
 淡江大學學校財團法人淡江大學招生委員會　公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  中華民國111年7月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  校教字第1110100058號

主　　旨：公告本校111學年度日間學士班轉學生招生錄取名單及辦理報到註冊事項。

依　　據：依本校111學年度日間學士班轉學生招生簡章辦理。

公告事項：

　一、本校111學年度日間學士班轉學生招生成績業經評定，計錄取正取生４６６名，
　　　備取生 ７５８ 名，名次順序為由左至右、由上至下，名單如后：
      
　　１、　中國文學學系二年級

　　　　　正取　　　８　名

魏○叡　　　簡○庭　　　曾○妤　　　黃○如　　　黃○瑄　　　汪○綺　　　
12010016　　12010023　　12010006　　12010020　　12010008　　12010034　　
華○雲　　　朱○錞　　　
12010009　　12010005　　

　　　　　備取　　２４　名

林○玲　　　陳○宇　　　間山○惠　　林○語　　　周○庭　　　陳○霖　　　
12010019　　12010004　　12010003　　12010017　　12010010　　12010025　　
李○瑩　　　李○倫　　　鍾○宜　　　陳○霓　　　黃○軒　　　梁○綾　　　
12010011　　12010024　　12010002　　12010030　　12010014　　12010027　　
石○蓉　　　黃○甯　　　杜○萱　　　何○穎　　　劉○孜　　　游○瑢　　　
12010007　　12010018　　12010035　　12010021　　12010029　　12010028　　
阮○純　　　林○萱　　　羅○棠　　　吳○如　　　陳○宇　　　王○堯　　　
12010032　　12010015　　12010033　　12010031　　12010013　　12010036　　

　　２、　歷史學系二年級

　　　　　正取　　　８　名

李○緰　　　黃○睿　　　陳　○　　　蔡○庭　　　邢○維　　　林○昂　　　
12020002　　12020014　　12020009　　12020007　　12020010　　12020015　　
許○淇　　　謝○軒　　　
12020006　　12020022　　

　　　　　備取　　１７　名

邱○哲　　　許○瑋　　　周○葳　　　李○樺　　　陳　○　　　莊○瀚　　　
12020008　　12020011　　12020001　　12020025　　12020005　　12020012　　
蔡○庭　　　李○穎　　　江○瑩　　　胡○雲　　　王○羿　　　賴○加　　　
12020018　　12020021　　12020023　　12020024　　12020020　　12020013　　
趙○瑋　　　郭○傑　　　蔡○炫　　　蘇○漢　　　藍○文　　　
12020004　　12020017　　12020003　　12020019　　12020016　　

　　３、　資訊與圖書館學系二年級

　　　　　正取　　１２　名

蕭○星　　　余○宣　　　林○維　　　杜○瑄　　　莫○姍　　　陳○妤　　　
12030016　　12030024　　12030003　　12030011　　12030004　　12030008　　
黃○瑄　　　施○璿　　　胡○云　　　莊○棋　　　尤○驊　　　洪○哲　　　
12030009　　12030002　　12030023　　12030019　　12030005　　12030012　　

　　　　　備取　　１０　名

陳○誌　　　黃○祐　　　王○妤　　　李○恩　　　謝○雨　　　吳○蓉　　　



12030022　　12030018　　12030010　　12030014　　12030017　　12030006　　
陳○翔　　　徐○淇　　　蘇○瑋　　　羅○郢　　　
12030015　　12030021　　12030001　　12030013　　

　　４、　大眾傳播學系二年級

　　　　　正取　　　４　名

李○嫺　　　李○宣　　　廖○皓　　　郭○均　　　
12040013　　12040063　　12040004　　12040065　　

　　　　　備取　　１２　名

賴○如　　　黃○捷　　　楊○郁　　　游○柔　　　游○葇　　　劉○琳　　　
12040030　　12040052　　12040027　　12040083　　12040099　　12040067　　
吳○佑　　　林○霖　　　陳○臻　　　林○誼　　　鄭○倢　　　吳○臻　　　
12040045　　12040066　　12040080　　12040107　　12040048　　12040070　　

