
卒業生進路状況

H30.5.1 現在

平成29年度卒業生進路状況
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※進学内定者は大学院進学予定者。

※その他希望者は就職または大学院以外の進路希望。
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詳細

		進路コード　A就職希望　B進学希望　Cその他の進路　１就職内定者　２進学決定者　３-３一時的な仕事に就き就職活動を続ける　３-５卒業のみを目指す シンロ シュウショク キボウ シンガク キボウ タ シンロ シュウショク ナイテイシャ シンガク ケッテイシャ イチジテキ シゴト ツ シュウショク カツドウ ツヅ ソツギョウ メザ

		学年		学科・専攻名		学籍番号		氏名		在籍		性別		卒見コード		進路コード		会社コード		会社名		フリガナ		地域		地域2 チイキ		株式		大学院コード		大学院名		地域 チイキ		進路		業種 ギョウシュ		産業コード改訂版		所属研究室		内定先一覧		勤務予定地		内定時期		実家所在地域		実家所在県		出身地２ シュッシンチ		承認日		〒		住所１		℡

		2013		経営情報学科		H113008		石田　航		1		男		1		1								南信		南信 ナンシン										*内定あり(H29.11.27山田先生報告)						広瀬								上伊那郡辰野町		長野県		南信 ナンシン		4/1/13

		2012		経営情報学科		H112039		酒家　輝好		1		男				E																				進路登録票未提出						尾崎								塩尻市		長野県				4/1/12

		2012		経営情報学科		H112059		戸田　義将		1		男				E																				進路登録票未提出						飯田								松本市		長野県				4/1/12

		2012		経営情報学科		H112079		丸山　由		1		男		1		E																				進路登録票未提出						飯田								諏訪市		長野県				4/1/12

		2013		経営情報学科		H113004		荒木　俊樹		1		男		1		E																										飯田								流山市		千葉県				4/1/13

		2013		経営情報学科		H113010		市村　彩香		1		女		1		3-5																				3-5（H30.1.16本人進路状況届提出)		その他進路 タ シンロ				山田		14/04/01復学、13/10/01-14/03/31休学				2018.1.16		松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/13

		2013		経営情報学科		H113017		折井　崚麻		1		男				E																				進路登録票未提出						飯田								茅野市		長野県				4/1/13

		2013		経営情報学科		H113029		佐藤　弘基		1		男				E																				進路登録票未提出						山田		(H28)E←C-2起業を目指す」から変更(H29.3.7山田先生報告)						安曇野市		長野県				4/1/13

		2013		経営情報学科		H113037		滝沢　　晨		1		男		1		1								諏訪市 スワ シ		諏訪 スワ										*㈱デジタルスパイス(本人報告)						広瀬								上田市		長野県		東信 トウシン		4/1/13

		2013		経営情報学科		H113039		田中　翔也		1		男		E		3-5																				*H29.12.21山田先生報告		その他進路 タ シンロ				山縣		(H28)A→E　㈱キッツマイクロフィルタ―(内定辞退)(H29.2.10山田先生報告)				H28.9.27		千曲市		長野県				4/1/13

		2013		経営情報学科		H113045		中野　夏希		1		男		E		3-5																				卒業のみを目指す(H29.12.21山田先生報告)		その他進路 タ シンロ				土屋								十和田市		青森県				4/1/13

		2013		経営情報学科		H113066		矢菅　允都		1		男		1		1								山梨県 ヤマナシケン		県外 ケンガイ										*㈱オギノ(H29.9.20山田先生報告)						広瀬		(H28)A→E　*㈱オギノ						足利市		栃木県		県外 ケンガイ		4/1/13

		2013		経営情報学科		H113074		和田　泰明		1		男				E																				進路登録票未提出						土屋								長野市		長野県				4/1/13

		2014		経営情報学科		H114001		青野　聡		1		男		1		E																										奥原								磐田市		静岡県				4/1/14

		2014		経営情報学科		H114005		泉　拓道		1		男				E																										広瀬								上田市		長野県				4/1/14

		2014		経営情報学科		H114002		青栁　志穂里		1		女		1		1		S06869		ログリー㈱		ログリー		東京都		県外 ケンガイ		5．未上場								ログリー㈱						土屋						2017.10.25		松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		1500043		東京都渋谷区道玄坂一町目16番3号センタープレイス2F		03-3770-3287

		2014		経営情報学科		H114006		伊藤　龍輝		1		男		1		1		S03300		㈱日本ピスコ		ニホンピスコ		南信		南信 ナンシン		5.未上場								㈱日本ピスコ		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		松岡		㈱日本ピスコ				2017.5.12		上伊那郡箕輪町		長野県		南信 ナンシン		4/1/14		3994588		長野県上伊那郡南箕輪村3884-1		0266-28-6072

		2014		経営情報学科		H114008		植松　慧		1		男		1		1		S06840		(有)八ツ麓自動車		ヤツロクジドウシャ		山梨県		県外 ケンガイ		5．未上場								(有)八ツ麓自動車		学術研究、専門。技術サービス ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ		学術研究、専門。技術サービス ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ		山田						H28.11.1		北杜市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		4080033		山梨県北杜市長坂町白井沢3226-1		0551-32-4405

		2014		経営情報学科		H114009		遠藤　佑		1		男		1		1		S03816		綿半鋼機㈱		ワタハンコウキ		南信		南信 ナンシン		5.未上場								*綿半(H29.6.16山田先生報告)		建設業 ケンセツギョウ		建設業 ケンセツギョウ		奥原								松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3950151		長野県飯田市北方1023-1		0265-25-8181

		2014		経営情報学科		H114012		勝野　浩幸		1		男		1		3-5																				3-5(H30.2.15山田先生報告)		その他進路 タ シンロ				鳥居								諏訪郡下諏訪町		長野県				4/1/14

		2014		経営情報学科		H114010		小川　玄起		1		男		1		1		S08673		中部測量㈱		チュウブソクリョウ		中信		中信 チュウシン		5．未上場								中部測量㈱		学術研究、専門。技術サービス ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ		学術研究、専門。技術サービス ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ		飯田						2017,9,18		安曇野市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3990000		長野県松本市倭3085-1

		2014		経営情報学科		H114016		金兒　樹		1		女		1		1		Ｓ01901		㈱オービックビジネスコンサルタント		オービツクビジネスコンサルタント		東京都		県外 ケンガイ		3.店頭公開								㈱オービックビジネスコンサルタント		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		広瀬						2017.6.9		長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		1636032		東京都新宿区西新宿住友不動産新宿オークタワー32F		03-3342-1880

		2014		経営情報学科		H114018		笹岡　大輝		1		男				E																				進路登録票未提出						飯田								茅野市		長野県				4/1/14

		2014		経営情報学科		H114017		齊藤　慎乃助		1		男		1		1		S03477		長野精工㈱ ナガノセイコウ		長野精工㈱ ナガノセイコウ		茅野市 チノシ		諏訪 スワ										*長野精工㈱（H30.1.24山田先生報告）						鳥居								東筑摩郡朝日村		長野県		中信 チュウシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114019		塩入　淳平		1		男		1		1		S01470		ビップシステムズ㈱		ビツプシステムズ		東京都		県外 ケンガイ		5.未上場								*ビップシステムズ㈱（H29.9.21山田先生報告）		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		山田								長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		1500031		東京都渋谷区桜丘町9-1ビアンクォード3F		03-3464-1061

		2014		経営情報学科		H114020		川口　翔吾		1		男		1		1								福島県 フクシマ ケン		県外 ケンガイ										*㈱二ラク(本人報告)						山縣								長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114022		下田　政利		1		男				E																				進路登録票未提出						松岡								中野市		長野県				4/1/14

		2014		経営情報学科		H114021		清水　翼久		1		男		1		1		S06465		㈱ユードム		ユードム		茨城県		県外 ケンガイ		5.未上場								㈱ユードム		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		松岡						2017.5.31		埴科郡坂城町		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		3100803		茨城県水戸市城南1-5-11		029-227-3061

		2014		経営情報学科		H114024		鈴木　悠希		1		男				E																				進路登録票未提出						鳥居								台東区		東京都				4/1/14

		2014		経営情報学科		H114023		進藤　僚亮		1		男		1		1		S04853		㈱いちやまマート		イチヤママート		山梨県		県外 ケンガイ		5.未上場								*㈱いちやまマート（H29.9.21山田先生報告）		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		五味								北杜市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		4093803		山梨県中央市玉穂若宮50-1		055-278-6000

		2014		経営情報学科		H114028		竹内　秀行		1		男		1		3-5																				3-5　卒業のみを目指す（H29.9.21山田先生報告）		その他進路 タ シンロ				松岡								安曇野市		長野県				4/1/14

		2014		経営情報学科		H114025		関　健太郎		1		男		1		1								東信		東信 トウシン										*長野県連合青果㈱、エイジェック他						山縣								南佐久郡小海町		長野県		東信 トウシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114027		竹内　智顕		1		男		1		1		S04005		東洋精機工業㈱		トウヨウセイキコウギョウ		茅野市		諏訪 スワ		5.未上場								東洋精機工業㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		山縣		キッツメタルワークス、アート金属工業				2017.04.21		長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		3910013		長野県茅野市宮川2715		0266-72-4135

		2014		経営情報学科		H114029		中澤　淳		1		男		1		1								群馬県 グンマケン		県外 ケンガイ										*コンピュートロン㈱(H29.7.11本人報告)						山田								東筑摩郡筑北村		長野県		中信 チュウシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114030		中村　祐輔		1		男		1		1		S06573		㈱HRインキュベータ		㈱HRインキュベータ		東京都 トウキョウト		県外 ケンガイ										*内定あり(H29.10.18山田先生報告)						奥原								下伊那郡阿智村		長野県		南信 ナンシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114034		平林　大和		1		男		1		3-5																						その他 タ				飯田								安曇野市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114031		中山　優佳		1		女		1		1		S05127		㈱東陽		トウヨウ		中信		中信 チュウシン		5.未上場								㈱東陽		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		三代沢						2017.9.13		松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3990704		長野県塩尻市広丘郷原1000-5アルプス工業団地		0263-52-2451

		2014		経営情報学科		H114032		西澤　遼		1		男		1		1		S03004		ファナックパートロニクス㈱		ファナックパートロニクス		茅野市		諏訪 スワ		5.未上場								ファナックパートロニクス㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		鳥居						2017.7.13		上田市		長野県		東信 トウシン		4/1/14		3910011		長野県茅野市玉川原山11400-260		0266-79-5650

		2014		経営情報学科		H114037		松山　純也		1		男		1		1								茅野市 チノシ		諏訪 スワ										*野村ユニソン(H29.6.5本人報告)						山縣								千曲市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114038		丸山　大伍		1		男		1		1		S04519		㈱クスリのサンロード		クスリノサンロード		山梨県		県外 ケンガイ		5.未上場								クスリのサンロード*他活動中		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		五味		㈱サンコーレンタル				2017.6.21		長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		4000045		山梨県甲府市後屋町452		055-243-1550

		2014		経営情報学科		H114039		宮澤　拓真		1		男		1		1								北信		北信 ホクシン										*東京コンピュータサービス(H29.7.11本人報告)						三代沢								千曲市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114040		矢島　有都		1		男		1		1		S06868		㈱チンタイバンク		チンタイバンク		中信		中信 チュウシン		5．未上場								㈱チンタイバンク		不動産業、物品賃貸業 フドウサン ギョウ ブッピン チンタイギョウ		不動産業、物品賃貸業 フドウサン ギョウ ブッピン チンタイギョウ		五味						2017.6.1		茅野市		長野県		諏訪 スワ		4/1/14		3990701		長野県塩尻市広丘吉田1044-2		0263-85-7171

		2014		経営情報学科		H114041		山下　裕也		1		男		1		1		S04813		㈱サイビス		サイビス		中信		中信 チュウシン		5.未上場								㈱サイビス		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		三代沢						H29.4.27		安曇野市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3900815		長野県松本市深志1-2-2野田ビル4階		0263-31-8151

		2014		経営情報学科		H114042		山田　愛理		1		女		1		1								下諏訪町		諏訪 スワ										*父親の会社に就職(H29.11.27山田先生報告)						山縣								諏訪郡下諏訪町		長野県		諏訪 スワ		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114043		横田　龍之介		1		男		1		1								北信		北信 ホクシン										*㈱たちばな(H29.7.25山田先生報告)						松岡								長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114044		吉田　拓哉		1		男		1		1		S03477		長野精工㈱ ナガノセイコウ		長野精工㈱ ナガノセイコウ		茅野市 チノシ		諏訪 スワ										*長野精工㈱（H30.1.24山田先生報告）						鳥居								下高井郡山ノ内町		長野県		北信 ホクシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114482		降旗　佐享		1		男				E																										飯田								安曇野市		長野県				4/1/15

		2014		経営情報学科		H114046		渡辺　巧		1		男		1		1		S03477		長野精工㈱ ナガノセイコウ		長野精工㈱ ナガノセイコウ		茅野市 チノシ		諏訪 スワ										*長野精工㈱（H30.1.24山田先生報告）						鳥居								長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114402		曾山　晃礎斗		1		男		1		1		S06855		㈱JR東日本情報システム		ジェーアールヒガシニホンジョウホウシステム		東京		県外 ケンガイ										㈱JR東日本システム		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		三代沢						2017.5月末		品川区		東京都		県外 ケンガイ		4/1/15		1690072		東京都新宿区大久保三丁目8番2号　ガーデンタワー7F　		03-5309-5209

		2014		経営情報学科		H114481		尾方　聖		1		男		1		1		S03855		㈱長印 チョウ ジルシ		㈱長印 チョウ ジルシ		北信		北信 ホクシン										*㈱長印（H29.10.18山田先生報告)						鳥居								長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/15





Sheet2

																										就職先 シュウショク サキ

		データの個数 / 進路コード		列ラベル																		行ラベル		県外		諏訪		中信		東信		南信		北信		総計

		行ラベル		諏訪		中信		北信		東信		南信		県外		(空白)		総計		出身地 シュッシンチ		県外		33		5				2				2		42		42

		諏訪		8						2				2		1		13				諏訪		2		8				2						12

		中信		10		2		3		2		2		9		1		29				中信		9		10		2		2		2		3		28

		北信		6				11		1				7				25				東信		1		4				6				1		12

		東信		4				1		6				1		1		13				南信		2		2				2		5		1		12

		南信		2				1		2		5		2		2		14				北信		7		6				1				11		25

		県外		5				2		2				33		1		43				総計		54		35		2		15		7		18		131

		(空白)														51		51

		総計		35		2		18		15		7		54		57		188

		行ラベル		諏訪		中信		北信		東信		南信		県外		(空白)		総計

		諏訪		8						2				2		1		13

		中信		10		2		3		2		2		9		1		29

		北信		6				11		1				7				25

		東信		4				1		6				1		1		13

		南信		2				1		2		5		2		2		14

		県外		5				2		2				33		1		43

		(空白)														51		51

		総計		35		2		18		15		7		54		57		188





Sheet7

		データの個数 / 学籍番号		列ラベル

		行ラベル		機械工学科		機械ｼｽﾃﾑ工学科		電気電子工学科		電子ｼｽﾃﾑ工学科		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		経営情報学科		(空白)		総計

		サービス業(他に分類されないもの)		1				2				4						7

		その他				1								1				2

		その他進路		1								2		5				8

		卸売業、小売業		2				1		1		3		2				9

		学術研究、専門。技術サービス										2		2				4

		教育、学習支援業										2						2

		建設業		3				3				1		1				8

		公務		1														1

		宿泊業、飲食サービス業						1		1								2

		情報通信業						4				13		5				22

		製造業		20		3		14		3		9		4				53

		大学院進学		4								3						7

		不動産業、物品賃貸業												1				1

		(空白)		12		3		6		4		8		29				62

		総計		44		7		31		9		47		50				188

				機械工学科								ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科

		製造業		23						情報通信業		13

		建設業		3						製造業		9

		卸売業、小売業		2						サービス業(他に分類されないもの)		4

		サービス業(他に分類されないもの)		1						卸売業、小売業		3

		公務		1						その他進路		2

		大学院進学		8						学術研究、専門。技術サービス		2

		その他進路		1						教育、学習支援業		2

		その他		1						建設業		1

		総計		40						大学院進学		3

										総計		17

				電気電子工学科

		製造業		17								経営情報学科

		情報通信業		4						情報通信業		5

		建設業		3						製造業		4

		サービス業(他に分類されないもの)		2						卸売業、小売業		2

		卸売業、小売業		2						学術研究、専門、技術サービス		2

		宿泊業、飲食サービス業		2						建設業		1

		総計		30						不動産業、物品賃貸業		1

										その他進路		5

										その他		1

										総計		21



機械工学科	[分類名]
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



サービス業（ほかに分類されないもの）
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



製造業	建設業	卸売業、小売業	サービス業(他に分類されないもの)	公務	大学院進学	その他進路	その他	23	3	2	1	1	8	1	1	

電気電子工学科	[分類名]
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



サービス業（他に分類されないもの）
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



製造業	情報通信業	建設業	サービス業(他に分類されないもの)	卸売業、小売業	宿泊業、飲食サービス業	17	4	3	2	2	2	

経営情報学科	[分類名]
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



[分類名]
[パーセンテージ]



情報通信業	製造業	卸売業、小売業	学術研究、専門、技術サービス	建設業	不動産業、物品賃貸業	その他進路	その他	5	4	2	2	1	1	5	1	



進路クエリ

		進路コード　A就職希望　B進学希望　Cその他の進路　１就職内定者　２進学決定者　３-３一時的な仕事に就き就職活動を続ける　３-５卒業のみを目指す シンロ シュウショク キボウ シンガク キボウ タ シンロ シュウショク ナイテイシャ シンガク ケッテイシャ イチジテキ シゴト ツ シュウショク カツドウ ツヅ ソツギョウ メザ

		学年		学科・専攻名		学籍番号		氏名		在籍		性別		卒見コード		進路コード		会社コード		会社名		フリガナ		地域		地域2 チイキ		株式				大学院コード		大学院名		地域 チイキ		進路		業種 ギョウシュ		産業コード改訂版		所属研究室		内定先一覧		勤務予定地		内定時期		実家所在地域		実家所在県		出身地２ シュッシンチ		承認日		〒		住所１		℡

		2012		電子ｼｽﾃﾑ工学科		G112043		小林　尚人		1		男		1		1		S03621		㈱甲信マツダ		コウシンマツダ		北信		北信 ホクシン		5.未上場										㈱甲信マツダ		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		平田(陽)						2017.7.21		長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/12		3800935		長野県長野市中御所1-27-22		026-226-0294

		2013		電子ｼｽﾃﾑ工学科		G113008		伊藤　祥平		1		男				E																						進路登録票未提出														佐久市		長野県				4/1/13

		2013		電子ｼｽﾃﾑ工学科		G113012		岩下　和輝		1		男		1		1		S06846		株式会社ナガオカ製作所		ナガオカセイサクショ		東信		東信 トウシン												㈱ナガオカ製作所		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		福田						2017.6.9		佐久市		長野県		東信 トウシン		4/1/13		3842300		長野県北佐久郡立科町大字芦田1829		0267-56-1259

		2013		電子ｼｽﾃﾑ工学科		G113044		芝間　美晴		1		女				E																						進路登録票未提出														北佐久郡立科町		長野県				4/1/13

		2013		電子ｼｽﾃﾑ工学科		G113046		清水　賢		1		男				E																						進路登録票未提出														須坂市		長野県				4/1/13

