
中原⼤學
111學年度⼤學申請入學招⽣

錄取名單
008122 - 機械⼯程學系

名額類別：招⽣名額

　正取：128名(先由左⾄右，再由上⽽下，依考⽣名次排序)

　10093816 宋〇仁　10245427 楊〇昇　10031027 劉〇廷
　10115411 洪〇翔 　10057012 鄭〇元　10045328 李〇宸
　10116806 楊〇竣　10240127 陳〇柏　10135213 林〇昆
　10114931 李〇彧　10103429 陳〇承　10037604 許〇崴
　10199223 許〇芸　10012817 陳〇宇　10080617 賴〇勳
　10112635 呂〇丞　10207929 楊〇叡　10096601 彭〇維
　10032415 余〇杰　10020423 陳〇昕　10102307 吳〇堃
　10051319 江〇駿　10021935 陳〇欣　10115909 邱〇緯
　10132009 賴〇穎　10155005 郭〇毅　10096328 林〇恩
　10155107 戴〇遠　10167103 許〇捷　10234115 劉〇崙
　10069101 洪〇峰　10030629 黃〇愷　10119003 何〇誼
　10063821 周〇彣　10028020 羅〇巽　10074406 游〇叡
　10308328 林〇翰　10079835 紀〇妮　10028817 徐〇翔
　10201318 莊〇翔　10046533 孫〇佑　10143915 邱〇芸
　10134236 陳〇安　10247415 王〇仁　10078515 陳〇賢
　10158031 林〇陞　10115511 吳〇核 　10243124 江〇承
　10243718 蔣〇豪　10174931 陳〇　　10273019 林〇志
　10141122 王〇儀　10153111 蕭〇妃 　10019133 吳〇承
　10306505 許〇淳　10320021 曾〇涵　10247631 董〇仰
　10093432 顏〇翎　10134004 呂〇軒　10015905 林〇劭
　10025731 張〇慈　10020217 徐〇宸　10138918 何〇廷
　10109519 陳〇熏　10027636 張〇霖　10134829 劉〇呈
　10156527 施〇凱　10119109 謝〇辰　10131916 林〇臻
　10306135 郭〇謙　10099017 吳〇呈　10020207 翁〇雋
　10243327 陳〇翰　10015206 林〇皓　10277033 王〇崴
　10072622 吳〇彥　10255831 林〇茜　10063507 賴〇嘉
　10235703 簡〇雯　10135430 翁〇斌　10003823 李〇澤
　10157228 陳〇羿　10175124 陳〇玟　10020726 楊〇希
　10068029 吳〇嫻　10291832 楊〇寓　10130335 張〇涵
　10195007 陳〇甄　10098203 黃〇杰　10014128 古〇諠
　10147225 劉〇昀　10036420 王〇智　10235022 林〇傑
　10242016 葉〇育　10277209 朱〇仁　10135302 ⾼〇廷
　10114716 吳〇儒　10137217 陳〇睿　10138917 葉〇宏
　10110408 劉〇廷　10171030 楊〇芸　10127527 古〇偉
　10238512 黃〇軒　10109509 何〇霆　10059904 楊〇硯
　10080001 陳〇緣　10028927 施〇允　10097703 林〇仲
　10143802 蕭〇庭　10115419 林〇翔　10124927 顏〇立
　10113207 馮〇程　10111106 姚〇宇 　10133102 李〇宸
　10057120 游〇仁　10136809 周〇勛　10014206 王〇詠
　10038614 張〇睿　10222420 郭〇琛　10245610 黃〇祐
　10000413 傅〇成　10135024 魏〇峻　10105509 林〇立
　10244801 朱〇勳　10106013 陳〇堂　10210429 施〇成



　10103516 胡〇宇　10102611 陳〇宏

　備取：180名(先由左⾄右，再由上⽽下，依考⽣名次排序)

