯野　海星 佐賀大学 理工学部 機械システム工学科
池田　彩 信州大学 工学部 機械システム工学科
池田　宙夢 九州工業大学大学院 工学府博士前期課程工学専攻 知能制御工学コース
石垣　彰太 名古屋工業大学 電気・機械工学科 電気電子分野
石塚　朱音 金沢工業大学大学院 工学研究科 機械工学専攻
板橋　直哉 佐賀大学 理工学部 電気電子工学科
市枝　和典 徳山工業高等専門学校 専攻科 機械制御工学専攻
市倉　ひなの 大阪大学 工学部 応用理工学科
市原　直樹 金沢大学大学院 自然科学研究科 機械科学専攻機能機械コース
井手　駿太 鹿児島大学 工学部 機械工学科
伊藤　弘治 東京電機大学 工学部 機械工学科
稲葉　康平 芝浦工業大学大学院 理工学研究科システム理工学専攻 機械制御部門
井上　祐希 電気通信大学 情報理工学域 Ⅱ類先端ロボティクスプログラム
井本　悠太 大阪大学大学院 工学研究科 機械工学専攻
岩澤　亮介 名城大学 理工学研究科 メカトロニクス工学専攻
上田　拓実 防衛大学校 システム工学群 機械システム工学科
上田　裕也 鳥取大学 工学部 機械物理系学科
上野　衣舞 早稲田大学 創造理工学部 経営システム工学科
上原　和也 豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 機械工学専攻
上山　慶典 大阪大学 工学部 電子情報工学科電気工学コース
碓井　元基 東京電機大学大学院 工学研究科 機械工学専攻
内田　大智 金沢大学大学院 自然科学研究科 電子情報科学専攻
内山　卓巳 徳山工業高等専門学校 機械電気工学科
宇都宮　魁斗 熊本大学 工学部 情報電気工学科
宇都宮　健人 千葉工業大学大学院 工学研究科 電気電子工学専攻
楳木　康弘 大分大学 理工学部 創生工学科電気電子コース
江越　瑠一 岡山県立大学 情報工学部 情報通信工学科
江波戸　雄大 千葉工業大学 情報科学部 情報工学科
王　耀東 法政大学大学院 情報科学研究科 情報科学専攻修士課程 
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大内　優梨 筑波大学 理工学群 工学システム学類 (機能工学システム主専攻)
大榮　海斗　 工学院大学大学院 工学研究科 電気・電子工学専攻　修士課程
大田尾　匠 京都大学 工学部 情報学科 計算機科学コース
大塚　極 金沢大学大学院 自然科学研究科 機械科学専攻環境・人間機械コース
大塚　宙 長崎大学 工学部 工学科情報工学コース
大野　健太 北海道大学大学院 情報科学院 システム情報科学コース
大野　壮哉 東京都立大学 システムデザイン学部 機械システム工学科・生体機械コース
大場　生威 岡山理科大学大学院 工学研究科 機械システム工学専攻
大橋　彩人 会津大学 コンピュータ理工学部 コンピュータ 理工学科
大森　悠斗 東北大学大学院 医学系研究科 保健学専攻
大屋　悟士 群馬工業高等専門学校 機械工学科
大藪　宗一郎 香川高等専門学校 創造工学専攻 電気情報工学コース
大山　慧悟 群馬大学 理工学部 機械知能システム理工学科
大和田　智也 仙台高等専門学校 専攻科 情報電子システム工学専攻
岡田　和樹 金沢工業大学 工学部 ロボティクス学科
緒方　孝起 宮崎大学 工学研究科修士課程 機械・情報系コース　環境ロボティクス分野
岡本　翼 大阪大学 工学部 電子情報工学科情報システム工学コース
岡本　宙 大阪工業大学大学院 ロボティクス＆デザイン工学研究科 メカトロニクスコース
小倉　歩 青山学院大学 理工学部 情報テクノロジー学科
尾崎　雅也 熊本大学大学院 自然科学教育部 機械数理工学専攻