		2013		電子ｼｽﾃﾑ工学科		G113049		髙木　哲平		1		男		1		1		S03059		㈱アイン		アイン		茅野市		諏訪 スワ		5.未上場										㈱アイン		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		橋元						2017.10.1		上田市		長野県		東信 トウシン		4/1/13		3910213		長野県茅野市豊平374-2		0266-72-7003

		2013		電子ｼｽﾃﾑ工学科		G113075		丸山　いぶき		1		男		1		1		S08675		(有)オオクボ		オオクボ		埼玉県		県外 ケンガイ		5．未上場										(有)オオクボ		宿泊業、飲食サービス業 シュクハク ギョウ インショク ギョウ		宿泊業、飲食サービス業 シュクハク ギョウ インショク ギョウ		石井						2017.12.1		松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/13		3691246		埼玉県深谷市小前田654-2

		2013		電子ｼｽﾃﾑ工学科		G113086		横田　昌信		1		男		1		1		S03142		㈱タクト		タクト		茅野市		諏訪 スワ		5.未上場										㈱タクト		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		福田						2017.7.3		千曲市		長野県		北信 ホクシン		4/1/13		3910001		長野県茅野市ちの丁田2762-8		0266-73-3277

		2013		電子ｼｽﾃﾑ工学科		G113090		米山　生森		1		男				E																						進路登録票未提出														塩尻市		長野県				4/1/13

		2013		機械ｼｽﾃﾑ工学科		G213007		植松　貴大		1		男		1		1		Ｓ03283		㈱都筑製作所		ツヅキセイサクショ		北信		北信 ホクシン		5.未上場										㈱都筑製作所		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		板橋						2017.7.25		長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/13		3890681		長野県埴科郡坂城町坂城6649-1		0268-82-2800

		2012		機械ｼｽﾃﾑ工学科		G212022		篠崎　仁宏		1		男		1		1		S08689		㈱トスビークリエイション		トスビークリエイション		東京都 トウキョウト		県外 ケンガイ														その他 タ				市川								台東区		東京都		東京都 トウキョウト		4/1/12

		2012		機械ｼｽﾃﾑ工学科		G212043		原田　文哉		1		男				E																						進路登録票未提出														茅野市		長野県				4/1/12

		2013		機械ｼｽﾃﾑ工学科		G213046		林　雅人		1		男		1		1		S08687		株式会社サーフビバレッジ		サーフビバレッジ		東京都		県外 ケンガイ		5．未上場										株式会社サーフビバレジ		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		須川						2017.6.15		甲斐市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/13		1510051		東京都渋谷区千駄ヶ谷3-60-5		03-5414-2120

		2013		経営情報学科		H113008		石田　航		1		男		1		1								南信		南信 ナンシン												*内定あり(H29.11.27山田先生報告)						広瀬								上伊那郡辰野町		長野県		南信 ナンシン		4/1/13

		2013		機械ｼｽﾃﾑ工学科		G213048		藤田　哲矢		1		男				E																																				安城市		愛知県				4/1/13

		2013		機械ｼｽﾃﾑ工学科		G213057		宮尾　勇士		1		男				E																																				長野市		長野県				4/1/13

		2012		経営情報学科		H112039		酒家　輝好		1		男				E																						進路登録票未提出						尾崎								塩尻市		長野県				4/1/12

		2012		経営情報学科		H112059		戸田　義将		1		男				E																						進路登録票未提出						飯田								松本市		長野県				4/1/12

		2012		経営情報学科		H112079		丸山　由		1		男		1		E																						進路登録票未提出						飯田								諏訪市		長野県				4/1/12

		2013		経営情報学科		H113004		荒木　俊樹		1		男		1		E																												飯田								流山市		千葉県				4/1/13

		2012		機械ｼｽﾃﾑ工学科		G212001		青木　一樹		1		男				1		S03008		ホクト㈱		ホクト		北信		北信 ホクシン		1.1部上場										ホクト㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ				A→E(H29.2.14雷先生報告)				2017,9,4		塩尻市		長野県		中信 チュウシン		4/1/12		3810016		長野県長野市南堀138-1		026-259-5956

		2013		経営情報学科		H113010		市村　彩香		1		女		1		3-5																						3-5（H30.1.16本人進路状況届提出)		その他進路 タ シンロ				山田		14/04/01復学、13/10/01-14/03/31休学				2018.1.16		松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/13

		2013		経営情報学科		H113017		折井　崚麻		1		男				E																						進路登録票未提出						飯田								茅野市		長野県				4/1/13

		2013		経営情報学科		H113029		佐藤　弘基		1		男				E																						進路登録票未提出						山田		(H28)E←C-2起業を目指す」から変更(H29.3.7山田先生報告)						安曇野市		長野県				4/1/13

		2013		経営情報学科		H113037		滝沢　　晨		1		男		1		1								諏訪市 スワ シ		諏訪 スワ												*㈱デジタルスパイス(本人報告)						広瀬								上田市		長野県		東信 トウシン		4/1/13

		2013		経営情報学科		H113039		田中　翔也		1		男		E		3-5																						*H29.12.21山田先生報告		その他進路 タ シンロ				山縣		(H28)A→E　㈱キッツマイクロフィルタ―(内定辞退)(H29.2.10山田先生報告)				H28.9.27		千曲市		長野県				4/1/13

		2013		経営情報学科		H113045		中野　夏希		1		男		E		3-5																						卒業のみを目指す(H29.12.21山田先生報告)		その他進路 タ シンロ				土屋								十和田市		青森県				4/1/13

		2013		経営情報学科		H113066		矢菅　允都		1		男		1		1								山梨県 ヤマナシケン		県外 ケンガイ												*㈱オギノ(H29.9.20山田先生報告)						広瀬		(H28)A→E　*㈱オギノ						足利市		栃木県		県外 ケンガイ		4/1/13

		2013		経営情報学科		H113074		和田　泰明		1		男				E																						進路登録票未提出						土屋								長野市		長野県				4/1/13

		2014		経営情報学科		H114001		青野　聡		1		男		1		E																												奥原								磐田市		静岡県				4/1/14

		2014		機械工学科		S114031		竹沢　真樹		1		男		1		１		S08670		㈱ホクト精工		ホクトセイコウ		北信		北信 ホクシン		5．未上場										㈱ホクト精工		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		須川						2017.12.19		上田市		長野県		東信 トウシン		4/1/14		3890812		長野県千曲市羽尾1562		026-276-2464

		2014		経営情報学科		H114005		泉　拓道		1		男				E																												広瀬								上田市		長野県				4/1/14

		2014		経営情報学科		H114002		青栁　志穂里		1		女		1		1		S06869		ログリー㈱		ログリー		東京都		県外 ケンガイ		5．未上場										ログリー㈱						土屋						2017.10.25		松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		1500043		東京都渋谷区道玄坂一町目16番3号センタープレイス2F		03-3770-3287

		2014		経営情報学科		H114006		伊藤　龍輝		1		男		1		1		S03300		㈱日本ピスコ		ニホンピスコ		南信		南信 ナンシン		5.未上場										㈱日本ピスコ		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		松岡		㈱日本ピスコ				2017.5.12		上伊那郡箕輪町		長野県		南信 ナンシン		4/1/14		3994588		長野県上伊那郡南箕輪村3884-1		0266-28-6072

		2014		経営情報学科		H114008		植松　慧		1		男		1		1		S06840		(有)八ツ麓自動車		ヤツロクジドウシャ		山梨県		県外 ケンガイ		5．未上場										(有)八ツ麓自動車		学術研究、専門。技術サービス ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ		学術研究、専門。技術サービス ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ		山田						H28.11.1		北杜市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		4080033		山梨県北杜市長坂町白井沢3226-1		0551-32-4405

		2014		経営情報学科		H114009		遠藤　佑		1		男		1		1		S03816		綿半鋼機㈱		ワタハンコウキ		南信		南信 ナンシン		5.未上場										*綿半(H29.6.16山田先生報告)		建設業 ケンセツギョウ		建設業 ケンセツギョウ		奥原								松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3950151		長野県飯田市北方1023-1		0265-25-8181

		2014		経営情報学科		H114012		勝野　浩幸		1		男		1		3-5																						3-5(H30.2.15山田先生報告)		その他進路 タ シンロ				鳥居								諏訪郡下諏訪町		長野県				4/1/14

		2014		経営情報学科		H114010		小川　玄起		1		男		1		1		S08673		中部測量㈱		チュウブソクリョウ		中信		中信 チュウシン		5．未上場										中部測量㈱		学術研究、専門。技術サービス ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ		学術研究、専門。技術サービス ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ		飯田						2017,9,18		安曇野市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3990000		長野県松本市倭3085-1

		2014		経営情報学科		H114016		金兒　樹		1		女		1		1		Ｓ01901		㈱オービックビジネスコンサルタント		オービツクビジネスコンサルタント		東京都		県外 ケンガイ		3.店頭公開										㈱オービックビジネスコンサルタント		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		広瀬						2017.6.9		長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		1636032		東京都新宿区西新宿住友不動産新宿オークタワー32F		03-3342-1880

		2014		経営情報学科		H114018		笹岡　大輝		1		男				E																						進路登録票未提出						飯田								茅野市		長野県				4/1/14

		2014		経営情報学科		H114017		齊藤　慎乃助		1		男		1		1		S03477		長野精工㈱ ナガノセイコウ		長野精工㈱ ナガノセイコウ		茅野市 チノシ		諏訪 スワ												*長野精工㈱（H30.1.24山田先生報告）						鳥居								東筑摩郡朝日村		長野県		中信 チュウシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114019		塩入　淳平		1		男		1		1		S01470		ビップシステムズ㈱		ビツプシステムズ		東京都		県外 ケンガイ		5.未上場										*ビップシステムズ㈱（H29.9.21山田先生報告）		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		山田								長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		1500031		東京都渋谷区桜丘町9-1ビアンクォード3F		03-3464-1061

		2014		経営情報学科		H114020		川口　翔吾		1		男		1		1								福島県 フクシマ ケン		県外 ケンガイ												*㈱二ラク(本人報告)						山縣								長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114022		下田　政利		1		男				E																						進路登録票未提出						松岡								中野市		長野県				4/1/14

		2014		経営情報学科		H114021		清水　翼久		1		男		1		1		S06465		㈱ユードム		ユードム		茨城県		県外 ケンガイ		5.未上場										㈱ユードム		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		松岡						2017.5.31		埴科郡坂城町		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		3100803		茨城県水戸市城南1-5-11		029-227-3061

		2014		経営情報学科		H114024		鈴木　悠希		1		男				E																						進路登録票未提出						鳥居								台東区		東京都				4/1/14

		2014		経営情報学科		H114023		進藤　僚亮		1		男		1		1		S04853		㈱いちやまマート		イチヤママート		山梨県		県外 ケンガイ		5.未上場										*㈱いちやまマート（H29.9.21山田先生報告）		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		五味								北杜市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		4093803		山梨県中央市玉穂若宮50-1		055-278-6000

		2014		機械工学科		S114023		後藤　葵		1		男		1		１		S03142		㈱タクト		タクト		茅野市		諏訪 スワ		5.未上場										㈱タクト		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		板橋						2017.12.20		諏訪市		長野県		諏訪 スワ		4/1/14		3910001		長野県茅野市ちの丁田2762-8		0266-73-3277

		2014		経営情報学科		H114028		竹内　秀行		1		男		1		3-5																						3-5　卒業のみを目指す（H29.9.21山田先生報告）		その他進路 タ シンロ				松岡								安曇野市		長野県				4/1/14

		2014		経営情報学科		H114025		関　健太郎		1		男		1		1								東信		東信 トウシン												*長野県連合青果㈱、エイジェック他						山縣								南佐久郡小海町		長野県		東信 トウシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114027		竹内　智顕		1		男		1		1		S04005		東洋精機工業㈱		トウヨウセイキコウギョウ		茅野市		諏訪 スワ		5.未上場										東洋精機工業㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		山縣		キッツメタルワークス、アート金属工業				2017.04.21		長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		3910013		長野県茅野市宮川2715		0266-72-4135

		2014		経営情報学科		H114029		中澤　淳		1		男		1		1								群馬県 グンマケン		県外 ケンガイ												*コンピュートロン㈱(H29.7.11本人報告)						山田								東筑摩郡筑北村		長野県		中信 チュウシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114030		中村　祐輔		1		男		1		1		S06573		㈱HRインキュベータ		㈱HRインキュベータ		東京都 トウキョウト		県外 ケンガイ												*内定あり(H29.10.18山田先生報告)						奥原								下伊那郡阿智村		長野県		南信 ナンシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114034		平林　大和		1		男		1		3-5																								その他 タ				飯田								安曇野市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114031		中山　優佳		1		女		1		1		S05127		㈱東陽		トウヨウ		中信		中信 チュウシン		5.未上場										㈱東陽		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		三代沢						2017.9.13		松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3990704		長野県塩尻市広丘郷原1000-5アルプス工業団地		0263-52-2451

		2014		経営情報学科		H114032		西澤　遼		1		男		1		1		S03004		ファナックパートロニクス㈱		ファナックパートロニクス		茅野市		諏訪 スワ		5.未上場										ファナックパートロニクス㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		鳥居						2017.7.13		上田市		長野県		東信 トウシン		4/1/14		3910011		長野県茅野市玉川原山11400-260		0266-79-5650

		2014		経営情報学科		H114037		松山　純也		1		男		1		1		S02996		ナンシン機工㈱ キコウ		ナンシンキコウ		茅野市 チノシ		諏訪 スワ				5月7日確定 ガツ ニチ カクテイ								*野村ユニソン(H29.6.5本人報告)						山縣								千曲市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114038		丸山　大伍		1		男		1		1		S04519		㈱クスリのサンロード		クスリノサンロード		山梨県		県外 ケンガイ		5.未上場										クスリのサンロード*他活動中		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		五味		㈱サンコーレンタル				2017.6.21		長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		4000045		山梨県甲府市後屋町452		055-243-1550

		2014		経営情報学科		H114039		宮澤　拓真		1		男		1		1								北信		北信 ホクシン												*東京コンピュータサービス(H29.7.11本人報告)						三代沢								千曲市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114040		矢島　有都		1		男		1		1		S06868		㈱チンタイバンク		チンタイバンク		中信		中信 チュウシン		5．未上場										㈱チンタイバンク		不動産業、物品賃貸業 フドウサン ギョウ ブッピン チンタイギョウ		不動産業、物品賃貸業 フドウサン ギョウ ブッピン チンタイギョウ		五味						2017.6.1		茅野市		長野県		諏訪 スワ		4/1/14		3990701		長野県塩尻市広丘吉田1044-2		0263-85-7171

		2014		経営情報学科		H114041		山下　裕也		1		男		1		1		S04813		㈱サイビス		サイビス		中信		中信 チュウシン		5.未上場										㈱サイビス		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		三代沢						H29.4.27		安曇野市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3900815		長野県松本市深志1-2-2野田ビル4階		0263-31-8151

		2014		経営情報学科		H114042		山田　愛理		1		女		1		1								下諏訪町		諏訪 スワ												*父親の会社に就職(H29.11.27山田先生報告)						山縣								諏訪郡下諏訪町		長野県		諏訪 スワ		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114043		横田　龍之介		1		男		1		1								北信		北信 ホクシン												*㈱たちばな(H29.7.25山田先生報告)						松岡								長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114044		吉田　拓哉		1		男		1		1		S03477		長野精工㈱ ナガノセイコウ		長野精工㈱ ナガノセイコウ		茅野市 チノシ		諏訪 スワ												*長野精工㈱（H30.1.24山田先生報告）						鳥居								下高井郡山ノ内町		長野県		北信 ホクシン		4/1/14

		2014		電気電子工学科		S214008		小原　真太朗		1		男				1		S06647		富士電機パワーセミコンダクタ㈱		フジデンキパワーセミコンダクタ		中信		中信 チュウシン		5.未上場										富士電機パワーセミコンダクタ㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ								2017.8.1		松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3900821		長野県松本市筑摩4-18-1		0263-27-7425

		2014		経営情報学科		H114482		降旗　佐享		1		男				E																												飯田								安曇野市		長野県				4/1/15

		2014		経営情報学科		H114046		渡辺　巧		1		男		1		1		S03477		長野精工㈱ ナガノセイコウ		長野精工㈱ ナガノセイコウ		茅野市 チノシ		諏訪 スワ												*長野精工㈱（H30.1.24山田先生報告）						鳥居								長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14

		2014		経営情報学科		H114402		曾山　晃礎斗		1		男		1		1		S06855		㈱JR東日本情報システム		ジェーアールヒガシニホンジョウホウシステム		東京		県外 ケンガイ												㈱JR東日本システム		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		三代沢						2017.5月末		品川区		東京都		県外 ケンガイ		4/1/15		1690072		東京都新宿区大久保三丁目8番2号　ガーデンタワー7F　		03-5309-5209

		2014		経営情報学科		H114481		尾方　聖		1		男		1		1		S03855		㈱長印 チョウ ジルシ		㈱長印 チョウ ジルシ		北信		北信 ホクシン												*㈱長印（H29.10.18山田先生報告)						鳥居								長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/15

		2014		機械工学科		S114001		阿部　晃大		1		男		1		1		Ｓ06032		㈱協成		キョウセイ		大阪府		県外 ケンガイ		5.未上場										㈱協成		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		須川						2017.5.29		横浜市		神奈川県		県外 ケンガイ		4/1/14		5500023		大阪府大阪市西区千代崎3-1-3		06-6583-6100

		2014		機械工学科		S114005		今堀　尚己		1		男				E																						進路登録票未提出														堺市		大阪府				4/1/14

		2014		機械工学科		S114002		市村　桂樹		1		男		1		1		S03120		シチズンマシナリー㈱		シチズンマシナリー		東信		東信 トウシン		5.未上場										シチズンマシナリー㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		竹増						2017.10.2		北佐久郡軽井沢町		長野県		東信 トウシン		4/1/14		3890206		長野県北佐久郡御代田町御代田4107-6		0267-32-5900

		2014		機械工学科		S114003		伊藤　慧祐		1		男		1		1								東京都 トウキョウト		県外 ケンガイ												*森六テクノロジー(H29.6.28本人報告)						國行								鴻巣市		埼玉県		県外 ケンガイ		4/1/14

		2014		機械工学科		S114004		伊藤　拓也		1		男		1		1		S03724		ニッキトライシステム㈱		ニッキトライシステム㈱		松本市 マツモトシ		中信 チュウシン												*内定あり(H30.2.20雷先生報告)						星野								松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14

		2014		機械工学科		S114006		大月　雅也		1		男		1		1		S03732		松本ガス㈱ マツモト		マツモトガス		松本市 マツモトシ		中信 チュウシン												*松本ガス(H29.10.12本人報告)						今村								松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14

		2014		機械工学科		S114007		沖本　悠暉		1		男		1		1		S05801		㈱ニッセー		ニッセー		山梨県 ヤマナシケン		県外 ケンガイ				5月8日竹増先生により報告 ガツ ニチ タケマス センセイ ホウコク								*家業を継ぐ(H29.11.27雷先生報告)						竹増								藤沢市		神奈川県		神奈川県 カナガワケン		4/1/14

		2014		機械工学科		S114008		奥村　遊		1		男		1		1								東京都 トウキョウ ト		県外 ケンガイ												㈱アスパーク、㈱アルプス技研*活動継続中						今村								大町市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14

		2014		機械工学科		S114016		上條　由人		1		男		1		2																0032		信州大学大学院				信州大学大学院		大学院進学 ダイガクイン シンガク				内海						2017/7/11		塩尻市		長野県				4/1/14

