
中原⼤學
111學年度⼤學申請入學招⽣

錄取名單
008112 - ⼟⽊⼯程學系

名額類別：招⽣名額

　正取：113名(先由左⾄右，再由上⽽下，依考⽣名次排序)

　10159305 何〇翰　10176409 陳〇吉　10098217 林〇　
　10226016 王〇弘　10017703 董〇綾　10322226 唐〇良
　10144725 曾〇皓　10119109 謝〇辰　10075817 楊〇丞
　10066015 易〇卉　10162317 陳〇資　10056808 吳〇毅
　10277520 陳〇宇　10205915 胡〇銓　10114732 林〇辰
　10206131 紀〇昕　10127527 古〇偉　10179005 楊〇婷
　10255007 黃〇豪　10098414 黃〇愷　10141723 吳〇慈
　10174512 林〇晨　10178026 柯〇鍇　10257328 林〇雯
　10171030 楊〇芸　10295409 黃〇豪　10046402 陳〇翰
　10139105 吳〇駿　10071301 陳〇平　10132921 林〇涵
　10304121 陳〇穎　10202929 吳〇恩　10180517 洪〇恩
　10084224 李〇蓁　10142433 呂〇宇　10222902 陳〇詠
　10112909 黃〇槿　10280509 吳〇瑋　10014414 陳〇安
　10249508 劉〇文　10028526 張〇鈞　10038930 蔡〇祐
　10135410 曾〇瑋　10130427 陳〇宇　10026236 呂〇翰
　10074101 詹〇儒　10171304 李〇霆　10134415 洪〇姍
　10053402 劉〇麟　10103435 黃〇珊　10109431 吳〇奕
　10273109 蔡〇澤　10141810 曾〇紫　10131318 成〇華
　10250134 陳〇毅　10014715 陳〇筠　10231808 ⾼〇峰
　10222813 張〇勝　10224436 陳〇維　10273026 陳〇享
　10214014 蔡〇諭　10244903 黃〇瑱　10206907 曾〇宏
　10278127 王〇翔　10027636 張〇霖　10026012 賴〇明
　10206011 莊〇諭　10221711 羅〇佑　10230014 安〇升
　10241302 陳〇瑋　10036516 ⽅〇曠　10139101 鍾〇葦
　10139014 謝〇曦　10241532 陳〇櫸　10070719 郭〇均
　10088309 林〇容　10138433 廖〇磊　10206605 林〇傑
　10320212 徐〇禎　10141715 ⾺〇峻　10234505 賴〇翰
　10227402 張〇維　10080325 陳〇和　10130021 蕭〇丞
　10240302 王〇　　10278623 徐〇謙　10229815 蔡〇築
　10078833 江〇愷　10148333 張〇瑄　10170730 謝〇丞
　10241024 吳〇智　10247204 張〇榕　10038711 黃〇銓
　10212429 張〇竣　10129829 池〇容　10320529 劉〇瑞
　10202031 施〇甄　10198507 陳〇淂　10074930 張〇惟
　10176021 朱〇緯　10321136 吳〇勛　10103519 林〇辰
　10239314 李〇葦　10178230 蔡〇翰　10308417 林〇睿
　10133317 簡〇宸　10245729 韓〇豪　10016921 鄭〇聖
　10254905 王〇珉　10260103 程〇顥　10299101 吳〇峻
　10281013 何〇銘　10012518 蕭〇丞

　備取：143名(先由左⾄右，再由上⽽下，依考⽣名次排序)