小田　竜太郎 法政大学大学院 理工学研究科 機械工学専攻
越智　友也 福井工業大学大学院 工学研究科 応用理工学専攻(博士前期課程)電気電子情報工学コース
小野　兼 電気通信大学 情報理工学域 Ⅱ類計測・制御システムプログラム
小野　竜也 大分工業高等専門学校 情報工学科
開發　祥眞 愛知工科大学 工学部 情報メディア学科
影　大雅 龍谷大学大学院 理工学研究科 機械システム工学専攻
筧　大輝 近畿大学 工学部 機械工学科
影山　稚紘　 木更津工業高等専門学校 専攻科 制御・情報システム工学専攻
梶田　健ノ介 京都大学大学院 情報学研究科 数理工学専攻
片岡　遥渚 高知工科大学大学院 工学研究科基盤工学専攻 知能機械工学コース
勝谷　有紗 松江工業高等専門学校 機械工学科
勝部　剛大 三重大学大学院 工学研究科 機械工学専攻
加藤　功基 富山県立大学大学院 工学研究科 知能ロボット工学専攻
加藤　望 熊本大学 工学部 機械数理工学科
加藤　明樹 東北学院大学 工学部 機械知能工学科
加藤　里玖 山口大学 工学部 電気電子工学科
角野　佳 工学院大学 工学研究科 機械工学専攻
金岡　沙紀　 早稲田大学 先進理工学研究科 電気・情報生命専攻
狩野　将矢 崇城大学大学院 工学研究科修士課程 機械工学専攻
狩野　大志 愛知工業大学 工学部 機械工学専攻
釜坂　岳人 宮崎大学大学院 工学研究科修士課程工学専攻 情報システム工学分野
亀田　創太 富山県立大学 工学部 電子・情報工学科
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亀割　隆世 香川大学 創造工学部 創造工学科　機械システムコース
川久保　一希 福岡工業大学大学院 工学研究科 知能機械工学専攻
河野　康平 北見工業大学 工学部 地域未来デザイン工学科
川端　健心 長岡技術科学大学 工学部 機械創造工学課程
川原　猛 鹿児島工業高等専門学校 電子制御工学科
川村　涼太郎 防衛大学校 システム工学群 機械工学科
菊川　裕平 防衛大学校 理工学研究科前期課程 航空宇宙工学専攻
岸　浩太郎 鹿児島大学 大学院理工学研究科 工学専攻機械工学プログラム
岸本　航 東京学芸大学大学院 教育学研究科(教職大学院) 教育実践専門職高度化専攻教科領域指導プログラム技術教育サブプログラム
北田　賢 熊本高等専門学校 本科 機械知能システム工学科
北田　義弥 徳島文理大学 理工学部 機械創造工学科
北林　勇人 室蘭工業大学 工学部 機械航空創造系学科 機械システム工学コース
北谷　洸樹 北見工業大学 工学部 地域未来デザイン工学科情報デザイン・コミュニケーション工学コース
木村　叶秦 香川高等専門学校 機械工学科
木村　豪男 京都大学大学院 情報学研究科 システム科学専攻
切川　雄太　 松江工業高等専門学校 専攻科 電子情報システム工学専攻
楠瀬　翔也 高知工科大学大学院 基盤工学専攻 電子・光システム工学コース
朽木　瑛 慶應義塾大学 理工学部 システムデザイン工学科
工藤　聖人 青山学院大学大学院 理工学研究科理工学専攻 知能情報コース
國貞　有吾 芝浦工業大学大学院 理工学研究科 電気電子情報工学専攻
久保　政宗 香川高等専門学校 高松キャンパス 機械電子工学科
窪田　伊織 高知工科大学 工学研究科基盤工学専攻 情報学コース
窪田　司 工学院大学大学院 工学研究科 情報学専攻
久米　淳平　 愛知工科大学 工学部 電子ロボット工学科
倉又　菜津子 金沢大学 理工学域 フロンティア工学類 機械コアプログラム
栗栖　友希 兵庫県立大学 工学部 機械・材料工学科
栗山　圭太 名古屋工業大学大学院 工学研究科 工学専攻 電気・機械工学系プログラム 電気電子分野