		2014		機械工学科		S114011		柏井　寿允		1		男		1		1		S06866		深田工業㈱		フカダコウギョウ		愛知県		県外 ケンガイ		5．未上場										深田工業㈱		建設業 ケンセツギョウ		建設業 ケンセツギョウ		須川						2017.10.10		常総市		茨城県		県外 ケンガイ		4/1/14		4620809		愛知県名古屋市北区上飯田西町3丁目5番地		052-981-7591

		2014		機械工学科		S114012		金田　晃輔		1		男		1		1		Ｓ03081		㈱エグロ		エグロ		岡谷市		諏訪 スワ		5.未上場										㈱エグロ		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		板橋						2017.6.2		南アルプス市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		3940043		長野県岡谷市御倉町8-14		0266-23-5511

		2014		機械工学科		S114014		鎌倉　大		1		男		1		1		S00183		高砂熱学工業㈱		タカサゴネツガクコウギヨウ		東京都		県外 ケンガイ		1.1部上場										高砂熱学工業㈱		建設業 ケンセツギョウ		建設業 ケンセツギョウ		星野						2017.7.28		長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		1600022		東京都新宿区新宿6-27-30　新宿イーストサイドスクエア12F		03-3255-8212

		2014		機械工学科		S114017		木村　義貴		1		男		1		1		S03649		山二発條㈱		ヤマニハツジョウ		岡谷市		諏訪 スワ		5.未上場										山二発條㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		星野						2017.7.18		諏訪市		長野県		諏訪 スワ		4/1/14		3940035		長野県岡谷市天竜町2-1-8		0266-23-3939

		2014		機械工学科		S114018		熊田　昇太		1		男		1		1		U00001		長野県警察		ナガノケンケイサツ		北信		北信 ホクシン		－										*長野県警察（H29.9.21雷先生報告）		公務 コウム		公務 コウム		今村								香芝市		奈良県		県外 ケンガイ		4/1/14		3800837		長野県長野市大字南長野字幅下692-2		026-233-0110

		2014		機械工学科		S114019		古頭　治樹		1		男		1		1		Ｓ05201		㈱コーケン		コーケン		岡谷市		諏訪 スワ		5.未上場										㈱コーケン		建設業 ケンセツギョウ		建設業 ケンセツギョウ		竹増						2017.5.8		中央市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		3940000		長野県岡谷市2398-1		0266-22-7565

		2014		機械工学科		S114020		小林　駿太		1		男		1		1								中信 チュウシン		中信 チュウシン												*軌陸車テック(H29.6.29本人報告)						須川								松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14

		2014		機械工学科		S114021		小林　拓矢		1		男		1		1		S03759		㈱城南製作所		ジヨウナンセイサクショ		東信		東信 トウシン		5.未上場										㈱城南製作所		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		竹増						2017.9.19		甲斐市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		3860406		長野県上田市下丸子866-7		0268-41-1600

		2014		機械工学科		S114022		小林　竜一郎		1		男		1		1		S04175		㈱ミラプロ		ミラプロ		山梨県 ヤマナシケン		県外 ケンガイ				5月7日確定 ガツ ニチ カクテイ								*㈱ミラプロ(H29.6.28本人報告)						内海								甲府市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14

		2014		機械工学科		S114025		笹本　紘暉		1		男		1		1		Ｓ06843		㈱岡本工作機械製作所		オカモトコウサクキカイセイサクショ		群馬県		県外 ケンガイ		2．2部上場										㈱岡本工作機械製作所		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		雷		東洋精機工業㈱				2017.5.11		南アルプス市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		3790135		群馬県安中市郷原2993		027-385-5800

		2014		機械工学科		S114026		菅　翔一		1		男		1		1		S03430		太陽工業㈱		タイヨウコウギョウ		諏訪市		諏訪 スワ		5.未上場										太陽工業㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		國行								和泉市		大阪府		県外 ケンガイ		4/1/14		3920012		長野県諏訪市四賀107		0266-58-7000

		2014		機械工学科		S114027		関　健太		1		男		1		1		S00748		日本電産サンキョー㈱		ニホンデンサンサンキョー		下諏訪町		諏訪 スワ		1.1部上場										日本電産サンキョー㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		雷		㈱飯沼ゲージ製作所、㈱ティービーエム				2017.10.2		東御市		長野県		東信 トウシン		4/1/14		3930000		長野県諏訪郡下諏訪町5329		0266-27-3111

		2014		機械工学科		S114028		高木　竜一		1		男		1		1		Ｓ06203		㈱伸和精工		シンワセイコウ		南信		南信 ナンシン		5.未上場										㈱伸和精工*活動継続中		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		須川								上伊那郡辰野町		長野県		南信 ナンシン		4/1/14		3994601		長野県上伊那郡箕輪町中箕輪8650		0265-79-8546

		2014		機械工学科		S114029		髙橋　皇雅		1		男		1		1		Ｓ03107		㈱コヤマ		コヤマ		北信		北信 ホクシン		5.未上場										㈱コヤマ		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		内海		㈱青木固研究所				2017.5.31		長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		3812224		長野県長野市川中島町原1111		026-292-2700

		2014		機械工学科		S114032		田中　誠也		1		男		1		2																0039		諏訪東京理科大学大学院				諏訪東京理科大学大学院		大学院進学 ダイガクイン シンガク				内海								鳥栖市		佐賀県				4/1/14

		2014		機械工学科		S114030		滝澤　颯太		1		男		1		1		Ｓ06841		光洋機械産業㈱		コウヨウキカイサンギョウ		大阪府		県外 ケンガイ												光洋機械産業㈱		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		國行						2017.5.31		北佐久郡立科町		長野県		東信 トウシン		4/1/14		5410054		大阪府大阪市中央区南本町2丁目3番12号		06-6268-3100

		2014		機械工学科		S114033		中澤　晃樹		1		男		1		1		Ｓ03328		吉田工業㈱		ヨシダコウギョウ		東信		東信 トウシン		5.未上場										吉田工業㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		雷						2017.5.18		佐久市		長野県		東信 トウシン		4/1/14		3850000		長野県佐久市望月春日2707		0267-53-2151

		2014		機械工学科		S114035		羽賀　拓磨		1		男		1		2																0039		諏訪東京理科大学大学院				諏訪東京理科大学大学院		大学院進学 ダイガクイン シンガク				雷						2017.10.11		上越市		新潟県				4/1/14

		2014		機械工学科		S114034		中山　和己		1		男		1		1								東京都 トウキョウト		県外 ケンガイ												*㈱アクティオ(H29.10.12本人報告)						竹増								那須烏山市		栃木県		県外 ケンガイ		4/1/14

		2014		機械工学科		S114036		林　美豪		1		男		1		1		S00748		日本電産サンキョー㈱		ニホンデンサンサンキョー		下諏訪町		諏訪 スワ		1.1部上場										日本電産サンキョー㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		雷						2017.10.2		安曇野市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3930000		長野県諏訪郡下諏訪町5329		0266-27-3111

		2014		機械工学科		S114037		半田　翼		1		男		1		1		Ｓ01788		松山㈱		マツヤマ		東信		東信 トウシン		5.未上場										松山㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		竹増						2017.5.22		上田市		長野県		東信 トウシン		4/1/14		3860000		長野県上田市丸子大字塩川5155		0268-42-7500

		2014		機械工学科		S114038		朴　成哲		1		男		1		1		S01783		メイテックグループ		メイテツク		東京都		県外 ケンガイ		1.1部上場										メイテックグループ*活動継続中		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		星野						2017/6/14		足立区		東京都		県外 ケンガイ		4/1/14		1100005		東京都台東区上野1丁目1-10　オリックス上野1丁目ビル		03-6778-5100

		2014		機械工学科		S114040		古屋　祐樹		1		男		1		1		S02959		オリオン機械㈱		オリオンキカイ		北信		北信 ホクシン		5.未上場										オリオン機械		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		今村		㈱日本ピスコ、アート金属工業㈱				2017.6.1		南都留郡富士河口湖町		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		3820000		長野県須坂市大字幸高246		0262-45-1230

		2014		機械工学科		S114041		三木　亮太		1		男		1		1		S02937		アート金属工業㈱		アートキンゾクコウギョウ		東信		東信 トウシン		5.未上場										アート金属工業㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		板橋						2017.10.3		松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3860027		長野県上田市常磐城2-2-43		0268-25-8115

		2014		機械工学科		S114042		水谷　卓也		1		男		1		1		S00748		日本電産サンキョー㈱		ニホンデンサンサンキョー		下諏訪町		諏訪 スワ		1.1部上場										日本電産サンキョー㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		星野						H29.4.5		伊那市		長野県		南信 ナンシン		4/1/14		3930000		長野県諏訪郡下諏訪町5329		0266-27-3111

		2014		機械工学科		S114044		宮園　聡		1		男		1		3-3																						*3-3(H30.2.19本人報告)		その他進路 タ シンロ				内海								北杜市		山梨県				4/1/14

		2014		機械工学科		S114043		三井　康平		1		男		1		1		S03107		㈱コヤマ		コヤマ		北信		北信 ホクシン		5.未上場										㈱コヤマ		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		板橋						2017.8.31		長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		3812224		長野県長野市川中島町原1111		026-292-2700

		2014		機械工学科		S114045		村山　佳菜		1		女		1		1								愛知県 アイチケン		県外 ケンガイ												*竹田設計工業㈱(H29.6.27本人報告)						雷								松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14

		2014		機械工学科		S114046		百瀬　正隆		1		男		1		1		Ｓ03564		野村ユニソングループ		ノムラユニソングループ		茅野市		諏訪 スワ		5.未上場										野村ユニソングループ		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		星野						2017.6.12		茅野市		長野県		諏訪 スワ		4/1/14		391-0001		長野県茅野市ちの650		0266-72-6151

		2014		機械工学科		S114048		山浦　多恵		1		女		1		2																0039		諏訪東京理科大学大学院				諏訪東京理科大学大学院		大学院進学 ダイガクイン シンガク				内海						2017/7/12		上田市		長野県				4/1/14

		2014		機械工学科		S114047		柳澤　陽太		1		男		1		1		S08690		カザマエンジニアリング㈱		カザマエンジニアリング㈱		岡谷市 オカヤシ		諏訪 スワ												*1社内定あり(小松プレシジョン)2社選考中(H30,3,7本人報告)						今村		虚偽申告：内定8社(H29.6.27本人報告)、卒業見込みが立ったため就活再開(H30.2.16)						岡谷市		長野県		諏訪 スワ		4/1/14

		2014		機械工学科		S114049		山田　貴斗		1		男		1		1								北信		北信 ホクシン												*竹村製作所(H29.6.27本人報告)						今村								上伊那郡飯島町		長野県		南信 ナンシン		4/1/14

		2014		機械工学科		S114050		吉澤　伊織		1		男		1		1		S02937		アート金属工業㈱		アートキンゾクコウギョウ		東信		東信 トウシン		5.未上場										アート金属工業㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		板橋						H29.5.26		飯田市		長野県		南信 ナンシン		4/1/14		3860027		長野県上田市常磐城2-2-43		0268-25-8115

		2014		電気電子工学科		S214002		稲垣　圭祐		1		男		1		1		S06639		㈱テクノプロ　テクノプロ・デザイン社		テクノプロテクノプロデザインシャ		東京都		県外 ケンガイ		1.1部上場										㈱テクノプロ　テクノプロ・デザイン社		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		福田						2017.6.1		富士宮市		静岡県		県外 ケンガイ		4/1/14		1066135		東京都港区六本木六本木ヒルズ森タワー３５階		0120-061-940

		2014		電気電子工学科		S214003		内田　聖人		1		男		1		1		S03202		㈱ライト光機製作所		ライトコウキセイサクショ		諏訪市		諏訪 スワ		5.未上場										㈱ライト光機製作所		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		北村		信州吉野電気、ミスズ工業、ダイヤ精機製作所				2017.4.28		渋川市		群馬県		県外 ケンガイ		4/1/14		3920015		長野県諏訪市中洲3637		0266-52-3600

		2014		電気電子工学科		S214005		大浦　有貴		1		男		1		E																						進路登録票未提出						平田(陽)								盛岡市		岩手県				4/1/14

		2014		電気電子工学科		S214004		遠藤　弥		1		男		1		1		Ｓ06802		㈱三社電機イースタン		サンジャデンキイースタン		長野県		諏訪 スワ												㈱三社電機イースタン		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		福田						2017.6.17		上伊那郡箕輪町		長野県		南信 ナンシン		4/1/14		3910213		長野県茅野市豊平5335番地		0266-73-3322

		2014		電気電子工学科		S214009		加藤　拓実		1		男				E																						進路登録票未提出														甲府市		山梨県				4/1/14

		2014		電気電子工学科		S214010		蟹江　昂史		1		男				E																						進路登録票未提出														名古屋市		愛知県				4/1/14

		2014		電気電子工学科		S214012		栗原　正樹		1		男		1		1		S04917		日本非破壊検査㈱		ニホンヒハカイケンサ		東京都		県外 ケンガイ		5.未上場										日本非破壊検査㈱		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		石井						2017.7.25		稲敷市		茨城県		県外 ケンガイ		4/1/14		1430016		東京都大田区大森北4-4-3		03-3761-3521

		2014		電気電子工学科		S214014		小松　勇介		1		男		1		1		S03749		カネテック㈱		カネテック		東信		東信 トウシン		5.未上場										カネテック㈱		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		石井						2017.6.7		上田市		長野県		東信 トウシン		4/1/14		3861102		長野県上田市上田原1111		0268-24-1111

		2014		電気電子工学科		S214015		後藤　勇磨		1		男		1		1		Ｓ05844		第一精工㈱山梨工場		ダイイチセイコウ山梨工場		山梨県		県外 ケンガイ		1.1部上場										第一精工㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		王谷						Ｈ29.5.16		笛吹市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		4050032		山梨県山梨市正徳寺1816-1		0553-23-0450

		2014		電気電子工学科		S214016		三枝　伶		1		男		1		1		Ｓ06842		ファスフォードテクノロジ㈱		ファスフォードテクノロジ		山梨県		県外 ケンガイ		5．未上場										ファスフォードテクノロジ㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		王谷				2017.6.15				笛吹市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		4000212		山梨県南アルプス市下今諏訪610-5		055-284-6661

		2014		電気電子工学科		S214017		佐久　悠希		1		男		1		1		S01391		シナノケンシ㈱		シナノケンシ		東信		東信 トウシン		5.未上場										シナノケンシ㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		大島						H29.4.4		諏訪市		長野県		諏訪 スワ		4/1/14		3860000		長野県上田市上丸子1078		0268-41-1877

		2014		電気電子工学科		S214018		佐々木　祥太		1		男		1		1		S00983		㈱サンコー		サンコー		中信		中信 チュウシン		2.2部上場										㈱サンコー		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		石井						2017,10,11		松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3990702		長野県塩尻市広丘野村959		0263-52-2918

		2014		電気電子工学科		S214019		白鳥　唯人		1		男		1		1		Ｓ03169		㈱ハーモ		ハーモ		南信		南信 ナンシン		5.未上場										㈱ハーモ		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		平田(陽)						Ｈ29.5.26		上伊那郡箕輪町		長野県		南信 ナンシン		4/1/14		3994511		長野県上伊那郡南箕輪村4124-1		0265-72-0111

		2014		電気電子工学科		S214020		杉山　穂積		1		男		1		1		S02336		㈱フォーラムエンジニアリング		フオーラムエンジニアリング		東京都		県外 ケンガイ		5.未上場										㈱フォーラムエンジニアリング		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		大島						2017.5.28		諏訪郡下諏訪町		長野県		諏訪 スワ		4/1/14		1050001		東京都港区虎ノ門4--3-1 城山トラストタワー24F		03-5401-5562

		2014		電気電子工学科		S214021		竹内　康智		1		男		1		1		S03509		日信工業㈱		ニッシンコウギョウ		東信		東信 トウシン		1.1部上場										日信工業㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		北村						2017.8.3		中野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		3890514		長野県東御市加沢801		0268-21-2211

		2014		電気電子工学科		S214022		千葉　基史		1		男		1		1		S06850		株式会社エルムテック		エルムテック		東京都		県外 ケンガイ												株式会社エルムテック*活動継続中		建設業 ケンセツギョウ		建設業 ケンセツギョウ		北村						2017.8.25		富里市		千葉県		県外 ケンガイ		4/1/14		1040031		東京都中央区京橋2-9-12日本工築１号館		03-3561-6366

		2014		電気電子工学科		S214023		張　瑞		1		男				E																						進路登録票未提出																中国				4/1/14

		2014		電気電子工学科		S214024		鶴岡　ゆみ		1		女		1		1		S08672		㈱日本システムデザイン		ニホンシステムデザイン		東京都		県外 ケンガイ		5．未上場										㈱日本システムデザイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		渡邉						2017.4.19		市川市		千葉県		県外 ケンガイ		4/1/14		1010041		東京都千代田区神田須田町2-3-1　NBF神田須田町ビル6階		03-5256-5441

		2014		電気電子工学科		S214026		中田　智也		1		男		1		1		Ｓ00129		長野日本無線㈱		ナガノニホンムセン		北信		北信 ホクシン		2.2部上場										㈱長野日本無線		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		橋元						2017.5.31		長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		3812288		長野県長野市稲里町1163		026-285-1111

		2014		電気電子工学科		S214027		西海　裕人		1		男		1		1		Ｓ06650		日本システム開発㈱		ニホンシステムカイハツ		愛知県		県外 ケンガイ												日本システム開発㈱		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		橋元						2017.6.9		南アルプス市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		4500002		愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28　名古屋第二埼玉ビル7F		052‐551‐1861

		2014		電気電子工学科		S214028		原田　悟		1		男				E																						進路登録票未提出														安城市		愛知県				4/1/14

		2014		電気電子工学科		S214029		平山　明		1		男		1		1		S04284		㈱ネオシステム		ネオシステム		山梨県		県外 ケンガイ		5.未上場										㈱ネオシステム		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		北村		辞退：自衛隊（H29.11.16石井先生報告）				2017.11.30		甲州市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		4000031		山梨県甲府市丸の内2-8-3		055-220-1811

		2014		電気電子工学科		S214030		平山　智也		1		男		1		1		S03003		ハイランドリゾート㈱		ハイランドリゾート		山梨県		県外 ケンガイ		5.未上場										ハイランドリゾート㈱		宿泊業、飲食サービス業 シュクハク ギョウ インショク ギョウ		宿泊業、飲食サービス業 シュクハク ギョウ インショク ギョウ		渡邉						2019.5.12		富士吉田市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		4030017		山梨県富士吉田市新西原5-6-1		0555-22-1181

		2014		電気電子工学科		S214031		福森　南斗		1		男		1		1		S02916		㈱デンソーエアクール		デンソーエアクール		中信		中信 チュウシン		5.未上場										㈱デンソーエアクール		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		橋元						2017,5,2		伊賀市		三重県		県外 ケンガイ		4/1/14		3998286		長野県安曇野市豊科1000		0263-73-8409

		2014		電気電子工学科		S214032		藤城　和帆		1		男		1		1		Ｓ03107		㈱コヤマ		コヤマ		北信		北信 ホクシン		5.未上場										㈱コヤマ		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		平田(陽)						2017.5.31		埴科郡坂城町		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		3812224		長野県長野市川中島町原1111		026-292-2700

		2014		電気電子工学科		S214033		細野　将史		1		男		1		1		S03338		共立継器㈱		キョウリツケイキ		下諏訪町		諏訪 スワ		5.未上場										共立継器㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		王谷		TDS、岡谷電機産業				2017.6.10		諏訪郡下諏訪町		長野県		諏訪 スワ		4/1/14		3930087		長野県諏訪郡下諏訪町西鷹野町4684-1		0266-27-8910

