
連絡表 

 

電子工学科 

チーム名 研究室 内線番号 

Scaler ⿊⽥研究室 42248 

ranmaru R ⽥邉研究室 42222 

チームうえむー 寺川研究室 42227 

我々は挑戦する集団です 神成研究室 42274 

Team Ikehara 池原研究室 42243 

52Exa ⿊⽥研究室 42248 

サイキックス 斎⽊研究室 42240 

aoki AI lab ⻘⽊研究室 42250 

kins ⽥邉研究室 42222 

K Soul Brothers 野⽥研究室 42266 

 

管理工学科 

チーム名 研究室 内線番号 

ボロノイ・ラウンドアバウト 栗⽥研究室 42647 

チームバチスタ 枇々⽊研究室 42661 

ケルベロス 鈴⽊研究室 42680 

メシア 鈴⽊研究室 42680 

栗原スーパーソフトボール DX 栗原研究室 42624 

串勝ツ⽥中 ⽥中研究室 42687 

珍宝の⾒える化 松川研究室 42656 

下阪神ドラゴンズ 2 中⻄研究室 42641 

ビッグゲーターズ ⼤⾨研究室 42619 

 

生命情報学科 

チーム名 研究室 内線番号 

USHICORNES ⽜場研究室 43327 

⾈⼈帝国(ふなんちゅキングダム) ⾈橋研究室 48338 

⼟⽤の⽜の⽇ ⼟居研究室 43313 



榊原研究室 榊原研究室 43343 

A Fain Hush ⾈橋研究室 48338 

Professor D ⼟居研究室 43313 

中野講習受けがちーズ 井本研究室 43329 

 

物理情報工学科 

チーム名 研究室 内線番号 

QP スターズ ⽯榑研究室 42540 

Cross Talks ⽯榑研究室 42540 

D.K.R.N.Y.T 松本研究室 42589 

御⻁⼦ ⽩⿃研究室 42546 

マッスル内⼭ 内⼭研究室 42533 

アルモンテ 塚⽥研究室 42597 

仲斬改 安藤研究室 42543 

地球防衛軍的場部隊 的場研究室 42309 

Robust ⾜⽴研究室 41070 

ppl 学園 畑⼭研究室 42557 

Fighting Swan ⽩⿃研究室 42546 

伊勢ヶ濱部屋 佐藤研究室 42541 

 

物理学科 

チーム名 研究室 内線番号 

physical power 理論研究室 42810 

 

機械工学科 

チーム名 研究室 内線番号 

⾹⻄エンゼルス 閻研究室 42086 

⼟堤は爆⾵圧低減の機構です 松尾研究室 42078 

⾰新的炭化⽔素系燃料混合チーム 松尾研究室 42078 

三⼑流 安藤研究室 42103 

我武者羅 杉浦研究室 42120 

鈴⽊研究室 鈴⽊研究室 42070 



森⽥研究室 森⽥研究室 42114 

深潟ー⼩尾研合同チーム 深潟研究室 42076 

タイムアクシーズ 松岡研究室 42080 

YAN 研 STYLE 閻研究室 42086 

尾上研究室 尾上研究室 42160 

こもとりファイターズ ⼩茂⿃研究室 42036 

勇者ノリヒサと導かれし九⼈ 三⽊研究室 42048 

三⽊の名は． 三⽊研究室 42048 

宮⽥ DeNA ベイスターズ 宮⽥研究室 42104 

東京五輪ソフトボール代表 ⽯上研究室 42058 

 

情報工学科 

チーム名 研究室 内線番号 

.pov 藤代研究室 41119 

M.P.G.A 寺岡・⾦⼦研究室 43224 

⻄尾 ⼭中研究室 40721 

たかだ先⽣を崇め奉る会 ⾼⽥研究室 43245 

活⼒研 重野研究室 43257 

ハギワラーズ 萩原研究室 43252 

慶應選抜 ⼤槻研究室 43247 

I am imai 今井研究室 43222 

HI・DE・O ヒーローズ 斎藤研究室 43232 

フンガーズ 天野研究室 43220 

 

応用化学科 

チーム名 研究室 内線番号 

美少⼥戦隊 MIZOGUCHI 藤本研究室 42392 

Takao Lab. ⾼尾研究室 42370 

岩⽥チルドレン 奥⽥研究室 42429 

川原パワハラーズ 清⽔研究室 42332 

⾻川スネ夫 藤原研究室 42415 

今井緒明研 今井研究室 42427 



タートルズ 吉岡研究室 42403 

伝説のラガーマン・OPC 藤本研究室 42392 

てりお チッテリオ研究室 42400 

ペナルティ⻄⾕ 清⽔研究室 42332 

リチウムボンバー 電気化学研究室 42337 

Self Organization 朝倉研究室 42442 

剛⽥武軍団 藤原研究室 42415 

磯部ゲッチーズ 磯部研究室 42361 

奥⽥チルドレン 奥⽥研究室 42371 

 

システムデザイン工学科 

チーム名 研究室 内線番号 

The AVENGERS 柿沼・⼩池研究室 43032 

村上 SUM 村上研究室 43039 

ゆみこ Busters 村上研究室 43039 

Signal Processors 満倉研究室 43148 

今年の須藤研はベンチが 3

台あるので快適です 

須藤研究室 43064 

⽮上アーキテクツ 三⽥研究室 43107 

NTL ⽥⼝研究室 43125 

⼤森研中澤研合同チーム ⼤森研究室 43042 

Yo!Hey!LOVE 菱⽥・佐藤（洋）研究室 43080 

よろずや ⾼橋研究室 43068 

もえちゃんず 滑川研究室 43051 

フロアバイセクシャル B 三⽥研究室 43107 

洋服の AOYAMA ⻘⼭研究室 43025 

 


