
連絡表 

 

電子工学科 

チーム名 研究室 内線番号 

ikemath 池原研究室 42298 

Team Kuborin 久保研究室 42298 

RF ホープ 黒田研究室 42248 

サイキッカーズ 斎木研究室 42240 

にこにこすぎちゃんず。 寺川研究室 42227 

乱れているのはビームじゃな

くてお前の頭だろ 

神成研究室 49006 

青木研 青木研究室 42283 

ポケットモンスター クロダ/

イシグロ 

黒田研究室 42256 

KinsーRanmaru 田邊研究室 42222 

電光丸 田邊・寺川研究室 42222 

野田研 野田研究室 42266 

 

管理工学科 

チーム名 研究室 内線番号 

Viva!_kurihara 栗原（聡）研究室 42624 

OSAMUS 栗田研究室 42647 

ダークホース志田 志田研究 42616 

大門研究室 大門研究室 42619 

下半身ドラゴンズ 中西研究室 42641 

田中総研 田中研究室 42687 

ちーむ ふぁいなんす 枇々木研究室 42661 

メシア 鈴木研究室 42680 

ケルベロス 鈴木研究室 42680 

 

生命情報学科 

チーム名 研究室 内線番号 



Mr.DIY 土居研究室 43313 

14 棟４階 withS 土居研究室 43313 

榊原研究室 榊原研究室 43343 

アキラ 270% 舟橋研究室 48338 

となりの山田くん 舟橋研究室 48338 

ボケの大渋滞 井本研究室 43341 

超合金 井本研究室 43341 

 

物理情報工学科 

チーム名 研究室 内線番号 

中山会 2 安藤研究室 42590 

マツケンサンバ 松本研究室 42562 

プラズマベイスターズ 星野研究室 42570 

石榑ジャイアンツ 石榑研究室 42540 

High Power Gearbox 足立研究室 42555 

マルテ 塚田研究室 42597 

御虎子 白鳥研究室 42546 

Fighting Swan 白鳥研究室 42546 

マッスル内山 内山研究室/ 42526 

 

物理学科 

チーム名 研究室 内線番号 

凝縮量子合体エンタングル 理論研究室 42810 

 

機械工学科 

チーム名 研究室 内線番号 

松岡・加藤研究室 加藤研究室 47161 

インテル宮田 宮田研究室 42104 

三木研究室 1 三木研究室 42048 

三木研究室 2 三木研究室 42048 

アッコちゃん爆発被害低減法_2 松尾研究室 42078 

おしのび 森田研究室 42114 



すぎうら先生の仲間たち 杉浦研究室 42102 

石上研究室 石上研究室 47154 

尾上研究室 尾上研究室 42157 

鈴木研究室 鈴木研究室 42070 

New York 閻 kees 閻研究室 42086 

読売ジャイ閻ツ 閻研究室 42086 

 

情報工学科 

チーム名 研究室 内線番号 

金寺塔 寺岡研究室 43251 

HVRL 斎藤英雄研究室 43229 

チーム松野 山中研究室 40721 

活力研 重野研究室 43257 

體育會大槻研 大槻研究室 43247 

ふんがファイターズ 天野研究室 43220 

 

応用化学科 

チーム名 研究室 内線番号 

ミギーズ チッテリオ研究室 42355 

磯部タッキーズ 磯部研究室 42361 

奥田チルドレン 奥田研究室 42371 

吉岡ファイターズ 吉岡研究室 42403 

Takao Lab. 高尾研究室 42369 

おひげマテリアル 今井・緒明研究室 42390 

空飛ぶアリフェイ 犀川研究室 42384 

森林.(あおとなら分かってく

れるよね？) 

清水研究室 42332 

feat. 清水翔太 清水研究室 42332 

もう発狂 千田研究室 42374 

オレオールズ 朝倉研究室 42422 

ノビターズ 藤原研究室 42351 

ジャイアンツ 藤原研究室 42351 



リチウムボンバー 片山研究室 42337 

 

システムデザイン工学科 

チーム名 研究室 内線番号 

建球室 伊香賀研究室 43110 

MIKRA 伊香賀研究室 43110 

Avengers KK 支部 柿沼小池研究室 43032 

エミリーズ 滑川徹研究室 48130 

高橋研究室 高橋研究室 

 

ウミガメのスープ 小國研究室 43073 

虹が光る架け橋 by ゆず 須藤研究室 43064 

洋服の青山 青山研究室 43025 

チームボッシュート 村上俊之研究室 43039 

NTL ~the Last~ 長坂，田口研究室 43070 

NewYork Mits 満倉研究室 43148 

love! YO! Hey! 佐藤洋平研究室 43080 

 