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314006		岩垂　広樹		1		男		1		１		S08671		㈱アドバンス		アドバンス		南信		南信 ナンシン		5．未上場										㈱アドバンス		教育、学習支援業 キョウイク ガクシュウ シエン ギョウ		教育、学習支援業 キョウイク ガクシュウ シエン ギョウ		山口(武)						2017.6.16		松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3960026		長野県伊那市西町4848		0263-98-8462

		2014		電気電子工学科		S214034		丸山　椋雅		1		男		1		1		S06577		㈱アストロ電機		アストロデンキ		北信		北信 ホクシン		5.未上場										㈱アストロ電機		建設業 ケンセツギョウ		建設業 ケンセツギョウ		王谷						2017.10.25		安曇野市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3870018		長野県千曲市新田2003		026-273-2520

		2014		電気電子工学科		S214037		森山　悠也		1		男				E																						進路登録票未提出														日立市		茨城県				4/1/14

		2014		電気電子工学科		S214035		百瀬　優希		1		男		1		1		S03641		ティディエス㈱		ティディエス		岡谷市		諏訪 スワ		5.未上場										ティディエス㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		渡邉						2017.6.1		塩尻市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3940004		長野県岡谷市神明町2-5-5		0266-23-4517

		2014		電気電子工学科		S214038		両角　僚也		1		男		1		1		S05225		㈱シーテック		シーテック		愛知県		県外 ケンガイ		5.未上場										㈱シーテック		建設業 ケンセツギョウ		建設業 ケンセツギョウ		渡邉						2017.6.2		塩尻市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		4670804		愛知県名古屋市瑞穂区洲雲町4-45		052-852-6905

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314003		安念　太輔		1		男		1		1		S06859		㈱システムデザイン		システムデザイン		東京都		県外 ケンガイ		5．未上場										㈱システムデザイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		田邉						2017.10.6		甲斐市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		1360076		東京都江東区南砂2-36-10光陽ビル３階		03-5653-7011

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314004		石田　健太		1		男		1		1		S06858		㈱電翔		デンショウ		静岡		県外 ケンガイ												㈱電翔		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		平田(幸)						2017.6.19		島田市		静岡県		県外 ケンガイ		4/1/14		4200837		静岡県静岡市葵区日出町2-1		054-255-8947

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314007		大沼　正樹		1		男		1		1		S06854		㈱大崎コンピュータエンジニアリング		オオサキコンピュータエンジニアリング		東京		県外 ケンガイ		5．未上場										㈱大崎コンピュータエンジニアリング		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		田邉						2017.5.31		千葉市		千葉県		県外 ケンガイ		4/1/14		1410032		東京都品川区大崎1丁目11番2号		03-6810-9465

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314008		小河内　大樹		1		男		1		1		S03051		樫山工業㈱		カシヤマコウギョウ		東信		東信 トウシン		5.未上場										*樫山工業㈱(H29.6.27本人確認)		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		山口(武)								諏訪市		長野県		諏訪 スワ		4/1/14		3850012		長野県佐久市根々井15-10		0267-67-3311

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314009		小俣　大河		1		男		1		1		Ｓ03010		マリモ電子工業㈱		マリモデンシコウギョウ		東信		東信 トウシン		5.未上場										マリモ電子工業㈱		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		杉田		アプリケーションプランニング㈱				2017.5.29		北杜市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		3860032		長野県上田市諏訪形1071		0268-27-9644

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314011		片桐　悠輔		1		男		1		1		S01747		コンピュートロン㈱		コンピユートロン		群馬県		県外 ケンガイ		5.未上場										コンピュートロン㈱		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		水野						2017.9.5		川越市		埼玉県		県外 ケンガイ		4/1/14		3710855		群馬県前橋市問屋町1-11-2豊栄問屋町ビル		027-253-3411

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314012		金子　凌輔		1		男		1		1		S06424		㈱サンメディカル技術研究所		サンメディカルギジュツケンキュウショ		諏訪市		諏訪 スワ		5.未上場										㈱サンメディカル技術研究所		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		市川		㈱カネタ				2017.8.9		諏訪市		長野県		諏訪 スワ		4/1/14		3920012		長野県諏訪市四賀2990		0266-34-1900

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314013		上条　一矢		1		男		1		1		S04115		㈱テクノプロ　テクノプロ・エンジニアリング社		テクノプロテクノプロエンジニアリング		東京都		県外 ケンガイ		1.1部上場										㈱テクノプロ　テクノプロ・エンジニアリング社		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		山口(武)						H29.5.10		塩尻市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		1066135		東京都港区六本木六本木ヒルズ森タワー３５階		03-6311-7915

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314014		唐澤　愛華		1		女		1		1		S03175		㈱フォーラムエンジニアリング		フォーラムエンジニアリング		東京都		県外 ケンガイ		5.未上場										㈱フォーラムエンジニアリング		学術研究、専門。技術サービス ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ		学術研究、専門。技術サービス ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ		清水・井上						2017.7.26		松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		1050001		東京都港区虎ノ門4-3-1城山ＪＴトラストタワー24F		03-5401-5562

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314015		菊地　悠		1		男		1		2																0039		諏訪東京理科大学大学院				諏訪東京理科大学大学院		大学院進学 ダイガクイン シンガク				清水・井上						2017.7.12		足立区		東京都				4/1/14

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314016		桐本　貴史		1		男				E																						進路登録票未提出														大阪市		大阪府				4/1/14

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314018		倉科　英雄		1		男		1		1		S06714		TIS長野㈱		ティーアイエスナガノ		中信		中信 チュウシン		5.未上場										TIS長野㈱		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		水野						2017/6/21		長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		3900841		長野県松本市渚3-10-12		0263-26-5250

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314019		桑原　祐太		1		男		1		1		S03101		㈱ケイケンシステム		ケイケンシステム		北信		北信 ホクシン		5.未上場										㈱ケイケンシステム		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		平田(幸)						2017.5.12		長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		3800823		長野県長野市南千歳1-17-4		026-228-6644

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314021		駒村　百合子		1		女		1		1		Ｓ03540		八十二システム開発㈱		ハチジュウニシステム		北信		北信 ホクシン		5.未上場										八十二システム開発㈱		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		田邉		㈱システックス(辞退)				Ｈ29.5.30		長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		3800845		長野県長野市西後町1597-1		026-235-9800

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314022		權田　勇貴		1		男		1		1		S02336		㈱フォーラムエンジニアリング		フオーラムエンジニアリング		東京都		県外 ケンガイ		5.未上場										*㈱フォーラムエンジニアリング(H29.6.27本人確認)*他活動中		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		市川								塩尻市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		1050001		東京都港区虎ノ門4--3-1 城山トラストタワー24F		03-5401-5562

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314023		佐久間　凜太朗		1		男		1		1		S05642		株式会社北越ケーズ　		ホクリクケーズ		新潟県		県外 ケンガイ		5.未上場										㈱北越ケーズ		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		平田(幸)						2017.5.22		胎内市		新潟県		県外 ケンガイ		4/1/14		950-0941		新潟県新潟市中央区女池8-16-17		025-250-2210

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314025		佐々木　大地		1		男		1		3-5																						*3-5(H30.2.20水野先生報告)		その他進路 タ シンロ				平田(幸)								上田市		長野県				4/1/14

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314026		佐々木　遼生		1		男		1		1		S02953		ＮＳＫマイクロプレシジョン㈱		エヌエスケーマイクロプレシジョン		南信		南信 ナンシン		5.未上場										NSKマイクロプレシジョン㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		平田(幸)						2017.5.29		下伊那郡阿南町		長野県		南信 ナンシン		4/1/14		3993303		長野県下伊那郡松川町元大島2953		0265-36-3315

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314027		佐藤　竜河		1		男				E																						進路登録票未提出														伊勢崎市		群馬県				4/1/14

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314028		関　悠香		1		女		1		1		S02094		㈱メイテックフィルダーズ		メイテックフィルダーズ		東京都		県外 ケンガイ		5.未上場										㈱メイテックフィルダーズ		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		杉田						2017.4.3		諏訪市		長野県		諏訪 スワ		4/1/14		1070052		東京都港区赤坂8-5-26赤坂DSビル		03-5413-0480

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314031		武居　麻美		1		女				E																						進路登録票未提出														松本市		長野県				4/1/14

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314032		武居　裕樹		1		男		1		1		S00748		日本電産サンキョー㈱		ニホンデンサンサンキョー		下諏訪町		諏訪 スワ		1.1部上場										日本電産サンキョー㈱		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		清水・井上						2017.6.26		茅野市		長野県		諏訪 スワ		4/1/14		3930000		長野県諏訪郡下諏訪町5329		0266-27-3111

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314033		田中　亨宙		1		男		1		1		S08674		（有）アオキビルド		アオキビルド		北信		北信 ホクシン												（有）アオキビルド		学術研究、専門。技術サービス ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ		学術研究、専門。技術サービス ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ		水野						2017.12.25		松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3830053		長野県中野市草間1216-13		0269-22-5567

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314034		常見　憲吾		1		男				E																						進路登録票未提出														太田市		群馬県				4/1/14

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314035		轟　隆晴		1		男		1		1		S06113		㈱ベーシック		ベーシック		東京都		県外 ケンガイ		5.未上場										㈱ベーシック		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		清水・井上						2017/6/5		長野市		長野県		北信 ホクシン		4/1/14		1690075		東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル		03-3204-2241

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314036		土信田　和磨		1		男				E																						進路登録票未提出														東大和市		東京都				4/1/14

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314038		中村　泰希		1		男		1		1		S03149		㈱ツルヤ		ツルヤ		東信		東信 トウシン		5.未上場										㈱ツルヤ		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		市川						2017.7.23		松本市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3840005		長野県小諸市御幸町2-1-20		02672-2-3311

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314040		中村　佳樹		1		男				E																						進路登録票未提出														塩尻市		長野県				4/1/14

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314041		中村　龍哉		1		男		1		1		S05437		ジット㈱		ジット		山梨県		県外 ケンガイ		5.未上場										ジット㈱(本人報告)		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		平田(幸)						H29.4.28		北杜市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		4000413		山梨県南アルプス市和泉984-1		055-280-8105

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314044		林　大智		1		男		1		1		S03171		㈱パスカル		パスカル		東信		東信 トウシン		5.未上場										㈱パスカル		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		松江						H29.4.19		上伊那郡飯島町		長野県		南信 ナンシン		4/1/14		3850011		長野県佐久市猿久保881-8		0267-66-1991

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314045		原　潤一		1		男		1		1		Ｓ05480		㈱エヌ・ティ・ティエムイー		エヌティティエムイー		東京都		県外 ケンガイ		5.未上場										㈱エヌ・ティ・ティエムイー		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		松江						2017.5.29		飯田市		長野県		南信 ナンシン		4/1/14		1700013		東京都豊島区東池袋3-21-14（ＮＴＴ新池袋ビル）		03-5217-9139

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314046		檜野　龍一		1		男		1		1		S04192		浪速運送㈱ ナニワ ウンソウ		浪速運送㈱ ナニワ ウンソウ		大阪市 オオサカシ		県外 ケンガイ												*浪速運送㈱システム管理部門(H29.10.12本人報告)						山口(武)								明石市		兵庫県		県外 ケンガイ		4/1/14

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314047		樋本　開義		1		男				E																						進路登録票未提出														長野市		長野県				4/1/14

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314048		福澤　拓真		1		男		1		1		S06847		株式会社シーアイエス		シーアイエス		愛知県		県外 ケンガイ												㈱シーアイエス		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		松江		㈱シーテック、㈱ユウワ、トランス・コスモス㈱、㈱TOSYS、JESCOホールディングス㈱				2017.7.7		伊那市		長野県		南信 ナンシン		4/1/14		4600008		愛知県名古屋市中区栄3-11-31　グラスシティ栄9F		052-261-2182

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314049		藤森　洸佑		1		男		1		3-5																						*3-3(H30,3,7本人報告)		その他進路 タ シンロ				水野								諏訪市		長野県				4/1/14

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314052		前田　真由		1		女		1		2																００３９		諏訪東京理科大学大学院				諏訪東京理科大学大学院		大学院進学 ダイガクイン シンガク				清水・井上						2017.3.7		多治見市		岐阜県				4/1/14

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314053		町田　渉		1		男		1		1		S03010		マリモ電子工業㈱		マリモデンシコウギョウ		東信		東信 トウシン		5.未上場										マリモ電子工業㈱		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		市川						2017.5.29		上田市		長野県		東信 トウシン		4/1/14		3860032		長野県上田市諏訪形1071		0268-27-9644

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314054		松田　圭央		1		男		1		1		Ｓ00869		ソレキア㈱		ソレキア		東京都		県外 ケンガイ		3.店頭公開										ソレキア㈱		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリギョウ		水野						2017.6.22		北牟婁郡紀北町		三重県		県外 ケンガイ		4/1/14		1440051		東京都大田区西蒲田8-3-3		03-3732-1131

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314056		水野　慎梧		1		男		1		1		Ｓ06113		㈱ベーシック		ベーシック		東京都		県外 ケンガイ		5.未上場										㈱ベーシック		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		田邉						Ｈ29.5.2		江戸川区		東京都		県外 ケンガイ		4/1/14		1690075		東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル		03-3204-2241

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314057		宮下　陽介		1		男		1		1		S03242		㈱伸光製作所		シンコウセイサクショ		南信		南信 ナンシン		5.未上場										㈱伸光製作所		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		田邉						2017.8.29		伊那市		長野県		南信 ナンシン		4/1/14		3994601		長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪12238		0265-79-1301

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314058		村田　真広		1		男		1		1		Ｓ00983		㈱サンコー		サンコー		中信		中信 チュウシン		2.2部上場										㈱サンコー		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		水野						2017.5.11		塩尻市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3990702		長野県塩尻市広丘野村959		0263-52-2918

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314059		望月　澪		1		男		1		1		Ｓ06567		㈱さなる(佐鳴予備校)		サナル		東京都		県外 ケンガイ		5.未上場										㈱さなる(佐鳴予備校)		教育、学習支援業 キョウイク ガクシュウ シエン ギョウ		教育、学習支援業 キョウイク ガクシュウ シエン ギョウ		杉田		㈱ＥＮＥＯＳサンエネルギー				2017.6.1		富士市		静岡県		県外 ケンガイ		4/1/14		1600023		東京都新宿区西新宿3-2-8		3-3347-1376

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314063		山﨑　麗果		1		女		1		1		S02094		㈱メイテックフィルダーズ		メイテックフィルダーズ		東京都		県外 ケンガイ		5.未上場										㈱メイテックフィルダーズ		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		杉田						2017.4.3		北杜市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		1070052		東京都港区赤坂8-5-26赤坂DSビル		03-5413-0480

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314064		吉池　太樹		1		男		1		1		S03650		㈱イングスシナノ		イングスシナノ		下諏訪町		諏訪 スワ		5.未上場										㈱イングスシナノ		製造業 セイゾウギョウ		製造業 セイゾウギョウ		清水・井上						2017.11.2		塩尻市		長野県		中信 チュウシン		4/1/14		3930000		長野県諏訪郡下諏訪町四王5415		0266-27-8851

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314065		若林　翔太		1		男		1		1		Ｓ06259		㈱関電工		カンデンコウ		東京都		県外 ケンガイ		1.1部上場										㈱関電工		建設業 ケンセツギョウ		建設業 ケンセツギョウ		松江								甲府市		山梨県		県外 ケンガイ		4/1/14		1080023		東京都港区芝浦4-8-33		03-5476-3357

		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314481		大築　拓真		1		男		1		2																0028		東京理科大学大学院				東京理科大学大学院		大学院進学 ダイガクイン シンガク				田邉						2017.7.7		平塚市		神奈川県				4/1/16





進路内定状況 (5.1)





						卒業者 ソツギョウ		就職希望者 シュウショク キボウ シャ		就職者 シュウショク シャ		就職率 シュウショク リツ		進学希望者 シンガク キボウシャ		進学者 シンガク シャ		進学率 シンガク リツ		その他希望者 ホカ キボウシャ												その他 ホカ												社会人 シャカイ ジン				進路決定率 シンロ ケッテイ リツ

																						※1		※2		※3		※4		※5				※1		※2		※3		※4		※5

		全体 ゼンタイ		学部合計 ガクブ ゴウケイ		152		138		137		99.3%		7		7		100.0%		7		1		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0				99.3%

																						0		0		0		0		2				0		0		0		0		0

				通常進級生 ツウジョウ シンキュウ セイ		139		126		125		99.2%		7		7		100.0%		6		1		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		0				99.2%

																						0		0		0		0		1				0		0		0		0		0

				原級生 ゲンキュウ セイ		13		12		12		100.0%		0		0		0.0%		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				100.0%

																						0		0		0		0		1				0		0		0		0		0

		工学部 コウガクブ		工学部 コウガクブ		108		98		97		99.0%		7		7		100.0%		3		1		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0				99.0%

																						0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				機械工学科合計 キカイ コウガッカ ゴウケイ		43		38		37		97.4%		4		4		100.0%		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				97.6%

																						0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		25		25		25		100.0%		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				100.0%

																						0		0		0		0		0				0		0		0		0		0										通常進級生 ツウジョウ シンキュウ セイ

				コンピュータメディア工学科 コウガッカ		40		35		35		100.0%		3		3		100.0%		2		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0				100.0%				学科名				性別		就職希望 シュウショク キボウ		就職内定 シュウショク ナイテイ		進学希望 シンガク キボウ		進学内定 シンガク ナイテイ		その他希望 タ キボウ												その他 タ												卒見不可 ソツ ミ フカ		社会人 シャカイ ジン		合計 ゴウケイ

																						0		0		0		0		0				0		0		0		0		0																A		1		B		2		C		C-1		C-2		C-3		C-4		C-5		3		3―1		3―2		3―3		3―4		3―5		E

		システム工学部 コウガクブ		システム工学部 コウガクブ		9		9		9		100.0%		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				100.0%				機械				男		1		36		0		3		0												1												1		0		42

																						0		0		0		0		0				0		0		0		0		0														女		0		1		0		1		0												0												0		0		2

				電子システム工学科 デンシ コウガッカ		5		5		5		100.0%		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				100.0%				電気電子 デンキ デンシ				男		0		24		0		0		0												0												6		0		30

																						0		0		0		0		0				0		0		0		0		0														女		0		1		0		0		0												0												0		0		1

				機械システム工学科 キカイ コウガッカ		4		4		4		100.0%		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				100.0%				コンピュータメディア				男		0		31		0		2		0												2												6		0		41

																						0		0		0		0		0				0		0		0		0		0														女		0		4		0		1		0												0												1		0		6

		経営情報学部 ケイエイ ジョウホウ ガクブ		経営情報学部 ケイエイ ジョウホウ ガクブ		35		31		31		100.0%		0		0		0.0%		4		0		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0				100.0%				経営情報 ケイエイ ジョウホウ				男		0		24		0		0		0												3												8		0		35

																						0		0		0		0		1				0		0		0		0		0														女		0		4		0		0		0												0												0		0		4

				通常進級生 ツウジョウ シンキュウ セイ		31		28		28		100.0%		0		0		0.0%		3		0		0		0		0		0		3												0				100.0%				大学院 ダイガクイン		修士 シュウシ		男 オトコ		0		7		0		1		0												0												0		0		8