黒川　遼 東京都立大学 システムデザイン研究科 機械システム工学域
黒澤　雄司 茨城大学大学院 理工学研究科 電気電子システム工学専攻
香田　隆斗 京都大学大学院 工学研究科 電気工学専攻
神門　優光 国立松江工業高等専門学校 電子制御工学科
小久保　賢人 名城大学大学院 理工学研究科 交通機械工学専攻
小島　健人 大分大学大学院 工学研究科博士前期課程工学専攻 電気電子工学コース
児玉　彩花 弘前大学 理工学部 機械科学科
小塚　詩穂里 東京大学大学院 情報理工学系研究科 システム情報学専攻
小寺　駿之亮 中央大学大学院 理工学研究科 精密工学専攻
小濱　美咲 青山学院大学大学院 理工学研究科 マネジメントテクノロジーコース
小林　みのり 北九州工業高等専門学校 生産デザイン工学科 知能ロボットシステムコース
近藤　友里絵 立命館大学 理工学部 ロボティクス学科
斎藤　未来 慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科
斎藤　佑樹 徳島大学 理工学部理工学科 情報光システムコース　情報系
齋藤　梨華 徳島大学 理工学部理工学科 電気電子システムコース
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西東　若菜 千葉大学大学院 融合理工学府 基幹工学専攻医工学コース
佐浦　諒亮　 崇城大学 工学部 機械工学科
佐伯　慎吾 富山県立大学 工学部 電子・情報工学科
酒井　翔 岐阜大学大学院 自然科学技術研究科 知能理工学専攻知能機械領域
酒井　達也 福井工業高等専門学校 機械工学科
酒井　裕太 兵庫県立大学大学院 工学研究科 機械工学専攻
榊　健汰 横浜国立大学 理工学部 機械・材料・海洋系学科 機械工学教育プログラム
坂口　友太 名古屋大学 工学部 機械・航空宇宙工学科
笹村　樹生 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 人間環境学専攻
佐藤　翔 岡山県立大学大学院 情報系工学研究科 システム工学専攻 機械情報システム工学領域
佐藤　好太 茨城大学 工学部 電気電子システム工学科
佐藤　直樹 弘前大学大学院 理工学研究科 理工学専攻機械科学コース
佐藤　宏樹 北九州市立大学 国際環境工学研究科 情報工学専攻
佐藤　裕介 広島大学 工学部 第一類
佐野　仁美 福岡大学 工学部 電気工学科
芝田　拓真 大阪大学大学院 情報科学研究科 情報数理学専攻
柴田　龍一 福井大学 工学部 電気電子情報工学科情報工学コース
島澤　悠樹 名古屋工業大学大学院 工学研究科 工学専攻社会工学系プログラム
下倉　亜星 豊田工業大学 工学部 先端工学基礎学科
下田　匠海 有明工業高等専門学校 創造工学科 エネルギーコース
SAMARTH SHARMA 長崎総合科学大学大学院 工学研究科修士課程 電子情報学専攻
SHRESTHA SUMAN 大阪産業大学 工学部 電子情報通信工学科電子情報工学コース
邵　騰飛 早稲田大学理工学術院 創造理工学研究科 経営システム工学専攻
城明　舜磨 広島大学大学院 先進理工系科学研究科 電気システム制御プログラム
白石　晋子 島根大学大学院 自然科学研究科 機械・電気電子工学コース
白瀬　左京 徳島大学 理工学部理工学科 機械科学コース
末廣　いのり 高知工科大学 情報学群
杉野　雄太 名古屋工業大学 工学部 社会工学科
杉山　晟生 京都大学 工学部 電気電子工学科
鈴鹿　真世 北九州市立大学 国際環境工学部 情報メディア工学科
鈴木　暁 岡山県立大学 情報工学部 情報システム工学科