　10228022 張〇祐　10126515 夏〇寧　10201006 廖〇承
　10016102 林〇遠　10313717 鐘〇衡　10120929 彭〇駿



　10247407 鄭〇九　10110306 邱〇嫺　10146933 林〇㚬
　10255909 蘇〇軒　10111702 邱〇嘉 　10278509 陳〇嫻
　10264508 陳〇宏　10252023 顏〇翰　10315705 余〇揚
　10142133 李〇宸　10157421 許〇惟　10014818 林〇萱
　10001506 陳〇安　10218228 蔡〇翰　10311507 陳〇萱
　10006316 吳〇寧　10016306 鄭〇豐　10291802 李〇瑞
　10157630 商〇哲　10234526 江〇儒　10171615 謝〇呈
　10307936 林〇岑　10211406 宋〇諭　10082711 林〇甫
　10030628 蔡〇⽻　10278608 汪〇霖　10122724 李〇修
　10228828 王〇諺　10135403 向〇凡　10034203 林〇媛
　10122421 張〇豪　10037704 簡〇賢　10259034 張〇翰
　10134613 張〇綱　10264424 郭〇宇　10139518 鄭〇蓁
　10051824 鄭〇昀　10308505 朱〇丞　10178733 顏〇禎
　10211625 劉〇豪　10201124 廖〇捷　10205424 彭〇祐
　10226117 蔡〇衡　10107813 劉〇妤　10112431 吳〇龍
　10182802 陳〇呈　10271903 林〇萍　10003316 陳〇綸
　10290311 陳〇庭　10049716 林〇恩　10255615 侯〇軒
　10059428 王〇勳　10134513 范〇祥　10019134 鮑〇安
　10028032 魏〇恩　10230106 葉〇弘　10031526 王〇熏
　10124215 凌〇惟　10089413 王〇閎　10052319 李〇楨
　10276020 龔〇新　10078503 吳〇祥　10225928 ⾼〇嘉
　10027623 張〇凱　10063112 陳〇宜　10170825 林〇佳
　10074130 秦〇煜　10221702 陳〇榤　10115823 詹〇晴
　10120303 曹〇崴　10028022 黃〇皓　10063826 林〇珊
　10102930 盧〇辰　10194706 黃〇賦　10061113 梁〇宇
　10116812 張〇　　10124431 ⾼〇榆　10132105 莊〇翔
　10322128 蔡〇翔　10225906 徐〇維　10082206 李〇潔
　10255902 黃〇倫　10097102 張〇淵　10141617 袁〇展
　10111304 王〇凱 　10109311 鄭〇宜　10135426 黃〇認
　10069217 李〇銘　10218127 江〇璋　10135235 陳〇陽
　10272933 蔡〇安　10019331 楊〇杰　10243517 洪〇儒
　10272312 陳〇緯　10120412 林〇翰　10235524 盧〇群
　10110517 楊〇舜　10108222 汪〇廷　10123402 蔡〇翔
　10116803 呂〇凡　10035636 朱〇岳　10138734 魏〇峰
　10153109 李〇中　10089912 陳〇宇　10322131 陳〇銘
　10115324 藍〇軒　10111402 吳〇勲 　10267629 杜〇諭
　10138805 何〇珊　10112919 王〇祖　10129516 何〇萱
　10282904 王〇鈞　10124321 柳〇元　10122536 蘇〇諺
　10083330 張〇⿑　10008215 林〇孺　10321406 陳〇廷
　10135209 楊〇諭　10219003 陳〇安　10115623 莊〇翰
　10322330 張〇皓　10134232 張〇樟　10083329 王〇賢
　10255629 顏〇竣　10144022 游〇澤　10097103 蔡〇皓
　10195503 賴〇鴻　10122720 楊〇睿　10064503 許〇瑋
　10258903 劉〇瑋　10049310 盧〇怡　10195206 王〇騏
　10042729 張〇銨　10066236 陳〇弘　10322001 林〇羲
　10147227 劉〇辰　10061102 鄭〇卉

　※備註：正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取11名。

名額類別：離島外加名額(⾦⾨縣)

　正取：1名(先由左⾄右，再由上⽽下，依考⽣名次排序)



　10322128 蔡〇翔

　備取：7名(先由左⾄右，再由上⽽下，依考⽣名次排序)

　10322131 陳〇銘　10322330 張〇皓　10322432 翁〇諭
　10322007 胡〇榆　10322001 林〇羲　10322502 呂〇萱
　10321917 黃〇謙