																																																								女 オンナ		0		0		0		0		0												0												0		0		0

				原級生 ゲンキュウ セイ		4		3		3		100.0%		0		0		0.0%		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				100.0%						博士 ハカセ		男 オトコ		0		0		0		0		0												0												0		0		0

																						0		0		0		0		1				0		0		0		0		0														女 オンナ		0		0		0		0		0												0												0		0		0



		大学院 ダイガクイン		院合計 イン ゴウケイ		8		7		7		100.0%		1		1		100.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				100.0%				原級生

																						0		0		0		0		0				0		0		0		0		0										学科名				性別		就職希望		就職内定		進学希望		進学内定		その他希望												その他内定												卒業不可 ソツギョウ フカ		社会人 シャカイ ジン		合計

				修士 シュウシ		8		7		7		100.0%		1		1		100.0%		0		0		0		0		0		0		0												0				100.0%										A		1		B		2		C		C-1		C-2		C-3		C-4		C-5		3		3―1		3―2		3―3		3―4		3―5		E

																						0		0		0		0		0																						電子ｼｽﾃﾑ				男		0		5		0		0		0												0												3		0		8

				博士 ハカセ		0		0		0		0.0%		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0												0				0.0%								女		0		0		0		0		0												0												1		0		1

																						0		0		0		0		0																						機械ｼｽﾃﾑ				男		0		4		0		0		0												0												3		0		7

																																																								女		0		0		0		0		0												0												0		0		3

				※進学内定者は大学院進学予定者。 シンガク ナイテイシャ ダイガクイン シンガク ヨテイシャ																																																経営情報学科				男		0		3		0		0		0												0												12		0		15

				※その他希望者は就職または大学院以外の進路希望。 タ キボウシャ シュウショク ダイガクイン イガイ シンロ キボウ																																																				女		0		0		0		0		0												1												0		0		1







進路内定状況(5.10)





						卒業者 ソツギョウ		就職希望者 シュウショク キボウ シャ		就職者 シュウショク シャ		就職率 シュウショク リツ		進学希望者 シンガク キボウシャ		進学者 シンガク シャ		進学率 シンガク リツ		その他希望者 ホカ キボウシャ												その他 ホカ												社会人 シャカイ ジン				進路決定率 シンロ ケッテイ リツ

																						※1		※2		※3		※4		※5				※1		※2		※3		※4		※5

		全体 ゼンタイ		学部合計 ガクブ ゴウケイ		152		138		138		100.0%		7		7		100.0%		7		1		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0				100.0%

																						0		0		0		0		2				0		0		0		0		0

				通常進級生 ツウジョウ シンキュウ セイ		139		126		126		100.0%		7		7		100.0%		6		1		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		0				100.0%

																						0		0		0		0		1				0		0		0		0		0

				原級生 ゲンキュウ セイ		13		12		12		100.0%		0		0		0.0%		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				100.0%

																						0		0		0		0		1				0		0		0		0		0

		工学部 コウガクブ		工学部 コウガクブ		108		98		98		100.0%		7		7		100.0%		3		1		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0				100.0%

																						0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				機械工学科合計 キカイ コウガッカ ゴウケイ		43		38		38		100.0%		4		4		100.0%		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				100.0%

																						0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				電気電子工学科 デンキ デンシ コウガッカ		25		25		25		100.0%		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				100.0%

																						0		0		0		0		0				0		0		0		0		0										通常進級生 ツウジョウ シンキュウ セイ

				コンピュータメディア工学科 コウガッカ		40		35		35		100.0%		3		3		100.0%		2		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0				100.0%				学科名				性別		就職希望 シュウショク キボウ		就職内定 シュウショク ナイテイ		進学希望 シンガク キボウ		進学内定 シンガク ナイテイ		その他希望 タ キボウ												その他 タ												卒見不可 ソツ ミ フカ		社会人 シャカイ ジン		合計 ゴウケイ

																						0		0		0		0		0				0		0		0		0		0																A		1		B		2		C		C-1		C-2		C-3		C-4		C-5		3		3―1		3―2		3―3		3―4		3―5		E

		システム工学部 コウガクブ		システム工学部 コウガクブ		9		9		9		100.0%		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				100.0%				機械				男		0		37		0		3		0												1												1		0		42

																						0		0		0		0		0				0		0		0		0		0														女		0		1		0		1		0												0												0		0		2

				電子システム工学科 デンシ コウガッカ		5		5		5		100.0%		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				100.0%				電気電子 デンキ デンシ				男		0		24		0		0		0												0												6		0		30

																						0		0		0		0		0				0		0		0		0		0														女		0		1		0		0		0												0												0		0		1

				機械システム工学科 キカイ コウガッカ		4		4		4		100.0%		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				100.0%				コンピュータメディア				男		0		31		0		2		0												2												6		0		41

																						0		0		0		0		0				0		0		0		0		0														女		0		4		0		1		0												0												1		0		6

		経営情報学部 ケイエイ ジョウホウ ガクブ		経営情報学部 ケイエイ ジョウホウ ガクブ		35		31		31		100.0%		0		0		0.0%		4		0		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0				100.0%				経営情報 ケイエイ ジョウホウ				男		0		24		0		0		0												3												8		0		35

																						0		0		0		0		1				0		0		0		0		0														女		0		4		0		0		0												0												0		0		4

				通常進級生 ツウジョウ シンキュウ セイ		31		28		28		100.0%		0		0		0.0%		3		0		0		0		0		0		3												0				100.0%				大学院 ダイガクイン		修士 シュウシ		男 オトコ		0		7		0		1		0												0												0		0		8

																																																								女 オンナ		0		0		0		0		0												0												0		0		0

				原級生 ゲンキュウ セイ		4		3		3		100.0%		0		0		0.0%		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				100.0%						博士 ハカセ		男 オトコ		0		0		0		0		0												0												0		0		0

																						0		0		0		0		1				0		0		0		0		0														女 オンナ		0		0		0		0		0												0												0		0		0



		大学院 ダイガクイン		院合計 イン ゴウケイ		8		7		7		100.0%		1		1		100.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				100.0%				原級生

																						0		0		0		0		0				0		0		0		0		0										学科名				性別		就職希望		就職内定		進学希望		進学内定		その他希望												その他内定												卒業不可 ソツギョウ フカ		社会人 シャカイ ジン		合計

				修士 シュウシ		8		7		7		100.0%		1		1		100.0%		0		0		0		0		0		0		0												0				100.0%										A		1		B		2		C		C-1		C-2		C-3		C-4		C-5		3		3―1		3―2		3―3		3―4		3―5		E

																						0		0		0		0		0																						電子ｼｽﾃﾑ				男		0		5		0		0		0												0												3		0		8

				博士 ハカセ		0		0		0		0.0%		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0												0				0.0%								女		0		0		0		0		0												0												1		0		1

																						0		0		0		0		0																						機械ｼｽﾃﾑ				男		0		4		0		0		0												0												3		0		7

																																																								女		0		0		0		0		0												0												0		0		3

				※進学内定者は大学院進学予定者。 シンガク ナイテイシャ ダイガクイン シンガク ヨテイシャ																																																経営情報学科				男		0		3		0		0		0												0												12		0		15

				※その他希望者は就職または大学院以外の進路希望。 タ キボウシャ シュウショク ダイガクイン イガイ シンロ キボウ																																																				女		0		0		0		0		0												1												0		0		1







都道府県別就職者【学部】 (5.1)

		都道府県 トドウフケン				システム工学部 コウガクブ				工学部 コウガクブ						経営情報学部 ケイエイ ジョウホウ ガクブ		合計 ゴウケイ

						電子システム工学科 デンシ コウガクカ		機械システム工学科 キカイ コウガクカ		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガクカ		機械工学科 キカイ コウガクカ		コンピュータメディア工学科 コウガクカ		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ

		長野県 ナガノケン		諏訪地域 スワ チイキ		2				4		10		3		8		27				信州大学大学院		1

				北　  　信 キタ シン		1		2		3		6		3		3		18				諏訪東京理科大学大学院		5

				中　  　信 ナカ シン						3		3		2		4		12				東京理科大学大学院		1

				東　  　信 アズマ シン		1				3		6		5		1		16

				南　  　信 ミナミ シン						1		1		3		3		8

				合　　  計 ゴウ ケイ		4		2		14		26		16		19		81



		東   京   都 ヒガシ キョウ ミヤコ						2		5		5		13		5		30

		山　 梨　 県 ヤマ ナシ ケン								4		2		1		4		11

		愛　 知　 県 アイ チ ケン								2		2		1				5

		群 　馬　 県 グン ウマ ケン										1		1		1		3

		新　 潟 　県 シン カタ ケン												1				1

		埼 　玉　 県 サキ タマ ケン				1												1

		大　 阪　 府 ダイ サカ フ										2		1				3

		静 　岡 　県 セイ オカ ケン												1				1

		福 　島　 県 フク シマ ケン														1		1

		茨　 城 　県 イバラ シロ ケン														1		1

		県外合計 ケンガイ ゴウケイ				1		2		11		12		19		12		57





都道府県別就職者【学部】(5.10)

		都道府県 トドウフケン				システム工学部 コウガクブ				工学部 コウガクブ						経営情報学部 ケイエイ ジョウホウ ガクブ		合計 ゴウケイ

						電子システム工学科 デンシ コウガクカ		機械システム工学科 キカイ コウガクカ		電気電子工学科 デンキ デンシ コウガクカ		機械工学科 キカイ コウガクカ		コンピュータメディア工学科 コウガクカ		経営情報学科 ケイエイ ジョウホウ ガッカ

		長野県 ナガノケン		諏訪地域 スワ チイキ		2				4		10		3		8		27				信州大学大学院		1

				北　  　信 キタ シン		1		2		3		6		3		3		18				諏訪東京理科大学大学院		5

				中　  　信 ナカ シン						3		3		2		4		12				東京理科大学大学院		1

				東　  　信 アズマ シン		1				3		6		5		1		16

				南　  　信 ミナミ シン						1		1		3		3		8

				合　　  計 ゴウ ケイ		4		2		14		26		16		19		81



		東   京   都 ヒガシ キョウ ミヤコ						2		5		5		13		5		30

		山　 梨　 県 ヤマ ナシ ケン								4		2		1		4		11

		愛　 知　 県 アイ チ ケン								2		2		1				5

		群 　馬　 県 グン ウマ ケン										1		1		1		3

		新　 潟 　県 シン カタ ケン												1				1

		埼 　玉　 県 サキ タマ ケン				1												1

		大　 阪　 府 ダイ サカ フ										2		1				3

		静 　岡 　県 セイ オカ ケン												1				1

		福 　島　 県 フク シマ ケン														1		1

		茨　 城 　県 イバラ シロ ケン														1		1

		県外合計 ケンガイ ゴウケイ				1		2		11		12		19		12		57





ピポットテーブル

		データの個数 / 氏名		列ラベル

		行ラベル		機械工学科		機械ｼｽﾃﾑ工学科		電子ｼｽﾃﾑ工学科		電気電子工学科		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		経営情報学科		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　博士後期課程		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		総計

		分類不能産業												1						1

		不動産業、物品賃貸業		1										1						2

		電気・ガス・熱供給・水道業		1																1

		大学院進学		4								3						1		8

		製造業		26		3		3		14		9		7		1		1		64

		生活関連サービス業、娯楽業												1						1

		情報通信業		1		1				4		13		9				2		30

		宿泊業、飲食サービス業						1		1										2

		左記以外												3				1		4

		公務(他に分類されるものを除く)		1																1

		建設業		3						3		1		1				2		10

		教育、学習支援業										2								2

		学術研究、専門・技術サービス業								1		1		2						4

		卸売業、小売業		2				1		1		3		6						13

		運輸業										1								1

		その他進路		1								2		4						7

		サービス業(他に分類されないもの)		3						1		5						1		10

		総計		43		4		5		25		40		35		1		8		161





経営

		行ラベル		経営情報学科

		情報通信業		9

		製造業		7

		卸売業、小売業		6

		学術研究、専門・技術サービス業		2

		その他産業 サンギョウ		7

		その他進路		4



		総計		35





情報通信業	製造業	卸売業、小売業	学術研究、専門・技術サービス業	その他産業	その他進路	9	7	6	2	7	4	



メディア

		行ラベル		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科

		情報通信業		13

		製造業		9

		サービス業(他に分類されないもの)		5

		卸売業、小売業		3

		教育、学習支援業		2

		その他産業 サンギョウ		3

		大学院進学		3

		その他進路		2



		総計		40





情報通信業	製造業	サービス業(他に分類されないもの)	卸売業、小売業	教育、学習支援業	その他産業	大学院進学	その他進路	13	9	5	3	2	3	3	2	



電電・電シ

		行ラベル		電子ｼｽﾃﾑ工学科		電気電子工学科		合計 ゴウケイ

		製造業		3		14		17

		情報通信業				4		4

		建設業				3		3

		宿泊業、飲食サービス業		1		1		2

		卸売業、小売業		1		1		2

		その他産業 タ サンギョウ				2		2



		総計		5		25		30





製造業	情報通信業	建設業	宿泊業、飲食サービス業	卸売業、小売業	その他産業	17	4	3	2	2	2	



機械・機シ

		行ラベル		機械工学科		機械ｼｽﾃﾑ工学科		合計 ゴウケイ

		製造業		26		3		29

		建設業		3				3

		サービス業(他に分類されないもの)		3				3

		情報通信業		1		1		2

		卸売業、小売業		2				2

		その他産業 サンギョウ		3				3

		大学院進学		4				4

		その他進路		1				1



		総計		43		4		47





製造業	建設業	サービス業(他に分類されないもの)	情報通信業	卸売業、小売業	その他産業	大学院進学	その他進路	29	3	3	2	2	3	4	1	



業種の割合改　原本

		年度 ネンド		性別		属性記号 ゾクセイ キゴウ		属性 ゾクセイ		産業分類(大分類) サンギョウ ブンルイ ダイブンルイ		産業分類(中分類) サンギョウ ブンルイ チュウブンルイ		産業別 サンギョウ ベツ		職業別 ショクギョウ ベツ		学年		学科・専攻名		学籍番号		氏名		在籍		性別		卒見コード		進路コード		会社コード		会社名		フリガナ		Expr1011		株式		大学院コード		大学院名		進路		産業コード改訂版		所属研究室		内定先一覧		勤務予定地		内定時期		実家所在地域		実家所在県		Expr1023		〒		住所１		℡		地域		承認日

		平成24年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリ ギョウ		機械器具小売業 キカイ キグ コウリギョウ		I2		d		2012		電子ｼｽﾃﾑ工学科		G112043		小林　尚人		1		男		1		1		S03621		㈱甲信マツダ		コウシンマツダ		北信		5.未上場						㈱甲信マツダ		59		平田(陽)						2017.7.21		長野市		長野県		4/1/12		3800935		長野県長野市中御所1-27-22		026-226-0294		北信		4/1/12

		平成25年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		業務用機械器具製造業 ギョウムヨウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E6		b3機械 キカイ		2013		電子ｼｽﾃﾑ工学科		G113012		岩下　和輝		1		男		1		1		S06846		株式会社ナガオカ製作所		ナガオカセイサクショ		東信								㈱ナガオカ製作所		27		福田						2017.6.9		佐久市		長野県		4/1/13		3842300		長野県北佐久郡立科町大字芦田1829		0267-56-1259		東信		4/1/13

		平成25年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		その他の製造業 タ セイゾウギョウ		E10		b4その他 タ		2013		電子ｼｽﾃﾑ工学科		G113049		髙木　哲平		1		男		1		1		S03059		㈱アイン		アイン		茅野市		5.未上場						㈱アイン		32		橋元						2017.10.1		上田市		長野県		4/1/13		3910213		長野県茅野市豊平374-2		0266-72-7003		茅野市		4/1/13

		平成25年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		宿泊業、飲食サービス業 シュクハク ギョウ インショク ギョウ		飲食店 インショク テン		M		e		2013		電子ｼｽﾃﾑ工学科		G113075		丸山　いぶき		1		男		1		1		S08675		(有)オオクボ		オオクボ		埼玉県		5．未上場						(有)オオクボ		76		石井						2017.12.1		松本市		長野県		4/1/13		3691246		埼玉県深谷市小前田654-2				埼玉県		4/1/13

		平成25年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		業務用機械器具製造業 ギョウムヨウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E6		b3機械 キカイ		2013		電子ｼｽﾃﾑ工学科		G113086		横田　昌信		1		男		1		1		S03142		㈱タクト		タクト		茅野市		5.未上場						㈱タクト		27		福田						2017.7.3		千曲市		長野県		4/1/13		3910001		長野県茅野市ちの丁田2762-8		0266-73-3277		茅野市		4/1/13

		平成24年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		食料品製造業 ショクリョウヒン セイゾウギョウ		E1		b4機械 キカイ		2012		機械ｼｽﾃﾑ工学科		G212001		青木　一樹		1		男				1		S03008		ホクト㈱		ホクト		北信		1.1部上場						ホクト㈱		09				A→E(H29.2.14雷先生報告)				2017,9,4		塩尻市		長野県		4/1/12		3810016		長野県長野市南堀138-1		026-259-5956		北信		4/1/12

		平成24年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2012		機械ｼｽﾃﾑ工学科		G212022		篠崎　仁宏		1		男		1		1		S08689		㈱トスビークリエイション		トスビークリエイション		東京都		5．未上場						㈱トスビークリエイション		39		市川						2018.1.25		台東区		東京都		4/1/12		1160013		東京都荒川区西日暮里5-2-4		03-6806-7730		東京都		4/1/12

		平成25年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		輸送機械器具製造業 ユソウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E9		b4機械 キカイ		2013		機械ｼｽﾃﾑ工学科		G213007		植松　貴大		1		男		1		1		Ｓ03283		㈱都筑製作所		ツヅキセイサクショ		北信		5.未上場						㈱都筑製作所		31		板橋						2017.7.25		長野市		長野県		4/1/13		3890681		長野県埴科郡坂城町坂城6649-1		0268-82-2800		北信		4/1/13

		平成25年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		飲料・たばこ・飼料製造業 インリョウ シリョウ セイゾウギョウ		E1		b4その他 タ		2013		機械ｼｽﾃﾑ工学科		G213046		林　雅人		1		男		1		1		S08687		株式会社サーフビバレッジ		サーフビバレッジ		東京都		5．未上場						株式会社サーフビバレジ		10		須川						2017.6.15		甲斐市		山梨県		4/1/13		1510051		東京都渋谷区千駄ヶ谷3-60-5		03-5414-2120		東京都		4/1/13

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電子部品・デバイス・電子回路製造業 デンシ ブヒン デンシ カイロ セイゾウギョウ		E7		b3電気 デンキ		2015		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　博士後期課程		GH15701		小林　心		1		男		1		1		S01389		シチズン電子㈱		シチズンデンシ		山梨県		3.店頭公開						シチズン電子㈱		28		大島						H29.5.9		北杜市		山梨県		4/1/15		4030001		山梨県富士吉田市上暮地1-23-1		0555-23-4121		山梨県		4/1/15

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		建設業 ケンセツギョウ		総合工事業 ソウゴウ コウジギョウ		D		b5		2016		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		GH16601		飯野　太智		1		男		1		1		S00458		㈱ヤマウラ		ヤマウラ		南信		1.1部上場						㈱ヤマウラ		06		平田(陽)						2017.8.		南アルプス市		山梨県		4/1/16		3994111		長野県駒ケ根市北町22-1		0265-81-6010		南信		4/1/16