　　５、　資訊傳播學系二年級

　　　　　正取　　　５　名

洪○蓁　　　莊○楷　　　朱○芸　　　廖○皓　　　張○柔　　　
12050036　　12050035　　12050014　　12050001　　12050038　　

　　　　　備取　　１５　名

高○喬　　　陳○妤　　　蕭○星　　　施○晨　　　游○妍　　　吳○容　　　
12050006　　12050022　　12050010　　12050024　　12050054　　12050007　　
蔡○蓁　　　朱○希　　　許○綸　　　謝○杰　　　莫○姍　　　黃○姍　　　
12050042　　12050023　　12050037　　12050053　　12050043　　12050026　　
趙○卉　　　蔡○倫　　　吳○耘　　　
12050033　　12050040　　12050020　　

　　６、　理學院尖端材料科學學士學位學程二年級

　　　　　正取　　　１　名

藍○驛　　　
12100005　　

　　　　　備取　　　３　名

羅○祖　　　劉○德　　　李○曦　　　
12100002　　12100006　　12100001　　

　　７、　數學學系數學組二年級

　　　　　正取　　　２　名

吳○謙　　　謝○恬　　　
12110002　　12110003　　

　　　　　備取　　　１　名

陳○昀　　　
12110001　　

　　８、　數學學系資料科學與數理統計組二年級

　　　　　正取　　　１　名

吳○謙　　　



12120001　　

　　　　　備取　　　２　名

胡○諺　　　黃○霖　　　
12120002　　12120003　　

　　９、　物理學系光電物理組二年級

　　　　　正取　　　２　名

藍○驛　　　黃○芫　　　
12130005　　12130003　　

　　　　　備取　　　４　名

羅○祖　　　周○祥　　　吳○諺　　　黃○哲　　　
12130002　　12130001　　12130006　　12130004　　

　１０、　物理學系應用物理組二年級

　　　　　正取　　　３　名

朱○妍　　　謝○恬　　　黃○芫　　　
12140007　　12140003　　12140006　　

　　　　　備取　　　４　名

周○祥　　　唐○億　　　張○鳴　　　孫○心　　　
12140004　　12140005　　12140002　　12140001　　

　１１、　化學學系化學與生物化學組二年級

　　　　　正取　　　４　名

游○蓉　　　王○珊　　　余○華　　　謝○晞　　　
12150012　　12150011　　12150007　　12150005　　

　　　　　備取　　１２　名

曾○雯　　　蔡○妤　　　王○荏　　　蕭○馨　　　房○旋　　　林○珊　　　
12150010　　12150006　　12150016　　12150008　　12150004　　12150013　　
王○鈞　　　李○宜　　　李○濬　　　張○瑜　　　周○蓁　　　藍○琁　　　
12150014　　12150002　　12150019　　12150009　　12150017　　12150015　　

　１２、　化學學系材料化學組二年級

　　　　　正取　　　４　名

游○蓉　　　范○人　　　蔡○妤　　　劉○凱　　　
12160002　　12160010　　12160005　　12160001　　

　　　　　備取　　１２　名

藍○驛　　　傅○泉　　　房○旋　　　黃○章　　　林○珊　　　林○宇　　　
12160018　　12160011　　12160003　　12160008　　12160004　　12160015　　
廖○淇　　　馬○妤　　　郭○言　　　林○瑀　　　周○余　　　陳○卉　　　
12160019　　12160006　　12160012　　12160014　　12160007　　12160017　　

　１３、　建築學系二年級

　　　　　正取　　　４　名



李○樣　　　郭○聖　　　陳○綸　　　林○頃　　　
12170050　　12170018　　12170041　　12170040　　

　　　　　備取　　１３　名

張○恩　　　楊○翰　　　鄭○元　　　艾○瑋　　　林○佑　　　黃○鈞　　　
12170019　　12170010　　12170038　　12170008　　12170003　　12170036　　
○霖　　　吳○哲　　　李○融　　　黃○銓　　　陳○祥　　　劉○君　　　
12170009　　12170042　　12170022　　12170044　　12170014　　12170004　　
吳○靜　　　
12170001　　