鈴木　大樹 電気通信大学大学院 情報理工学研究科 機械知能システム学専攻　計測・制御システムプログラム
鈴木　満裕 東洋大学大学院 理工学研究科 機能システム専攻
鈴木　龍 愛知工業大学大学院 工学研究科 機械工学専攻
住野　奏 広島市立大学 情報科学部 システム工学科
関　圭太郎 芝浦工業大学 システム理工学部 機械制御システム学科
関　淳椰 岡山県立大学大学院 情報系工学研究科博士前期課程 システム工学専攻電子情報通信工学領域
脊戸　勇輔 北見工業大学大学院 博士前期課程 機械工学専攻
瀬野　圭一朗 大阪大学 基礎工学部 知能システム学コース
髙木　竜志 公立はこだて未来大学 システム情報科学部
高萩　雅矢 室蘭工業大学 工学部 機械航空創造系学科 夜間主コース
鷹橋　碧音 京都大学 工学部 物理工学科宇宙基礎工学コース
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髙見　俊介 千葉工業大学 先進工学部 未来ロボティクス学科
高山　亜理沙 立命館大学大学院 理工学研究科 機械システム専攻ロボティクスコース
武田　大成 福井工業大学 工学部 電気電子工学科
竹中　優 東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科
竹本　咲久良 徳山工業高等専門学校 本科 情報電子工学科
尋木　壮一郎 北九州市立大学 国際環境工学研究科 環境工学専攻 機械システムコース
忠内　洋樹 愛知工科大学大学院 工学研究科 システム工学専攻　博士前期課程
舘　省吾 北海道大学 工学部 情報エレクトロニクス学科電気制御システムコース
田中　拳聖 長崎大学大学院 工学研究科 総合工学専攻 電気電子工学コース
田中　大地 早稲田大学 先進理工学部 電気・情報生命工学科
谷﨑　俊介 佐賀大学 理工学部 知能情報システム学科
田畑　千尋 早稲田大学 基幹理工学研究科 機械科学・航空宇宙専攻
玉田　凌也 北見工業大学 工学部 地球環境工学科エネルギー総合工学コース
土田　竜也 茨城大学大学院 理工学研究科 機械システム工学専攻
常岡　暁 鹿児島大学 工学部 電気電子工学科
角森　健太 岡山大学 工学部 電気通信系学科
鶴田　祐天　 東北学院大学 工学研究科 電気工学専攻
鄭　天逸 東京大学大学院 工学系研究科 精密工学専攻
寺崎　峻 東京大学大学院 情報理工学系研究科 数理情報学専攻
寺中　七海 大島商船高等専門学校 電子機械工学科
東海林　瑠玖 仙台高等専門学校 総合工学科 情報通信コース
東郷　匠一郎 徳島大学大学院 創成科学研究科理工学専攻修士課程 機械科学コース
堂免　恵睦 鹿児島工業高等専門学校 機械工学科
土佐　宏樹 金沢工業大学 工学部 電気電子工学科
戸田　康介 大阪大学大学院 基礎工学研究科 システム創成専攻 社会システム数理領域
戸髙　聖人 豊橋技術科学大学 工学部 機械工学課程
冨田　佳秀 東京大学 工学部 計数工学科 システム情報工学コース
豊田　朔実 青山学院大学 理工学部 電気電子工学科
トラン ドクリエム 防衛大学校大学院 理工学研究科前期課程 機械工学専攻
鳥海　智志 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 情報・ソフトウェア系
内藤　菖 南山大学 理工学部 機械電子制御工学科
永井　琉生 京都大学 工学部 情報学科数理工学コース
長岡　佑馬 三重大学 工学研究科 電気電子工学専攻
永翁　詩菜 岡山理科大学 工学部 機械システム工学科
中川　裕貴 佐賀大学 理工学研究科 理工学専攻機械システム工学コース