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2016		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		GH16602		大久保　利亮		1		男		1		1		S02186		エプソンアヴァシス㈱		エプソンアヴァシス		東信		5.未上場						エプソンアヴァシス㈱		39		広瀬						2017/6/1		長野市		長野県		4/1/16		3861214		長野県上田市大字下之郷乙1077-5上田リサーチパーク内		0268-37-1211		東信		4/1/16

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		通信業 ツウシンギョウ		G		b6		2016		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		GH16603		宜野座　直岐		1		男		1		1		Ｓ05634		ドコモ・テクノロジ㈱		ドコモテクノロジ		東京都		5.未上場						ドコモ・テクノロジ㈱		37		松江						2017.6.6		さいたま市		埼玉県		4/1/16		1070052		東京都港区赤坂2丁目4番5号 国際赤坂ビル		03-5114-7949		東京都		4/1/16

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウ ショウカイ ロウドウシャ ハケン ギョウ		R2		b4その他 タ		2016		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		GH16604		黒岩　智彦		1		男		1		1		S02094		㈱メイテックフィルダーズ		メイテックフィルダーズ		東京都		5.未上場						㈱メイテックフィルダーズ		91		清水		東洋計器、フォーラムエンジニアリング				2017.6.23		松本市		長野県		4/1/16		1070052		東京都港区赤坂8-5-26赤坂DSビル		03-5413-0480		東京都		4/1/16

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		A		大学院研究科　進学 ダイガクイン ケンキュウカ シンガク		大学院進学 ダイガクイン シンガク								2016		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		GH16605		桑野　航平		1		男		1		2												0028		東京理科大学大学院		*東京理科大学大学院　博士後期課程				渡邉								富士見市		埼玉県		4/1/16										4/1/16

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b4電気 デンキ		2016		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		GH16606		坪田　俊哉		1		男		1		1		Ｓ01912		シスメックス㈱		シスメツクス		兵庫県		1.1部上場						シスメックス㈱		29		清水		㈱デンソーエアシステムズ、㈱コスモ				2017.6.19		松本市		長野県		4/1/16		6510073		兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1		078-265-0500		兵庫県		4/1/16

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		左記以外 サキ イガイ		左記以外 サキ イガイ		左記以外 サキ イガイ				2016		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		GH16607		橋本　尚希		1		男		1		1				内定2社*（本人報告）												内定2社*（本人報告）				清水								佐倉市		千葉県		4/1/16										4/1/16

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		建設業 ケンセツギョウ		設備工事業 セツビ コウジ ギョウ		D		b5		2016		工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻　修士課程		GH16608		久岡　達夫		1		男		1		1		S05926		パナソニックESエンジニアリング㈱		パナソニックイーエスエンジニアリング		大阪府								パナソニックESエンジニアリング㈱		08		清水						H29.4.19		札幌市		北海道		4/1/16		5406135		大阪府中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー35階		06-6910-0131		大阪府		4/1/16

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリ ギョウ		飲食料品小売業 インショク リョウ ヒン コウリギョウ		I2		e		2014		経営情報学科		H114023		進藤　僚亮		1		男		1		1		S04853		㈱いちやまマート		イチヤママート		山梨県		5.未上場						*㈱いちやまマート（H29.9.21山田先生報告）		58		五味								北杜市		山梨県		4/1/14		4093803		山梨県中央市玉穂若宮50-1		055-278-6000		山梨県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		分類不能産業 ブンルイ フノウ サンギョウ ギョウ		分類不能産業 ブンルイ フノウ サンギョウ		左記以外 サキ イガイ				2014		経営情報学科		H114030		中村　祐輔		1		男		1		1		S06573		㈱HRインキュベータ		エイチアールインキュベータ		東京都		5.未上場						㈱HRインキュベータ		99		奥原						2017.8.30		下伊那郡阿智村		長野県		4/1/14		1600004		東京都新宿区四谷2-11-6　FORECAST四谷　5F		03-5341-4890		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		女		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		経営情報学科		H114016		金兒　樹		1		女		1		1		Ｓ01901		㈱オービックビジネスコンサルタント		オービツクビジネスコンサルタント		東京都		3.店頭公開						㈱オービックビジネスコンサルタント		39		広瀬						2017.6.9		長野市		長野県		4/1/14		1636032		東京都新宿区西新宿住友不動産新宿オークタワー32F		03-3342-1880		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリ ギョウ		その他の小売業 タ コウリギョウ		I2		d		2014		経営情報学科		H114038		丸山　大伍		1		男		1		1		S04519		㈱クスリのサンロード		クスリノサンロード		山梨県		5.未上場						クスリのサンロード*他活動中		60		五味		㈱サンコーレンタル				2017.6.21		長野市		長野県		4/1/14		4000045		山梨県甲府市後屋町452		055-243-1550		山梨県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		経営情報学科		H114041		山下　裕也		1		男		1		1		S04813		㈱サイビス		サイビス		中信		5.未上場						㈱サイビス		39		三代沢						H29.4.27		安曇野市		長野県		4/1/14		3900815		長野県松本市深志1-2-2野田ビル4階		0263-31-8151		中信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		経営情報学科		H114402		曾山　晃礎斗		1		男		1		1		S06855		㈱JR東日本情報システム		ジェーアールヒガシニホンジョウホウシステム		東京								㈱JR東日本システム		39		三代沢						2017.5月末		品川区		東京都		4/1/15		1690072		東京都新宿区大久保三丁目8番2号　ガーデンタワー7F　		03-5309-5209		東京		4/1/15

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		学術研究、専門・技術サービス業 ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ ギョウ		技術サービス業(他に分類されないもの) ギジュツ ギョウ ホカ ブンルイ		L3		b5		2014		経営情報学科		H114010		小川　玄起		1		男		1		1		S08673		中部測量㈱		チュウブソクリョウ		中信		5．未上場						中部測量㈱		74		飯田						2017,9,18		安曇野市		長野県		4/1/14		3990000		長野県松本市倭3085-1				中信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリ ギョウ		飲食料品卸売業 インショク リョウ ヒン オロシウリギョウ		I1		d		2014		経営情報学科		H114481		尾方　聖		1		男		1		1		S03855		㈱長印		チョウジルシ		北信		5.未上場						㈱長印		52		鳥居						2017.7		長野市		長野県		4/1/15		3812202		長野県長野市市場3-1		026-285-3333		北信		4/1/15

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		不動産業、物品賃貸業 フドウサン ギョウ ブッピン チンタイギョウ		不動産賃貸業・管理業 フドウサン チンタイギョウ カンリ ギョウ		K1		d		2014		経営情報学科		H114040		矢島　有都		1		男		1		1		S06868		㈱チンタイバンク		チンタイバンク		中信		5．未上場						㈱チンタイバンク		69		五味						2017.6.1		茅野市		長野県		4/1/14		3990701		長野県塩尻市広丘吉田1044-2		0263-85-7171		中信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		女		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電子部品・デバイス・電子回路製造業 デンシ ブヒン デンシ カイロ セイゾウギョウ		E7		c		2014		経営情報学科		H114031		中山　優佳		1		女		1		1		S05127		㈱東陽		トウヨウ		中信		5.未上場						㈱東陽		28		三代沢						2017.9.13		松本市		長野県		4/1/14		3990704		長野県塩尻市広丘郷原1000-5アルプス工業団地		0263-52-2451		中信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		生産用機械器具製造業 セイサンヨウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E6		b4機械 キカイ		2014		経営情報学科		H114027		竹内　智顕		1		男		1		1		S04005		東洋精機工業㈱		トウヨウセイキコウギョウ		茅野市		5.未上場						東洋精機工業㈱		26		山縣		キッツメタルワークス、アート金属工業				2017.04.21		長野市		長野県		4/1/14		3910013		長野県茅野市宮川2715		0266-72-4135		茅野市		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		輸送機械器具製造業 ユソウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E9		b4機械 キカイ		2014		経営情報学科		H114017		齊藤　慎乃助		1		男		1		1		S03477		長野精工㈱		ナガノセイコウ		茅野市		5.未上場						長野精工㈱		31		鳥居						2017.12.27		東筑摩郡朝日村		長野県		4/1/14		3918561		長野県茅野市金沢698		0266-72-0590		茅野市		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		輸送機械器具製造業 ユソウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E9		b4機械 キカイ		2014		経営情報学科		H114044		吉田　拓哉		1		男		1		1		S03477		長野精工㈱		ナガノセイコウ		茅野市		5.未上場						長野精工㈱		31		鳥居						2017.12.27		下高井郡山ノ内町		長野県		4/1/14		3918561		長野県茅野市金沢698		0266-72-0590		茅野市		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		輸送機械器具製造業 ユソウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E9		b4機械 キカイ		2014		経営情報学科		H114046		渡辺　巧		1		男		1		1		S03477		長野精工㈱		ナガノセイコウ		茅野市		5.未上場						長野精工㈱		31		鳥居						2017.12.27		長野市		長野県		4/1/14		3918561		長野県茅野市金沢698		0266-72-0590		茅野市		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリ ギョウ		その他の小売業 タ コウリギョウ		I2		d		2014		経営情報学科		H114037		松山　純也		1		男		1		1		S02996		ナンシン機工㈱		ナンシンキコウ		茅野市		5．未上場						ナンシン機工㈱		60		山縣						2017.5.15		千曲市		長野県		4/1/14		3910001		長野県茅野市ちの628		0266-72-6155		茅野市		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		生産用機械器具製造業 セイサンヨウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E6		b4機械 キカイ		2014		経営情報学科		H114006		伊藤　龍輝		1		男		1		1		S03300		㈱日本ピスコ		ニホンピスコ		南信		5.未上場						㈱日本ピスコ		26		松岡		㈱日本ピスコ				2017.5.12		上伊那郡箕輪町		長野県		4/1/14		3994588		長野県上伊那郡南箕輪村3884-1		0266-28-6072		南信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		経営情報学科		H114019		塩入　淳平		1		男		1		1		S01470		ビップシステムズ㈱		ビツプシステムズ		東京都		5.未上場						*ビップシステムズ㈱（H29.9.21山田先生報告）		39		山田								長野市		長野県		4/1/14		1500031		東京都渋谷区桜丘町9-1ビアンクォード3F		03-3464-1061		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		c		2014		経営情報学科		H114032		西澤　遼		1		男		1		1		S03004		ファナックパートロニクス㈱		ファナックパートロニクス		茅野市		5.未上場						ファナックパートロニクス㈱		29		鳥居						2017.7.13		上田市		長野県		4/1/14		3910011		長野県茅野市玉川原山11400-260		0266-79-5650		茅野市		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		学術研究、専門・技術サービス業 ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ ギョウ		技術サービス業(他に分類されないもの) ギジュツ ギョウ ホカ ブンルイ		L3		d		2014		経営情報学科		H114008		植松　慧		1		男		1		1		S06840		(有)八ツ麓自動車		ヤツロクジドウシャ		山梨県		5．未上場						(有)八ツ麓自動車		74		山田						H28.11.1		北杜市		山梨県		4/1/14		4080033		山梨県北杜市長坂町白井沢3226-1		0551-32-4405		山梨県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		経営情報学科		H114021		清水　翼久		1		男		1		1		S06465		㈱ユードム		ユードム		茨城県		5.未上場						㈱ユードム		39		松岡						2017.5.31		埴科郡坂城町		長野県		4/1/14		3100803		茨城県水戸市城南1-5-11		029-227-3061		茨城県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		女		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		経営情報学科		H114002		青栁　志穂里		1		女		1		1		S06869		ログリー㈱		ログリー		東京都		5．未上場						ログリー㈱				土屋						2017.10.25		松本市		長野県		4/1/14		1500043		東京都渋谷区道玄坂一町目16番3号センタープレイス2F		03-3770-3287		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		建設業 ケンセツギョウ		識別工事業(設備工事業を除く) シキベツ コウジギョウ セツビ コウジ ギョウ ノゾ		D		b5		2014		経営情報学科		H114009		遠藤　佑		1		男		1		1		S03816		綿半鋼機㈱		ワタハンコウキ		南信		5.未上場						*綿半(H29.6.16山田先生報告)		07		奥原								松本市		長野県		4/1/14		3950151		長野県飯田市北方1023-1		0265-25-8181		南信		4/1/14

		平成25年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		左記以外 サキ イガイ		左記以外 サキ イガイ		左記以外 サキ イガイ				2013		経営情報学科		H113008		石田　航		1		男		1		1				*内定あり(H29.11.27山田先生報告)												*内定あり(H29.11.27山田先生報告)				広瀬								上伊那郡辰野町		長野県		4/1/13										4/1/13

		平成25年 ヘイセイ ネン		女		I		その他 タ		その他進路 タ シンロ								2013		経営情報学科		H113010		市村　彩香		1		女		1		3-5																3-5				山田		14/04/01復学、13/10/01-14/03/31休学　ハローワーク丸山さんから職業訓練校に行ったと報告あり。H30.4				2018.1.16		松本市		長野県		4/1/13										4/1/13

		平成25年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2013		経営情報学科		H113037		滝沢　　晨		1		男		1		1				㈱デジタルスパイス												*㈱デジタルスパイス(本人報告)				広瀬								上田市		長野県		4/1/13										4/1/13

		平成25年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリ ギョウ		各種商品小売業 カクシュ ショウヒン コウリギョウ		I2		e		2013		経営情報学科		H113066		矢菅　允都		1		男		1		1				㈱オギノ												*㈱オギノ(H29.9.20山田先生報告)				広瀬		(H28)A→E　*㈱オギノ						足利市		栃木県		4/1/13										4/1/13