　１４、　土木工程學系二年級

　　　　　正取　　　６　名

鄭○佑　　　林○妤　　　許○緯　　　周○祥　　　林○　　　蕭○允　　　
12180006　　12180005　　12180016　　12180021　　12180020　　12180015　　

　　　　　備取　　１８　名

李○蓉　　　劉○園　　　曹○又　　　張○瑋　　　陳○嘉　　　陳○任　　　
12180012　　12180004　　12180031　　12180026　　12180017　　12180003　　
林○燁　　　李○謙　　　林○翔　　　謝○凱　　　吳○彥　　　劉○丞　　　
12180007　　12180030　　12180002　　12180011　　12180025　　12180024　　
藍○驛　　　陳○璇　　　吳○恩　　　林○維　　　萬○均　　　陳○豪　　　
12180028　　12180014　　12180023　　12180008　　12180018　　12180027　　

　１５、　人工智慧學系二年級

　　　　　正取　　　１　名

張○語　　　
12190011　　

　　　　　備取　　　３　名

王○任　　　林○亨　　　董○恩　　　
12190008　　12190013　　12190001　　

　１６、　水資源及環境工程學系水資源工程組二年級

　　　　　正取　　　１　名

林○　　　
12200002　　

　　　　　備取　　　１　名

陳○妤　　　
12200003　　

　１７、　水資源及環境工程學系環境工程組二年級

　　　　　正取　　　１　名

張○懷　　　
12210001　　

　　　　　備取　　　３　名

林○燁　　　陳○妤　　　周○丞　　　
12210004　　12210005　　12210002　　



　１８、　機械與機電工程學系光機電整合組二年級

　　　　　正取　　　２　名

江○恩　　　呂○廷　　　
12220005　　12220004　　

　　　　　備取　　　６　名

丁○心　　　施○廷　　　藍○驛　　　孫○信　　　翁○柏　　　王○　　　
12220010　　12220003　　12220008　　12220007　　12220006　　12220001　　

　１９、　機械與機電工程學系精密機械組二年級

　　　　　正取　　　２　名

李○臻　　　呂○丞　　　
12230009　　12230002　　

　　　　　備取　　　６　名

江○恩　　　呂○泰　　　邱○芸　　　藍○驛　　　孫○信　　　林○硯　　　
12230005　　12230003　　12230011　　12230008　　12230007　　12230006　　

　２０、　電機工程學系電機資訊組二年級

　　　　　正取　　　２　名

陳○瑛　　　吳○穎　　　
12240015　　12240010　　

　　　　　備取　　　６　名

鍾○玲　　　黃○嘉　　　林○君　　　林○鎧　　　王○文　　　洪○陽　　　
12240002　　12240001　　12240025　　12240009　　12240023　　12240006　　

　２１、　電機工程學系電機通訊組二年級

　　　　　正取　　　２　名

吳○穎　　　林○鎧　　　
12250006　　12250005　　

　　　　　備取　　　６　名

羅○暘　　　王○勳　　　藍○驛　　　謝○羲　　　王○文　　　龔○軒　　　
12250007　　12250017　　12250020　　12250024　　12250018　　12250010　　

　２２、　電機工程學系電機與系統組二年級

　　　　　正取　　　２　名

林○鎧　　　陳○瑛　　　
12260007　　12260011　　

　　　　　備取　　　６　名

吳○穎　　　呂○廷　　　王○瀚　　　陳○安　　　羅○華　　　傅○傑　　　
12260008　　12260010　　12260005　　12260034　　12260035　　12260004　　

　２３、　化學工程與材料工程學系二年級



　　　　　正取　　　２　名

魏○榆　　　蔡○妤　　　
12270010　　12270006　　

　　　　　備取　　　６　名

張○祐　　　許○傑　　　林○熙　　　陳○翔　　　李○樵　　　傅○泉　　　
12270004　　12270002　　12270008　　12270007　　12270012　　12270013　　