中川原　拓海 八戸工業高等専門学校専攻科 産業システム工学専攻 電気情報システム工学コース
中島　響 中央大学 理工学部 精密機械工学科
中田　壮太朗 岡山大学大学院 自然科学研究科 機械システム工学専攻
中田　悠乃 東京理科大学大学院 理工学研究科 電気工学専攻
中津川　克久 名古屋大学 大学院工学研究科 機械システム工学専攻
中西　龍也 大阪大学 工学部 応用自然科学科応用物理学コース
中野　景太 久留米工業高等専門学校 制御情報工学科
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長野　孝亮 富山県立大学大学院 工学研究科 情報システム工学専攻
中野　壮一朗 大阪工業大学 工学部 機械工学科
中村　哲也 豊田工業高等専門学校 機械工学科
中村　有里 長崎大学 工学部 工学科 電気電子工学コース
中山　友琉 富山高等専門学校 電気制御システム工学科
中山　万由 愛知県立大学 情報科学研究科 システム科学専攻
西　海飛 近畿大学 工学部 電子情報工学科
錦織　敏志 松江工業高等専門学校 電気情報工学科 
錦織　亨全 島根大学 総合理工学部 機械・電気電子工学
西野　芹 千葉工業大学 工学部 電気電子工学科
丹羽　章太郎 大分大学 工学研究科 機械エネルギー工学コース
野上　匠 千葉工業大学大学院 先進工学研究科 未来ロボティクス専攻
野瀬　賢人 鹿児島大学 大学院理工学研究科 工学専攻情報・生体プログラム
野村　康人 金沢工業大学 工学部 機械工学科
袴田　翔 公立はこだて未来大学大学院 システム情報科学研究科
萩原　和枝 日本工業大学 先進工学部 ロボティクス学科
橋本　航瑠 工学院大学 工学部 機械システム工学科
畑中　優希 名城大学 理工学部 メカトロニクス工学科
初村　勇樹 九州工業大学 情報工学部 知的システム工学科
馬場　爽矢斗 室蘭工業大学大学院 工学研究科 生産システム工学系専攻ロボティクスコース
濱　幹太 龍谷大学 理工学部 機械システム工学科
濱崎　大暉 金沢大学 理工学域 フロンティア工学類 電子情報コアプログラム
濱田　太郎 早稲田大学 創造理工学研究科 総合機械工学専攻
濵田　涼 福岡工業大学 工学部 知能機械工学科
早川　周作 名城大学 理工学部 交通機械工学科
林崎　祐汰 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 電気・電子系
原　久乃 大分大学 理工学部 創生工学科福祉メカトロニクスコース
原田　晶子 防衛大学校 理工学部 航空宇宙工学科
半田　雛子 慶應義塾大学大学院 理工学研究科 総合デザイン工学専攻システム統合工学専修
日浦　愛子 東京大学 工学部 精密工学科
東山　侑太 山形大学 工学部 機械システム工学科
樋口　翔太 筑波大学 理工情報生命学術院システム情報工学研究群 (博士前期課程) 知能機能システム学位プログラム
樋口　東信 大阪産業大学 工学部 交通機械工学科
久恒　和希 熊本大学大学院 自然科学教育部 情報電気工学専攻
久部　瑞季 福岡大学 工学部 機械工学科
菱川　直輝 三重大学 工学部 機械工学科
平賀　仁悠 一関工業高等専門学校 専攻科 生産工学専攻
平賀　壮真 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 機械・知能系
平田　航大 国立大学法人名古屋大学 大学院工学研究科 マイクロ・ナノ機械理工学専攻
平林　大輝 京都大学大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻
平本　万結 早稲田大学 創造理工学部 総合機械工学科