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		I		その他 タ		その他進路 タ シンロ								2014		経営情報学科		H114012		勝野　浩幸		1		男		1		3-5																3-5(H30.2.15山田先生報告)				鳥居								諏訪郡下諏訪町		長野県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		生活関連サービス業、娯楽業 セイカツ カンレン ギョウ ゴラクギョウ		娯楽業 ゴラクギョウ		N		e		2014		経営情報学科		H114020		川口　翔吾		1		男		1		1				㈱二ラク												*㈱二ラク(本人報告)				山縣								長野市		長野県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		左記以外 サキ イガイ		左記以外 サキ イガイ		左記以外 サキイガイ				2014		経営情報学科		H114025		関　健太郎		1		男		1		1				*長野県連合青果㈱、エイジェック他												*長野県連合青果㈱、エイジェック他				山縣								南佐久郡小海町		長野県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		I		その他 タ		その他進路 タ シンロ								2014		経営情報学科		H114028		竹内　秀行		1		男		1		3-5																3-5　卒業のみを目指す（H29.9.21山田先生報告）				松岡								安曇野市		長野県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		経営情報学科		H114029		中澤　淳		1		男		1		1				コンピュートロン㈱												*コンピュートロン㈱(H29.7.11本人報告)				山田								東筑摩郡筑北村		長野県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		I		その他 タ		その他進路 タ シンロ								2014		経営情報学科		H114034		平林　大和		1		男		1		3-5																*3-5(H30.4.10飯田先生報告)				飯田								安曇野市		長野県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウツウシンギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		経営情報学科		H114039		宮澤　拓真		1		男		1		1				東京コンピュータサービス												*東京コンピュータサービス(H29.7.11本人報告)				三代沢								千曲市		長野県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		女		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		左記以外 サキ イガイ		左記以外 サキ イガイ		左記以外 サキ イガイ				2014		経営情報学科		H114042		山田　愛理		1		女		1		1				*父親の会社に就職(H29.11.27山田先生報告)												*父親の会社に就職(H29.11.27山田先生報告)				山縣								諏訪郡下諏訪町		長野県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリ ギョウ		織物・衣服・身の回り品小売業 オリモノ イフク ミ マワ ヒン コウリギョウ		I2		e		2014		経営情報学科		H114043		横田　龍之介		1		男		1		1				㈱たちばな												*㈱たちばな(H29.7.25山田先生報告)				松岡								長野市		長野県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリ ギョウ		金属製品製造業 キンゾク セイヒン セイゾウギョウ		E5		b4機械 キカイ		2014		機械工学科		S114001		阿部　晃大		1		男		1		1		Ｓ06032		㈱協成		キョウセイ		大阪府		5.未上場						㈱協成		24		須川						2017.5.29		横浜市		神奈川県		4/1/14		5500023		大阪府大阪市西区千代崎3-1-3		06-6583-6100		大阪府		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		金属製品製造業 キンゾク セイヒン セイゾウギョウ		E5		b4機械 キカイ		2014		機械工学科		S114002		市村　桂樹		1		男		1		1		S03120		シチズンマシナリー㈱		シチズンマシナリー		東信		5.未上場						シチズンマシナリー㈱		24		竹増						2017.10.2		北佐久郡軽井沢町		長野県		4/1/14		3890206		長野県北佐久郡御代田町御代田4107-6		0267-32-5900		東信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		化学工業 カガク コウギョウ		E4		b4化学 カガク		2014		機械工学科		S114003		伊藤　慧祐		1		男		1		1				森六テクノロジー												*森六テクノロジー(H29.6.28本人報告)				國行								鴻巣市		埼玉県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		その他の製造業 タ セイゾウギョウ		E10		ｂ3その他 タ		2014		機械工学科		S114004		伊藤　拓也		1		男		1		1		S03724		ニッキトライシステム㈱		ニッキトライシステム		中信		5.未上場						ニッキトライシステム㈱		32		星野						2018.2.7		松本市		長野県		4/1/14		3901243		長野県松本市神林7107-37		0263-47-8885		中信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		電気・ガス・熱供給・水道業 デンキ ネツ キョウキュウ スイドウギョウ		ガス業 ギョウ		F		d		2014		機械工学科		S114006		大月　雅也		1		男		1		1		S03732		松本ガス㈱		マツモトガス		中信		5.未上場						松本ガス㈱		34		今村						2017.7.26		松本市		長野県		4/1/14		3908711		長野県松本市渚2-7-9		0263-25-6060		中信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		I		就職準備中の者 シュウショク ジュンビチュウ モノ		製造業 セイゾウギョウ								2014		機械工学科		S114007		沖本　悠暉		1		男		1		1		S05801		㈱ニッセー		ニッセー		山梨県		5.未上場						*㈱ニッセー(H30.5.8：竹増先生報告)		26		竹増		大学には内定先を偽っていた。両親には進学したと偽っていた。卒業後竹増先生と話し合い、就職活動を行っている。				2018.5.8		藤沢市		神奈川県		4/1/14		4090502		山梨県大月市富浜町鳥沢2022		0554-26-5311		山梨県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウ ショウカイ ロウドウシャ ハケン ギョウ		R2		b4その他		2014		機械工学科		S114008		奥村　遊		1		男		1		1				㈱アスパーク、㈱アルプス技研												㈱アスパーク、㈱アルプス技研*活動継続中				今村								大町市		長野県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		建設業 ケンセツギョウ		設備工事業 セツビ コウジ ギョウ		D		b5		2014		機械工学科		S114011		柏井　寿允		1		男		1		1		S06866		深田工業㈱		フカダコウギョウ		愛知県		5．未上場						深田工業㈱		08		須川						2017.10.10		常総市		茨城県		4/1/14		4620809		愛知県名古屋市北区上飯田西町3丁目5番地		052-981-7591		愛知県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		業務用機械器具製造業 ギョウムヨウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E6		b4機械		2014		機械工学科		S114012		金田　晃輔		1		男		1		1		Ｓ03081		㈱エグロ		エグロ		岡谷市		5.未上場						㈱エグロ		27		板橋						2017.6.2		南アルプス市		山梨県		4/1/14		3940043		長野県岡谷市御倉町8-14		0266-23-5511		岡谷市		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		建設業 ケンセツギョウ		設備工事業 セツビ コウジ ギョウ		D		b5		2014		機械工学科		S114014		鎌倉　大		1		男		1		1		S00183		高砂熱学工業㈱		タカサゴネツガクコウギヨウ		東京都		1.1部上場						高砂熱学工業㈱		08		星野						2017.7.28		長野市		長野県		4/1/14		1600022		東京都新宿区新宿6-27-30　新宿イーストサイドスクエア12F		03-3255-8212		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		A		大学院研究科　進学 ダイガクイン ケンキュウカ シンガク		大学院進学 ダイガクイン シンガク								2014		機械工学科		S114016		上條　由人		1		男		1		2												0032		信州大学大学院		信州大学大学院				内海						2017/7/11		塩尻市		長野県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		鉄鋼業 テッコウ ギョウ		E5		b4その他 タ		2014		機械工学科		S114017		木村　義貴		1		男		1		1		S03649		山二発條㈱		ヤマニハツジョウ		岡谷市		5.未上場						山二発條㈱		22		星野						2017.7.18		諏訪市		長野県		4/1/14		3940035		長野県岡谷市天竜町2-1-8		0266-23-3939		岡谷市		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		公務(他に分類されるものを除く) コウム ホカ ブンルイ ノゾ		地方公務員 チホウ コウムイン		S2		c		2014		機械工学科		S114018		熊田　昇太		1		男		1		1		U00001		長野県警察		ナガノケンケイサツ		北信		－						*長野県警察（H29.9.21雷先生報告）		98		今村								香芝市		奈良県		4/1/14		3800837		長野県長野市大字南長野字幅下692-2		026-233-0110		北信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		建設業 ケンセツギョウ		総合工事業 ソウゴウ コウジギョウ		D		b5		2014		機械工学科		S114019		古頭　治樹		1		男		1		1		Ｓ05201		㈱コーケン		コーケン		岡谷市		5.未上場						㈱コーケン		06		竹増						2017.5.8		中央市		山梨県		4/1/14		3940000		長野県岡谷市2398-1		0266-22-7565		岡谷市		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		輸送機械器具製造業 ユソウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E9		b4機械 キカイ		2014		機械工学科		S114020		小林　駿太		1		男		1		1		S０6816		軌陸車テック㈱		キリクシャテック		中信		5．未上場						軌陸車テック㈱		31		須川						2017.5.30		松本市		長野県		4/1/14		3990033		長野県松本市笹賀5652-87		0263-50-5156		中信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		輸送機械器具製造業 ユソウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E9		b4機械 キカイ		2014		機械工学科		S114021		小林　拓矢		1		男		1		1		S03759		㈱城南製作所		ジヨウナンセイサクショ		東信		5.未上場						㈱城南製作所		31		竹増						2017.9.19		甲斐市		山梨県		4/1/14		3860406		長野県上田市下丸子866-7		0268-41-1600		東信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		金属製品製造業 キンゾク セイヒン セイゾウギョウ		E5		b4その他 タ		2014		機械工学科		S114022		小林　竜一郎		1		男		1		1		S04175		㈱ミラプロ		ミラプロ		山梨県		5.未上場						㈱ミラプロ		24		内海						2017.5.8		甲府市		山梨県		4/1/14		4080111		山梨県北杜市須玉町穴平1100		0551-42-5111		山梨県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		業務用機械器具製造業 ギョウムヨウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E6		b3機械 キカイ		2014		機械工学科		S114023		後藤　葵		1		男		1		１		S03142		㈱タクト		タクト		茅野市		5.未上場						㈱タクト		27		板橋						2017.12.20		諏訪市		長野県		4/1/14		3910001		長野県茅野市ちの丁田2762-8		0266-73-3277		茅野市		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電子部品・デバイス・電子回路製造業 デンシ ブヒン デンシ カイロ セイゾウギョウ		E7		b4電気 デンキ		2014		機械工学科		S114025		笹本　紘暉		1		男		1		1		Ｓ06843		㈱岡本工作機械製作所		オカモトコウサクキカイセイサクショ		群馬県		2．2部上場						㈱岡本工作機械製作所		28		雷		東洋精機工業㈱				2017.5.11		南アルプス市		山梨県		4/1/14		3790135		群馬県安中市郷原2993		027-385-5800		群馬県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		金属製品製造業 キンゾク セイヒン セイゾウギョウ		E5		b4機械 キカイ		2014		機械工学科		S114026		菅　翔一		1		男		1		1		S03430		太陽工業㈱		タイヨウコウギョウ		諏訪市		5.未上場						太陽工業㈱		24		國行								和泉市		大阪府		4/1/14		3920012		長野県諏訪市四賀107		0266-58-7000		諏訪市		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b4機械 キカイ		2014		機械工学科		S114027		関　健太		1		男		1		1		S00748		日本電産サンキョー㈱		ニホンデンサンサンキョー		下諏訪町		1.1部上場						日本電産サンキョー㈱		29		雷		㈱飯沼ゲージ製作所、㈱ティービーエム				2017.10.2		東御市		長野県		4/1/14		3930000		長野県諏訪郡下諏訪町5329		0266-27-3111		下諏訪町		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		金属製品製造業 キンゾク セイヒン セイゾウギョウ		E5		b3機械 キカイ		2014		機械工学科		S114028		高木　竜一		1		男		1		1		Ｓ06203		㈱伸和精工		シンワセイコウ		南信		5.未上場						㈱伸和精工*活動継続中		24		須川								上伊那郡辰野町		長野県		4/1/14		3994601		長野県上伊那郡箕輪町中箕輪8650		0265-79-8546		南信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		輸送機械器具製造業 ユソウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E9		b4機械 キカイ		2014		機械工学科		S114029		髙橋　皇雅		1		男		1		1		Ｓ03107		㈱コヤマ		コヤマ		北信		5.未上場						㈱コヤマ		31		内海		㈱青木固研究所				2017.5.31		長野市		長野県		4/1/14		3812224		長野県長野市川中島町原1111		026-292-2700		北信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリ ギョウ		生産用機械器具製造業 セイサンヨウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E6		b4機械 キカイ		2014		機械工学科		S114030		滝澤　颯太		1		男		1		1		Ｓ06841		光洋機械産業㈱		コウヨウキカイサンギョウ		大阪府								光洋機械産業㈱		53		國行						2017.5.31		北佐久郡立科町		長野県		4/1/14		5410054		大阪府大阪市中央区南本町2丁目3番12号		06-6268-3100		大阪府		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		プラステック製品製造業(別掲を除く) セイヒン セイゾウギョウ ベッケイ ノゾ		E4		b4化学 カガク		2014		機械工学科		S114031		竹沢　真樹		1		男		1		１		S08670		㈱ホクト精工		ホクトセイコウ		北信		5．未上場						㈱ホクト精工		18		須川						2017.12.19		上田市		長野県		4/1/14		3890812		長野県千曲市羽尾1562		026-276-2464		北信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		A		大学院研究科　進学 ダイガクイン ケンキュウカ シンガク		大学院進学 ダイガクイン シンガク								2014		機械工学科		S114032		田中　誠也		1		男		1		2												0039		諏訪東京理科大学大学院		諏訪東京理科大学大学院				内海								鳥栖市		佐賀県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		輸送機械器具製造業 ユソウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E9		b4機械 キカイ		2014		機械工学科		S114033		中澤　晃樹		1		男		1		1		Ｓ03328		吉田工業㈱		ヨシダコウギョウ		東信		5.未上場						吉田工業㈱		31		雷						2017.5.18		佐久市		長野県		4/1/14		3850000		長野県佐久市望月春日2707		0267-53-2151		東信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		不動産業、物品賃貸業 フドウサン ギョウ ブッピン チンタイギョウ		物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ		K2		d		2014		機械工学科		S114034		中山　和己		1		男		1		1				㈱アクティオ												*㈱アクティオ(H29.10.12本人報告)				竹増								那須烏山市		栃木県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		A		大学院研究科　進学 ダイガクイン ケンキュウカ シンガク		大学院進学 ダイガクイン シンガク								2014		機械工学科		S114035		羽賀　拓磨		1		男		1		2												0039		諏訪東京理科大学大学院		諏訪東京理科大学大学院				雷						2017.10.11		上越市		新潟県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b4電気 デンキ		2014		機械工学科		S114036		林　美豪		1		男		1		1		S00748		日本電産サンキョー㈱		ニホンデンサンサンキョー		下諏訪町		1.1部上場						日本電産サンキョー㈱		29		雷						2017.10.2		安曇野市		長野県		4/1/14		3930000		長野県諏訪郡下諏訪町5329		0266-27-3111		下諏訪町		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		生産用機械器具製造業 セイサンヨウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E6		b4機械 キカイ		2014		機械工学科		S114037		半田　翼		1		男		1		1		Ｓ01788		松山㈱		マツヤマ		東信		5.未上場						松山㈱		26		竹増						2017.5.22		上田市		長野県		4/1/14		3860000		長野県上田市丸子大字塩川5155		0268-42-7500		東信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウ ショウカイ ロウドウシャ ハケン ギョウ		R2		b4その他 タ		2014		機械工学科		S114038		朴　成哲		1		男		1		1		S01783		メイテックグループ		メイテツク		東京都		1.1部上場						メイテックグループ*活動継続中		91		星野						2017/6/14		足立区		東京都		4/1/14		1100005		東京都台東区上野1丁目1-10　オリックス上野1丁目ビル		03-6778-5100		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		はん用機械器具製造業 ヨウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E6		b4機械 キカイ		2014		機械工学科		S114040		古屋　祐樹		1		男		1		1		S02959		オリオン機械㈱		オリオンキカイ		北信		5.未上場						オリオン機械		25		今村		㈱日本ピスコ、アート金属工業㈱				2017.6.1		南都留郡富士河口湖町		山梨県		4/1/14		3820000		長野県須坂市大字幸高246		0262-45-1230		北信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		輸送機械器具製造業 ユソウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E9		b4機械 キカイ		2014		機械工学科		S114041		三木　亮太		1		男		1		1		S02937		アート金属工業㈱		アートキンゾクコウギョウ		東信		5.未上場						アート金属工業㈱		31		板橋						2017.10.3		松本市		長野県		4/1/14		3860027		長野県上田市常磐城2-2-43		0268-25-8115		東信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b4電気 デンキ		2014		機械工学科		S114042		水谷　卓也		1		男		1		1		S00748		日本電産サンキョー㈱		ニホンデンサンサンキョー		下諏訪町		1.1部上場						日本電産サンキョー㈱		29		星野						H29.4.5		伊那市		長野県		4/1/14		3930000		長野県諏訪郡下諏訪町5329		0266-27-3111		下諏訪町		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		輸送機械器具製造業 ユソウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E9		b3機械 キカイ		2014		機械工学科		S114043		三井　康平		1		男		1		1		S03107		㈱コヤマ		コヤマ		北信		5.未上場						㈱コヤマ		31		板橋						2017.8.31		長野市		長野県		4/1/14		3812224		長野県長野市川中島町原1111		026-292-2700		北信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		H		一時的な仕事に就いた者 イチジテキ シゴト ツ モノ		その他進路 タ シンロ								2014		機械工学科		S114044		宮園　聡		1		男		1		3-3																3-3				内海								北杜市		山梨県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		女		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウ ショウカイ ロウドウシャ ハケン ギョウ		R2		b4その他 タ		2014		機械工学科		S114045		村山　佳菜		1		女		1		1				竹田設計工業㈱												*竹田設計工業㈱(H29.6.27本人報告)				雷								松本市		長野県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		非鉄金属製造業 ヒ テツ キンゾク セイゾウギョウ		E5		b4機械 キカイ		2014		機械工学科		S114046		百瀬　正隆		1		男		1		1		Ｓ03564		野村ユニソングループ		ノムラユニソングループ		茅野市		5.未上場						野村ユニソングループ		23		星野						2017.6.12		茅野市		長野県		4/1/14		391-0001		長野県茅野市ちの650		0266-72-6151		茅野市		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		機械工学科		S114047		柳澤　陽太		1		男		1		1		S08690		カザマエンジニアリング㈱		カザマエンジニアリング		諏訪地域		5．未上場						カザマエンジニアリング㈱		39		今村		虚偽申告：内定8社(H29.6.27本人報告)、卒業見込みが立ったため就活再開(H30.2.16)				2018.3.16		岡谷市		長野県		4/1/14		3940055		長野県岡谷市内山1571-1		0266-23-1610		諏訪地域		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		女		A		大学院研究科　進学 ダイガクイン ケンキュウカ シンガク		大学院進学 ダイガクイン シンガク								2014		機械工学科		S114048		山浦　多恵		1		女		1		2												0039		諏訪東京理科大学大学院		諏訪東京理科大学大学院				内海						2017/7/12		上田市		長野県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		飲料・たばこ・飼料製造業 インリョウ シリョウ セイゾウギョウ		E1		b4その他 タ		2014		機械工学科		S114049		山田　貴斗		1		男		1		1				竹村製作所												*竹村製作所(H29.6.27本人報告)				今村								上伊那郡飯島町		長野県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		輸送機械器具製造業 ユソウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E9		b4機械 キカイ		2014		機械工学科		S114050		吉澤　伊織		1		男		1		1		S02937		アート金属工業㈱		アートキンゾクコウギョウ		東信		5.未上場						アート金属工業㈱		31		板橋						H29.5.26		飯田市		長野県		4/1/14		3860027		長野県上田市常磐城2-2-43		0268-25-8115		東信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		電気電子工学科		S214002		稲垣　圭祐		1		男		1		1		S06639		㈱テクノプロ　テクノプロ・デザイン社		テクノプロテクノプロデザインシャ		東京都		1.1部上場						㈱テクノプロ　テクノプロ・デザイン社		39		福田						2017.6.1		富士宮市		静岡県		4/1/14		1066135		東京都港区六本木六本木ヒルズ森タワー３５階		0120-061-940		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		業務用機械器具製造業 ギョウムヨウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E6		b4機械 キカイ		2014		電気電子工学科		S214003		内田　聖人		1		男		1		1		S03202		㈱ライト光機製作所		ライトコウキセイサクショ		諏訪市		5.未上場						㈱ライト光機製作所		27		北村		信州吉野電気、ミスズ工業、ダイヤ精機製作所				2017.4.28		渋川市		群馬県		4/1/14		3920015		長野県諏訪市中洲3637		0266-52-3600		諏訪市		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電子部品・デバイス・電子回路製造業 デンシ ブヒン デンシ カイロ セイゾウギョウ		E7		b4電気 デンキ		2014		電気電子工学科		S214004		遠藤　弥		1		男		1		1		Ｓ06802		㈱三社電機イースタン		サンジャデンキイースタン		長野県								㈱三社電機イースタン		28		福田						2017.6.17		上伊那郡箕輪町		長野県		4/1/14		3910213		長野県茅野市豊平5335番地		0266-73-3322		長野県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b4電気 デンキ		2014		電気電子工学科		S214008		小原　真太朗		1		男				1		S06647		富士電機パワーセミコンダクタ㈱		フジデンキパワーセミコンダクタ		中信		5.未上場						富士電機パワーセミコンダクタ㈱		29								2017.8.1		松本市		長野県		4/1/14		3900821		長野県松本市筑摩4-18-1		0263-27-7425		中信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		学術研究、専門・技術サービス業 ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ ギョウ		技術サービス業(他に分類されないもの) ギジュツ ギョウ ホカ ブンルイ		L3		b5		2014		電気電子工学科		S214012		栗原　正樹		1		男		1		1		S04917		日本非破壊検査㈱		ニホンヒハカイケンサ		東京都		5.未上場						日本非破壊検査㈱		74		石井						2017.7.25		稲敷市		茨城県		4/1/14		1430016		東京都大田区大森北4-4-3		03-3761-3521		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリ ギョウ		機械器具卸売業 キカイ キグ オロシウリギョウ		I1		b4機械 キカイ		2014		電気電子工学科		S214014		小松　勇介		1		男		1		1		S03749		カネテック㈱		カネテック		東信		5.未上場						カネテック㈱		54		石井						2017.6.7		上田市		長野県		4/1/14		3861102		長野県上田市上田原1111		0268-24-1111		東信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電子部品・デバイス・電子回路製造業 デンシ ブヒン デンシ カイロ セイゾウギョウ		E7		b4電気 デンキ		2014		電気電子工学科		S214015		後藤　勇磨		1		男		1		1		Ｓ05844		第一精工㈱山梨工場		ダイイチセイコウ山梨工場		山梨県		1.1部上場						第一精工㈱		28		王谷						Ｈ29.5.16		笛吹市		山梨県		4/1/14		4050032		山梨県山梨市正徳寺1816-1		0553-23-0450		山梨県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b4電気 デンキ		2014		電気電子工学科		S214016		三枝　伶		1		男		1		1		Ｓ06842		ファスフォードテクノロジ㈱		ファスフォードテクノロジ		山梨県		5．未上場						ファスフォードテクノロジ㈱		29		王谷				2017.6.15				笛吹市		山梨県		4/1/14		4000212		山梨県南アルプス市下今諏訪610-5		055-284-6661		山梨県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b4電気 デンキ		2014		電気電子工学科		S214017		佐久　悠希		1		男		1		1		S01391		シナノケンシ㈱		シナノケンシ		東信		5.