　２４、　航空太空工程學系二年級

　　　　　正取　　　３　名

林○晢　　　范○瑀　　　江○恩　　　
12280001　　12280002　　12280016　　

　　　　　備取　　　９　名

李○陞　　　蘇○予　　　陳○廷　　　張○維　　　白○桂　　　陳○豪　　　
12280008　　12280006　　12280010　　12280009　　12280015　　12280011　　
陳○睿　　　萬○均　　　李○憲　　　
12280003　　12280012　　12280017　　

　２５、　資訊工程學系二年級

　　　　　正取　　　５　名

商○妍　　　梅○函　　　董○恩　　　吳○菖　　　俞○鴻　　　
12290001　　12290065　　12290009　　12290059　　12290129　　

　　　　　備取　　１７　名

游○庭　　　鄭○澤　　　趙○崴　　　藍○妤　　　楚○靜　　　梁○辰　　　
12290026　　12290134　　12290020　　12290046　　12290080　　12290135　　
高○恩　　　王○均　　　蔡○凱　　　張○瑄　　　陳○均　　　王○伶　　　
12290076　　12290067　　12290021　　12290104　　12290082　　12290066　　
林○恩　　　林○鎧　　　王○文　　　張○恩　　　簡○真　　　
12290133　　12290033　　12290077　　12290064　　12290103　　

　２６、　財務金融學系二年級

　　　　　正取　　　６　名

周○倢　　　李○瑜　　　江○婷　　　陳○儒　　　葉○凱　　　溫○筑　　　
12310044　　12310073　　12310099　　12310090　　12310007　　12310084　　

　　　　　備取　　１８　名

洪○瑄　　　林○愷　　　林○穎　　　羅○瑄　　　吳○宜　　　賴○萱　　　
12310089　　12310019　　12310076　　12310095　　12310109　　12310064　　
李○晴　　　林○依　　　陳○安　　　張○瑜　　　施○安　　　蔡○辰　　　
12310108　　12310085　　12310063　　12310112　　12310003　　12310115　　
曾○甡　　　李○霆　　　陳○廷　　　盧○熙　　　林○珈　　　簡○蓁　　　
12310074　　12310127　　12310077　　12310048　　12310017　　12310106　　

　２７、　財務金融學系二年級（退伍軍人）

　　　　　正取　　　１　名

蔡○恩　　　
12310081　　



　　　　　備取　　　０　名

　２８、　風險管理與保險學系二年級

　　　　　正取　　　４　名

蕭○彤　　　吳○璇　　　鄭○樺　　　王○婷　　　
12320004　　12320005　　12320021　　12320001　　

　　　　　備取　　１２　名

陳○安　　　曾○琁　　　鄭○蓉　　　李○萱　　　仇○臻　　　陳○志　　　
12320014　　12320002　　12320012　　12320015　　12320009　　12320017　　
李○益　　　曾○睿　　　呂○婷　　　邱○銘　　　張○瑋　　　顏○毅　　　
12320010　　12320006　　12320007　　12320008　　12320020　　12320022　　

　２９、　國際企業學系經貿管理組二年級

　　　　　正取　　　６　名

鄧○晴　　　陳　○　　　劉○慧　　　蕭○　　　簡○蓁　　　蔡○惠　　　
12330028　　12330052　　12330031　　12330033　　12330059　　12330008　　

　　　　　備取　　１８　名

郭○瑜　　　黃○豪　　　廖○陞　　　陳○儒　　　陳○翰　　　高○婕　　　
12330064　　12330087　　12330002　　12330007　　12330020　　12330073　　
胡○璇　　　劉○熏　　　莊○莘　　　鄭○宸　　　李○益　　　郭○珍　　　
12330012　　12330051　　12330030　　12330021　　12330032　　12330082　　
楊○城　　　江○婷　　　林○宸　　　潘○汛　　　黃○棋　　　黃○霖　　　
12330070　　12330057　　12330005　　12330045　　12330086　　12330066　　

　３０、　產業經濟學系二年級

　　　　　正取　　　２　名

吳○瑋　　　施○妤　　　
12340015　　12340007　　

　　　　　備取　　　６　名

羅○芳　　　黃○誠　　　林○宇　　　許○淇　　　王○柔　　　廖○陞　　　
12340016　　12340013　　12340008　　12340004　　12340012　　12340001　　