弘部　大知　 大阪大学 基礎工学部 情報科学科計算機科学／ソフトウェア科学コース
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深津　侑希 芝浦工業大学 工学部 電気工学科
福田　智行 福岡大学大学院 工学研究科 機械工学専攻
福本　拓哉 信州大学大学院 総合理工学研究科 工学専攻機械システム工学分野
藤　匠海 大島商船高等専門学校 電子・情報システム工学専攻
藤江　謙伸 石川工業高等専門学校 専攻科 電子機械工学専攻
藤田　浩基 徳島文理大学大学院 工学研究科博士前期課程 システム制御工学専攻
藤村　拓弥 徳山工業高等専門学校 専攻科 情報電子工学専攻
藤原　円央 大分工業高等専門学校 専攻科 電気電子情報工学専攻
古川　祐也 有明工業高等専門学校 専攻科 生産情報システム工学専攻
古越　万結 法政大学 理工学部 機械工学科
古島　大雅 茨城大学 工学部 機械システム工学科
豊後　雅子 関西学院大学 理工学部 人間システム工学科
細谷　泰稚 香川高等専門学校 創造基礎工学系 電気情報工学科
堀内　大夢 明治大学 理工学部 機械情報工学科
堀江　航太 筑波大学 理工情報生命学術院システム情報工学研究群 (一貫制博士課程) エンパワーメント情報学プログラム
堀川　健斗 福井工業大学大学院 工学研究科 社会システム学専攻 経営情報学コース
堀川　裕太郎 金沢工業大学 工学研究科 電気電子工学専攻
本多　晃人 山形大学大学院 理工学研究科 機械システム工学専攻
本田　航貴 和歌山大学 システム工学部 システム工学科
本多　満洋 筑波大学 理工学群 工学システム学類 (エネルギー工学主専攻)
本田　雄清 熊本高等専門学校 制御情報システム工学科
本間　俊貴 慶應義塾大学大学院 理工学研究科 基礎理工学専攻
松井　亨樹 福井大学大学院 工学研究科 安全社会基盤工学専攻機械設計工学コース
松浦　晃大 岡山大学大学院 自然科学研究科 電子情報システム工学専攻(電気電子系)
松浦　詩乃 広島大学 工学部 第二類(電気電子・システム情報系)電気システム情報プログラム
松下　真也 大分大学 工学研究科 工学専攻福祉環境工学メカトロニクスコース
松島　宏太 国立大学法人東京工業大学 工学院 システム制御系
松永　凌 岡山県立大学大学院 情報系工学研究科 博士前期課程システム工学専攻人間情報システム工学領域
松本　彩那 香川高等専門学校 創造工学専攻 機械工学コース
松本　洸太 近畿大学大学院 システム工学研究科 電子情報工学コース
松元　風樹 金沢大学 理工学域 フロンティア工学類 電子機械コアプログラム
的場　遥佳 大島商船高等専門学校 情報工学科
圓尾　斗威 徳島大学 理工学部理工学科 情報光システムコース　情報系(夜間主)
三木　晴子 大阪大学大学院 基礎工学研究科 システム科学領域
溝川　佳英 大阪工業大学大学院 工学研究科 電気電子・機械工学専攻 機械工学コース
溝口　李佳 宮崎大学 工学部 情報システム工学科
南　昌弥 和歌山大学大学院 システム工学研究科
宮城　詢 山口大学大学院 創成科学研究科 電子システム工学コース
三宅　一颯 摂南大学 理工学部 機械工学科
三宅　春希 富山県立大学 工学部 知能ロボット工学科
三宅　真志 大阪産業大学 工学部 電子情報通信工学科　電気電子工学コース
宮崎　崇人 石川工業高等専門学校 電気工学科
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宮田　竜輔 佐賀大学 理工学研究科 知能情報工学コース
美和　あす華 千葉大学 工学部 総合工学科 医工学コース