未上場						シナノケンシ㈱		29		大島						H29.4.4		諏訪市		長野県		4/1/14		3860000		長野県上田市上丸子1078		0268-41-1877		東信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b4電気 デンキ		2014		電気電子工学科		S214018		佐々木　祥太		1		男		1		1		S00983		㈱サンコー		サンコー		中信		2.2部上場						㈱サンコー		29		石井						2017,10,11		松本市		長野県		4/1/14		3990702		長野県塩尻市広丘野村959		0263-52-2918		中信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		プラステック製品製造業(別掲を除く) セイヒン セイゾウギョウ ベッケイ ノゾ		E4		b4化学 カガク		2014		電気電子工学科		S214019		白鳥　唯人		1		男		1		1		Ｓ03169		㈱ハーモ		ハーモ		南信		5.未上場						㈱ハーモ		18		平田(陽)						Ｈ29.5.26		上伊那郡箕輪町		長野県		4/1/14		3994511		長野県上伊那郡南箕輪村4124-1		0265-72-0111		南信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウ ショウカイ ロウドウシャ ハケン ギョウ		R2		b4その他 タ		2014		電気電子工学科		S214020		杉山　穂積		1		男		1		1		S02336		㈱フォーラムエンジニアリング		フオーラムエンジニアリング		東京都		5.未上場						㈱フォーラムエンジニアリング		91		大島						2017.5.28		諏訪郡下諏訪町		長野県		4/1/14		1050001		東京都港区虎ノ門4--3-1 城山トラストタワー24F		03-5401-5562		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		輸送機械器具製造業 ユソウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E9		b4機械 キカイ		2014		電気電子工学科		S214021		竹内　康智		1		男		1		1		S03509		日信工業㈱		ニッシンコウギョウ		東信		1.1部上場						日信工業㈱		31		北村						2017.8.3		中野市		長野県		4/1/14		3890514		長野県東御市加沢801		0268-21-2211		東信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		建設業 ケンセツギョウ		識別工事業(設備工事業を除く) シキベツ コウジギョウ セツビ コウジ ギョウ ノゾ		D		b5		2014		電気電子工学科		S214022		千葉　基史		1		男		1		1		S06850		株式会社エルムテック		エルムテック		東京都								株式会社エルムテック*活動継続中		07		北村						2017.8.25		富里市		千葉県		4/1/14		1040031		東京都中央区京橋2-9-12日本工築１号館		03-3561-6366		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		女		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		電気電子工学科		S214024		鶴岡　ゆみ		1		女		1		1		S08672		㈱日本システムデザイン		ニホンシステムデザイン		東京都		5．未上場						㈱日本システムデザイン		39		渡邉						2017.4.19		市川市		千葉県		4/1/14		1010041		東京都千代田区神田須田町2-3-1　NBF神田須田町ビル6階		03-5256-5441		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b3電気		2014		電気電子工学科		S214026		中田　智也		1		男		1		1		Ｓ00129		長野日本無線㈱		ナガノニホンムセン		北信		2.2部上場						㈱長野日本無線		29		橋元						2017.5.31		長野市		長野県		4/1/14		3812288		長野県長野市稲里町1163		026-285-1111		北信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		電気電子工学科		S214027		西海　裕人		1		男		1		1		Ｓ06650		日本システム開発㈱		ニホンシステムカイハツ		愛知県								日本システム開発㈱		39		橋元						2017.6.9		南アルプス市		山梨県		4/1/14		4500002		愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28　名古屋第二埼玉ビル7F		052‐551‐1861		愛知県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		電気電子工学科		S214029		平山　明		1		男		1		1		S04284		㈱ネオシステム		ネオシステム		山梨県		5.未上場						㈱ネオシステム		39		北村		辞退：自衛隊（H29.11.16石井先生報告）				2017.11.30		甲州市		山梨県		4/1/14		4000031		山梨県甲府市丸の内2-8-3		055-220-1811		山梨県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		宿泊業、飲食サービス業 シュクハク ギョウ インショク ギョウ		宿泊業 シュクハク ギョウ		M		e		2014		電気電子工学科		S214030		平山　智也		1		男		1		1		S03003		ハイランドリゾート㈱		ハイランドリゾート		山梨県		5.未上場						ハイランドリゾート㈱		75		渡邉						2019.5.12		富士吉田市		山梨県		4/1/14		4030017		山梨県富士吉田市新西原5-6-1		0555-22-1181		山梨県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b4電気 デンキ		2014		電気電子工学科		S214031		福森　南斗		1		男		1		1		S02916		㈱デンソーエアクール		デンソーエアクール		中信		5.未上場						㈱デンソーエアクール		29		橋元						2017,5,2		伊賀市		三重県		4/1/14		3998286		長野県安曇野市豊科1000		0263-73-8409		中信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		輸送機械器具製造業 ユソウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E9		b4機械 キカイ		2014		電気電子工学科		S214032		藤城　和帆		1		男		1		1		Ｓ03107		㈱コヤマ		コヤマ		北信		5.未上場						㈱コヤマ		31		平田(陽)						2017.5.31		埴科郡坂城町		長野県		4/1/14		3812224		長野県長野市川中島町原1111		026-292-2700		北信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b4電気 デンキ		2014		電気電子工学科		S214033		細野　将史		1		男		1		1		S03338		共立継器㈱		キョウリツケイキ		下諏訪町		5.未上場						共立継器㈱		29		王谷		TDS、岡谷電機産業				2017.6.10		諏訪郡下諏訪町		長野県		4/1/14		3930087		長野県諏訪郡下諏訪町西鷹野町4684-1		0266-27-8910		下諏訪町		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		建設業 ケンセツギョウ		設備工事業 セツビ コウジ ギョウ		D		b5		2014		電気電子工学科		S214034		丸山　椋雅		1		男		1		1		S06577		㈱アストロ電機		アストロデンキ		北信		5.未上場						㈱アストロ電機		08		王谷						2017.10.25		安曇野市		長野県		4/1/14		3870018		長野県千曲市新田2003		026-273-2520		北信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b4電気 デンキ		2014		電気電子工学科		S214035		百瀬　優希		1		男		1		1		S03641		ティディエス㈱		ティディエス		岡谷市		5.未上場						ティディエス㈱		29		渡邉						2017.6.1		塩尻市		長野県		4/1/14		3940004		長野県岡谷市神明町2-5-5		0266-23-4517		岡谷市		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		建設業 ケンセツギョウ		設備工事業 セツビ コウジ ギョウ		D		b5		2014		電気電子工学科		S214038		両角　僚也		1		男		1		1		S05225		㈱シーテック		シーテック		愛知県		5.未上場						㈱シーテック		08		渡邉						2017.6.2		塩尻市		長野県		4/1/14		4670804		愛知県名古屋市瑞穂区洲雲町4-45		052-852-6905		愛知県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314003		安念　太輔		1		男		1		1		S06859		㈱システムデザイン		システムデザイン		東京都		5．未上場						㈱システムデザイン		39		田邉						2017.10.6		甲斐市		山梨県		4/1/14		1360076		東京都江東区南砂2-36-10光陽ビル３階		03-5653-7011		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314004		石田　健太		1		男		1		1		S06858		㈱電翔		デンショウ		静岡								㈱電翔		39		平田(幸)						2017.6.19		島田市		静岡県		4/1/14		4200837		静岡県静岡市葵区日出町2-1		054-255-8947		静岡		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		教育、学習支援業 キョウイク ガクシュウ シエン ギョウ		その他の教育、学習支援業 タ キョウイク ガクシュウ シエン ギョウ		O2		e		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314006		岩垂　広樹		1		男		1		１		S08671		㈱アドバンス		アドバンス		南信		5．未上場						㈱アドバンス		82		山口(武)						2017.6.16		松本市		長野県		4/1/14		3960026		長野県伊那市西町4848		0263-98-8462		南信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		情報通信機械器具製造業 ジョウホウ ツウシン キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b6		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314007		大沼　正樹		1		男		1		1		S06854		㈱大崎コンピュータエンジニアリング		オオサキコンピュータエンジニアリング		東京		5．未上場						㈱大崎コンピュータエンジニアリング		30		田邉						2017.5.31		千葉市		千葉県		4/1/14		1410032		東京都品川区大崎1丁目11番2号		03-6810-9465		東京		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		はん用機械器具製造業 ヨウ キカイ キグ セイゾウギョウ		E6		b4機械 キカイ		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314008		小河内　大樹		1		男		1		1		S03051		樫山工業㈱		カシヤマコウギョウ		東信		5.未上場						*樫山工業㈱(H29.6.27本人確認)		25		山口(武)								諏訪市		長野県		4/1/14		3850012		長野県佐久市根々井15-10		0267-67-3311		東信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314009		小俣　大河		1		男		1		1		Ｓ03010		マリモ電子工業㈱		マリモデンシコウギョウ		東信		5.未上場						マリモ電子工業㈱		39		杉田		アプリケーションプランニング㈱				2017.5.29		北杜市		山梨県		4/1/14		3860032		長野県上田市諏訪形1071		0268-27-9644		東信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314011		片桐　悠輔		1		男		1		1		S01747		コンピュートロン㈱		コンピユートロン		群馬県		5.未上場						コンピュートロン㈱		39		水野						2017.9.5		川越市		埼玉県		4/1/14		3710855		群馬県前橋市問屋町1-11-2豊栄問屋町ビル		027-253-3411		群馬県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		ｂ3その他 タ		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314012		金子　凌輔		1		男		1		1		S06424		㈱サンメディカル技術研究所		サンメディカルギジュツケンキュウショ		諏訪市		5.未上場						㈱サンメディカル技術研究所		29		市川		㈱カネタ				2017.8.9		諏訪市		長野県		4/1/14		3920012		長野県諏訪市四賀2990		0266-34-1900		諏訪市		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウ ショウカイ ロウドウシャ ハケン ギョウ		R2		b4その他 タ		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314013		上条　一矢		1		男		1		1		S04115		㈱テクノプロ　テクノプロ・エンジニアリング社		テクノプロテクノプロエンジニアリング		東京都		1.1部上場						㈱テクノプロ　テクノプロ・エンジニアリング社		94		山口(武)						H29.5.10		塩尻市		長野県		4/1/14		1066135		東京都港区六本木六本木ヒルズ森タワー３５階		03-6311-7915		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		女		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウ ショウカイ ロウドウシャ ハケン ギョウ		R2		b4その他 タ		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314014		唐澤　愛華		1		女		1		1		S03175		㈱フォーラムエンジニアリング		フォーラムエンジニアリング		東京都		5.未上場						㈱フォーラムエンジニアリング		72		清水・井上						2017.7.26		松本市		長野県		4/1/14		1050001		東京都港区虎ノ門4-3-1城山ＪＴトラストタワー24F		03-5401-5562		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		A		大学院研究科　進学 ダイガクイン ケンキュウカ シンガク		大学院進学 ダイガクイン シンガク								2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314015		菊地　悠		1		男		1		2												0039		諏訪東京理科大学大学院		諏訪東京理科大学大学院				清水・井上						2017.7.12		足立区		東京都		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314018		倉科　英雄		1		男		1		1		S06714		TIS長野㈱		ティーアイエスナガノ		中信		5.未上場						TIS長野㈱		39		水野						2017/6/21		長野市		長野県		4/1/14		3900841		長野県松本市渚3-10-12		0263-26-5250		中信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314019		桑原　祐太		1		男		1		1		S03101		㈱ケイケンシステム		ケイケンシステム		北信		5.未上場						㈱ケイケンシステム		39		平田(幸)						2017.5.12		長野市		長野県		4/1/14		3800823		長野県長野市南千歳1-17-4		026-228-6644		北信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		女		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314021		駒村　百合子		1		女		1		1		Ｓ03540		八十二システム開発㈱		ハチジュウニシステム		北信		5.未上場						八十二システム開発㈱		39		田邉		㈱システックス(辞退)				Ｈ29.5.30		長野市		長野県		4/1/14		3800845		長野県長野市西後町1597-1		026-235-9800		北信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウ ショウカイ ロウドウシャ ハケン ギョウ		R2		b4その他		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314022		權田　勇貴		1		男		1		1		S02336		㈱フォーラムエンジニアリング		フオーラムエンジニアリング		東京都		5.未上場						*㈱フォーラムエンジニアリング(H29.6.27本人確認)*他活動中		91		市川								塩尻市		長野県		4/1/14		1050001		東京都港区虎ノ門4--3-1 城山トラストタワー24F		03-5401-5562		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリ ギョウ		機械器具卸売業 キカイ キグ オロシウリギョウ		I1		d		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314023		佐久間　凜太朗		1		男		1		1		S05642		株式会社北越ケーズ　		ホクリクケーズ		新潟県		5.未上場						㈱北越ケーズ		54		平田(幸)						2017.5.22		胎内市		新潟県		4/1/14		950-0941		新潟県新潟市中央区女池8-16-17		025-250-2210		新潟県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		I		その他 タ		その他進路 タ シンロ								2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314025		佐々木　大地		1		男		1		3-5																*3-5(H30.2.20水野先生報告)				平田(幸)								上田市		長野県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		その他の製造業 タ セイゾウギョウ		E10		b4機械 キカイ		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314026		佐々木　遼生		1		男		1		1		S02953		ＮＳＫマイクロプレシジョン㈱		エヌエスケーマイクロプレシジョン		南信		5.未上場						NSKマイクロプレシジョン㈱		32		平田(幸)						2017.5.29		下伊那郡阿南町		長野県		4/1/14		3993303		長野県下伊那郡松川町元大島2953		0265-36-3315		南信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		女		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウ ショウカイ ロウドウシャ ハケン ギョウ		R2		b4その他 タ		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314028		関　悠香		1		女		1		1		S02094		㈱メイテックフィルダーズ		メイテックフィルダーズ		東京都		5.未上場						㈱メイテックフィルダーズ		91		杉田						2017.4.3		諏訪市		長野県		4/1/14		1070052		東京都港区赤坂8-5-26赤坂DSビル		03-5413-0480		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b4電気 デンキ		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314032		武居　裕樹		1		男		1		1		S00748		日本電産サンキョー㈱		ニホンデンサンサンキョー		下諏訪町		1.1部上場						日本電産サンキョー㈱		29		清水・井上						2017.6.26		茅野市		長野県		4/1/14		3930000		長野県諏訪郡下諏訪町5329		0266-27-3111		下諏訪町		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		学術研究、専門・技術サービス業 ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ ギョウ		技術サービス業(他に分類されないもの) ギジュツ ギョウ ホカ ブンルイ		L3		b5		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314033		田中　亨宙		1		男		1		1		S08674		（有）アオキビルド		アオキビルド		北信								（有）アオキビルド		74		水野						2017.12.25		松本市		長野県		4/1/14		3830053		長野県中野市草間1216-13		0269-22-5567		北信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314035		轟　隆晴		1		男		1		1		S06113		㈱ベーシック		ベーシック		東京都		5.未上場						㈱ベーシック		39		清水・井上						2017/6/5		長野市		長野県		4/1/14		1690075		東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル		03-3204-2241		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリ ギョウ		各種商品小売業 カクシュ ショウヒン コウリギョウ		I2		e		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314038		中村　泰希		1		男		1		1		S03149		㈱ツルヤ		ツルヤ		東信		5.未上場						㈱ツルヤ		56		市川						2017.7.23		松本市		長野県		4/1/14		3840005		長野県小諸市御幸町2-1-20		02672-2-3311		東信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		情報通信機械器具製造業 ジョウホウ ツウシン キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b4機械 キカイ		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314041		中村　龍哉		1		男		1		1		S05437		ジット㈱		ジット		山梨県		5.未上場						ジット㈱(本人報告)		30		平田(幸)						H29.4.28		北杜市		山梨県		4/1/14		4000413		山梨県南アルプス市和泉984-1		055-280-8105		山梨県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314044		林　大智		1		男		1		1		S03171		㈱パスカル		パスカル		東信		5.未上場						㈱パスカル		39		松江						H29.4.19		上伊那郡飯島町		長野県		4/1/14		3850011		長野県佐久市猿久保881-8		0267-66-1991		東信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		通信業 ツウシンギョウ		G		b6		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314045		原　潤一		1		男		1		1		Ｓ05480		㈱エヌ・ティ・ティエムイー		エヌティティエムイー		東京都		5.未上場						㈱エヌ・ティ・ティエムイー		37		松江						2017.5.29		飯田市		長野県		4/1/14		1700013		東京都豊島区東池袋3-21-14（ＮＴＴ新池袋ビル）		03-5217-9139		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		運輸業 ウンユ ギョウ		道路貨物運送業 ドウロ カモツ ウンソウギョウ		H		i		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314046		檜野　龍一		1		男		1		1		S04192		浪速運送㈱		ナニワウンソウ		大阪府		5.未上場						浪速運送㈱システム管理部門		44		山口(武)						2017.8		明石市		兵庫県		4/1/14		5500015		大阪府大阪市西区南堀江1-4-19		06-6543-1110		大阪府		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314048		福澤　拓真		1		男		1		1		S06847		株式会社シーアイエス		シーアイエス		愛知県								㈱シーアイエス		39		松江		㈱シーテック、㈱ユウワ、トランス・コスモス㈱、㈱TOSYS、JESCOホールディングス㈱				2017.7.7		伊那市		長野県		4/1/14		4600008		愛知県名古屋市中区栄3-11-31　グラスシティ栄9F		052-261-2182		愛知県		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		H		一時的な仕事に就いた者 イチジテキ シゴト ツ モノ		その他進路 タ シンロ								2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314049		藤森　洸佑		1		男		1		3-3																*3-3(H30,3,7本人報告)				水野								諏訪市		長野県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		女		A		大学院研究科　進学 ダイガクイン ケンキュウカ シンガク		大学院進学 ダイガクイン シンガク								2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314052		前田　真由		1		女		1		2												００３９		諏訪東京理科大学大学院		諏訪東京理科大学大学院				清水・井上						2017.3.7		多治見市		岐阜県		4/1/14										4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314053		町田　渉		1		男		1		1		S03010		マリモ電子工業㈱		マリモデンシコウギョウ		東信		5.未上場						マリモ電子工業㈱		39		市川						2017.5.29		上田市		長野県		4/1/14		3860032		長野県上田市諏訪形1071		0268-27-9644		東信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		卸売業、小売業 オロシウ ギョウ コウリ ギョウ		機械器具小売業 キカイ キグ コウリギョウ		I2		b6		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314054		松田　圭央		1		男		1		1		Ｓ00869		ソレキア㈱		ソレキア		東京都		3.店頭公開						ソレキア㈱		59		水野						2017.6.22		北牟婁郡紀北町		三重県		4/1/14		1440051		東京都大田区西蒲田8-3-3		03-3732-1131		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		G		b6		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314056		水野　慎梧		1		男		1		1		Ｓ06113		㈱ベーシック		ベーシック		東京都		5.未上場						㈱ベーシック		39		田邉						Ｈ29.5.2		江戸川区		東京都		4/1/14		1690075		東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル		03-3204-2241		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b4電気 デンキ		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314057		宮下　陽介		1		男		1		1		S03242		㈱伸光製作所		シンコウセイサクショ		南信		5.未上場						㈱伸光製作所		29		田邉						2017.8.29		伊那市		長野県		4/1/14		3994601		長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪12238		0265-79-1301		南信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b4電気 デンキ		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314058		村田　真広		1		男		1		1		Ｓ00983		㈱サンコー		サンコー		中信		2.2部上場						㈱サンコー		29		水野						2017.5.11		塩尻市		長野県		4/1/14		3990702		長野県塩尻市広丘野村959		0263-52-2918		中信		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		教育、学習支援業 キョウイク ガクシュウ シエン ギョウ		その他の教育、学習支援業 タ キョウイク ガクシュウ シエン ギョウ		O2		e		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314059		望月　澪		1		男		1		1		Ｓ06567		㈱さなる(佐鳴予備校)		サナル		東京都		5.未上場						㈱さなる(佐鳴予備校)		82		杉田		㈱ＥＮＥＯＳサンエネルギー				2017.6.1		富士市		静岡県		4/1/14		1600023		東京都新宿区西新宿3-2-8		3-3347-1376		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		女		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウ ショウカイ ロウドウシャ ハケン ギョウ		R2		b4その他 タ		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314063		山﨑　麗果		1		女		1		1		S02094		㈱メイテックフィルダーズ		メイテックフィルダーズ		東京都		5.未上場						㈱メイテックフィルダーズ		91		杉田						2017.4.3		北杜市		山梨県		4/1/14		1070052		東京都港区赤坂8-5-26赤坂DSビル		03-5413-0480		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		製造業 セイゾウギョウ		電気機械器具製造業 デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		E8		b4電気 デンキ		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314064		吉池　太樹		1		男		1		1		S03650		㈱イングスシナノ		イングスシナノ		下諏訪町		5.未上場						㈱イングスシナノ		29		清水・井上						2017.11.2		塩尻市		長野県		4/1/14		3930000		長野県諏訪郡下諏訪町四王5415		0266-27-8851		下諏訪町		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		F		就職者(正規職員) シュウショク シャ セイキ ショクイン		建設業 ケンセツギョウ		設備工事業 セツビ コウジ ギョウ		D		b5		2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314065		若林　翔太		1		男		1		1		Ｓ06259		㈱関電工		カンデンコウ		東京都		1.1部上場						㈱関電工		08		松江								甲府市		山梨県		4/1/14		1080023		東京都港区芝浦4-8-33		03-5476-3357		東京都		4/1/14

		平成26年 ヘイセイ ネン		男		A		大学院研究科　進学 ダイガクイン ケンキュウカ シンガク		大学院進学 ダイガクイン シンガク								2014		ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科		S314481		大築　拓真		1		男		1		2												0028		東京理科大学大学院		東京理科大学大学院				田邉						2017.7.7		平塚市		神奈川県		4/1/16										4/1/16
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