　10075405 盧〇懷　10234430 林〇翰　10179604 侯〇宸
　10025828 游〇叡　10178014 洪〇竣　10141724 陳〇瑋
　10101716 彭〇瑜　10158729 鍾〇森　10313828 林〇榮
　10232035 李〇　　10073134 張〇皓　10194816 張〇梃
　10017928 湯〇隆　10038831 黃〇薰　10232921 王〇丞
　10108220 張〇承　10138426 黃〇維　10119821 林〇凡
　10164504 汪〇融　10091634 劉〇洋　10202424 ⾼〇恩
　10088511 王〇珩　10180334 何〇哲　10109533 蔡〇哲
　10073802 廖〇崴　10070721 張〇勛　10113134 洪〇恒
　10135132 黃〇宇　10250425 蔡〇晴　10102922 陳〇翔
　10021835 黃〇允　10225020 鄧〇駿　10092431 林〇駿
　10052418 張〇禎　10080106 張〇豪　10322220 莊〇群
　10122421 張〇豪　10073836 黃〇廷　10227313 廖〇堯
　10315506 林〇駿　10098836 魏〇翔　10258102 葉〇寬
　10295318 陳〇森　10218301 汪〇謙　10141630 利〇霆
　10178216 李〇鋐　10141504 林〇軒　10258704 蕭〇學
　10191110 黃〇軒 　10119921 楊〇宇　10262107 陳〇杰
　10053903 ⾼〇忱　10307504 王〇聆　10323540 鐘〇嘉
　10152218 呂〇諺　10120929 彭〇駿　10262002 蔡〇宇
　10308528 陳〇睿　10224212 楊〇臻　10030728 張〇瀚
　10254001 陳〇蕎　10158502 陳〇均　10133305 林〇宏
　10231818 賴〇勳　10016016 葉〇鈞　10114606 陳〇芸
　10227309 呂〇語　10111604 楊〇宇 　10119001 賴〇翔
　10044335 黃〇洋　10167213 温〇翰　10135529 戴〇岳
　10014106 羅〇程　10109726 楊〇華　10080325 陳〇和
　10112013 林〇玟　10172134 蔡〇宇　10210603 吳〇逸
　10235534 吳〇韶　10152322 朱〇銘　10185701 李〇毅
　10258606 吳〇諺　10034629 陳〇睿　10312403 吳〇恩
　10162929 陳〇沛　10138613 邱〇賢　10194428 林〇䚄
　10097711 吳〇禹　10053514 劉〇承　10245224 張〇菖
　10132133 羅〇元　10079217 翁〇恩　10255007 黃〇豪
　10102234 游〇翔　10073718 鄭〇弘　10147811 宋〇泰
　10321404 蔡〇諺　10154105 温〇楷　10203903 陳〇豐
　10171909 張〇宸　10247722 曾〇愷　10000113 李〇駿
　10173031 汪〇廷　10228036 陳〇昕　10211320 劉〇均
　10104205 林〇翔　10039432 張〇翔　10141730 鍾〇睿
　10029028 林〇昱　10113020 周〇翔　10098114 曾〇文
　10157836 李〇彧　10226135 吳〇毅　10229614 蔡〇偉
　10170620 王〇晟　10262009 陳〇璇　10102319 張〇翔
　10138329 翁〇禎　10245213 林〇辰　10155129 許〇宇
　10090024 張〇毅　10139203 彭〇棋　10052803 顏〇翔
　10243734 郭〇毅　10078323 黃〇堯　10303133 蘇〇誠
　10160813 鄧〇翔　10219804 林〇恩　10114935 黃〇誠
　10259115 陳〇亨　10071118 蕭〇毅 　10131318 成〇華
　10137017 張〇豪　10155025 林〇翌　10071415 林〇翰
　10216125 王〇博　10074225 江〇泰　10245517 ⾼〇宸
　10138906 姜〇倬　10132929 李〇慈　10115521 簡〇勳
　10161107 黃〇展　10278509 陳〇嫻　10133218 張〇暉
　10154602 沈〇豪　10156325 范〇逵　10069313 陳〇瑋



　10003907 劉〇伸　10202901 沈〇諺　10142317 曾〇鈞
　10111526 呂〇哲 　10276003 ⼒〇閎　10057132 李〇威
　10013209 林〇叡　10255909 蘇〇軒　10227815 蔡〇裕
　10139102 吳〇諭　10018414 周〇賢　10272209 彭〇綱
　10260628 郭〇亨　10070719 郭〇均　10135215 朱〇翰
　10158219 陳〇⼼　10158323 李〇霆　10124402 楊〇昱
　10139118 徐〇翔　10138433 廖〇磊　10074514 鄭〇穎
　10147719 胡〇勛　10238214 侯〇韋　10111023 陳〇志
　10084936 廖〇弘　10172732 ⽯〇文　10115033 江〇潤
　10142133 李〇宸　10073610 張〇承　10085001 黃〇騏
　10171904 羅〇杰　10226117 蔡〇衡　10232314 王〇毓

　※備註：正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取16名。

名額類別：原住⺠外加名額

　正取：1名(先由左⾄右，再由上⽽下，依考⽣名次排序)

　10316109 岳劉〇珩

　備取：2名(先由左⾄右，再由上⽽下，依考⽣名次排序)

　10282001 李〇穎　10131510 林〇樟