三輪　祐登 鳥取大学大学院 持続性社会創生科学研究科 工学専攻機械宇宙工学コース
村上　樹 徳島大学大学院 創成科学研究科理工学専攻修士課程 電気電子システムコース
村瀬　敦也 豊田工業大学大学院 工学研究科 修士課程
村瀬　萌花 名城大学 理工学部 電気電子工学科
村林　真衣 香川大学大学院 工学研究科 知能機械システム工学専攻
森　滉斗 岐阜工業高等専門学校 電子制御工学科
森　友輝 千葉大学 工学部 総合工学科電気電子工学コース
森　優大 青山学院大学 理工学部 経営システム工学科
森    雄斗　 北海道大学大学院 情報科学院 情報理工学コース
森　亮太 東京都立大学大学院 システムデザイン研究科 航空宇宙システム工学域
森田　晃帆 和歌山工業高等専門学校 知能機械工学科
森田　万緒 東洋大学 生命科学部 生命科学科
盛一　志仁 横浜国立大学 大学院理工学府 機械・材料・海洋系工学専攻 機械工学ユニット
谷澤　良城 徳島文理大学 理工学部 電子情報工学科
安江　亮祐 岡山県立大学 情報工学部 人間情報工学科
矢野　翔平 近畿大学大学院 システム工学研究科 システム工学専攻ロボティクスコース
薮内　雅幸 神戸大学大学院 システム情報学研究科 システム科学専攻
山内　彩加 大阪工業大学 ロボティクス＆デザイン工学部 ロボット工学科
山内　悠太郎 近畿大学 工学部 ロボティクス学科
山崎　大河 徳島大学大学院 創成科学研究科理工学専攻修士課程 知能情報システムコース
山下　浩豊 広島市立大学大学院 情報科学研究科 システム工学専攻
山中　真之 大阪産業大学大学院 工学研究科 交通機械工学専攻
山本　浩貴 長崎総合科学大学 総合情報学部 総合情報学科　知能情報コース
山本   航平　 名古屋大学 工学研究科 航空宇宙工学専攻
山本　尚哉 東海大学大学院 工学研究科 医用生体工学専攻
山本　遥輝 名古屋工業大学 工学部 電気・機械工学科機械工学分野
山本　裕貴 広島大学大学院 先進理工系科学研究科 機械工学プログラム
山本　裕士　 法政大学 情報科学部 ディジタルメディア学科
横山　北斗 九州産業大学 理工学部 機械工学科
横山　優 東北学院大学大学院 工学研究科 機械工学専攻
吉住　亮汰 鹿児島大学 工学部 情報生体システム工学科
吉田　彩乃 東京都立大学 システムデザイン学部 航空宇宙システム工学科
吉見　笙汰 北九州市立大学 国際環境工学部 機械システム工学科
吉脇　直輝 岡山大学 工学部 機械システム系学科
依光　柊弥 高知工科大学 システム工学群 機械系
脇上　和也 熊本高等専門学校 専攻科 生産システム工学専攻
WANG YIWEI 電気通信大学大学院 情報理工学研究科 機械知能システム学専攻 先端ロボティクスプログラム
WAN MOHAMAD AMIRUL 福井大学 工学部 機械・システム工学科 機械工学コース
N.P.W.B.S.SI LUMIN SENANAYAKE 宮崎大学 工学部 環境ロボティクス学科
ODONSUVD BAT JARGAL 熊本高等専門学校 専攻科 電子情報システム工学専攻
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WANCHAITANAWONG Napat 国立大学法人東京工業大学 工学院 システム制御系システム制御コース
Evan Krisdityawan 東洋大学 理工学部 機械工学科
JAVIER VALLEJO FLORE 長岡技術科学大学大学院 工学研究科 機械創造工学専攻
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