　３１、　經濟學系二年級

　　　　　正取　　　８　名

陳○如　　　楊○棻　　　顏○豪　　　許○玲　　　吳○賢　　　林○依　　　
12350044　　12350004　　12350001　　12350022　　12350043　　12350031　　
鄒○羲　　　洪○瑄　　　
12350014　　12350032　　

　　　　　備取　　２４　名

李○瑜　　　王○柔　　　呂○翰　　　洪○謙　　　李○益　　　周○翔　　　
12350038　　12350030　　12350039　　12350047　　12350016　　12350005　　
陳○瑩　　　林○宇　　　胡○瑞　　　朱○恩　　　陳○安　　　林○安　　　
12350025　　12350046　　12350003　　12350002　　12350028　　12350027　　
林○玲　　　施○妤　　　鄭○檠　　　鄭○嶽　　　羅○芳　　　沈○榛　　　
12350023　　12350011　　12350045　　12350018　　12350049　　12350037　　
吳○緯　　　彭○茂　　　周○成　　　黃○芸　　　蔡○彤　　　潘○錪　　　



12350017　　12350042　　12350020　　12350015　　12350012　　12350010　　

　３２、　財務金融學系全球財務管理全英語學士班二年級

　　　　　正取　　　４　名

江○婷　　　許○淇　　　葉○凱　　　陳○安　　　
12360009　　12360003　　12360002　　12360005　　

　　　　　備取　　　５　名

廖○瑜　　　蔡○芸　　　楊○璇　　　唐○玲　　　李　○　　　
12360007　　12360006　　12360001　　12360004　　12360008　　

　３３、　會計學系二年級

　　　　　正取　　　５　名

李○瑜　　　范○晴　　　高○妤　　　黃○嘉　　　蔡○皓　　　
12410006　　12410001　　12410014　　12410003　　12410005　　

　　　　　備取　　１７　名

江○誼　　　張○瑜　　　劉○豪　　　陳○玲　　　張○維　　　魯○暄　　　
12410018　　12410048　　12410032　　12410024　　12410023　　12410042　　
莊○騰　　　詹○婕　　　陳○懿　　　陳○溱　　　林○婕　　　蔡○宸　　　
12410030　　12410019　　12410022　　12410051　　12410010　　12410025　　
許○齊　　　周○　　　曾○雅　　　成○綺　　　陳○軒　　　
12410011　　12410026　　12410037　　12410008　　12410043　　

　３４、　統計學系二年級

　　　　　正取　　　９　名

李○瑜　　　蔡○安　　　羅○芳　　　李○毅　　　張○霓　　　王○涵　　　
12420010　　12420003　　12420016　　12420013　　12420004　　12420006　　
黃○瑋　　　蔣○翎　　　陳○柔　　　
12420012　　12420008　　12420001　　

　　　　　備取　　　８　名

蘇○瑋　　　許○瑋　　　羅○郢　　　石○弘　　　高○宇　　　陳○顯　　　
12420002　　12420015　　12420014　　12420009　　12420005　　12420011　　
徐○棠　　　黃○允　　　
12420007　　12420017　　

　３５、　企業管理學系二年級

　　　　　正取　　１０　名

丘○顯　　　江○涵　　　謝○琳　　　龔○琪　　　林○晴　　　陳○萱　　　
12430105　　12430049　　12430048　　12430002　　12430044　　12430072　　
許○倚　　　李○樺　　　吳○蓁　　　黃○禎　　　
12430026　　12430019　　12430008　　12430013　　

　　　　　備取　　３０　名

陳　○　　　黃○瑜　　　廖○陞　　　黃○媛　　　羅○捷　　　李○融　　　
12430093　　12430001　　12430004　　12430020　　12430011　　12430098　　
李○函　　　邱○華　　　景○竣　　　陳○妮　　　林○蒨　　　曹○芸　　　
12430012　　12430106　　12430059　　12430095　　12430113　　12430103　　
李○益　　　林○勛　　　朱○嫺　　　張○庭　　　林○芸　　　周○廷　　　
12430039　　12430007　　12430067　　12430033　　12430028　　12430016　　



江○倫　　　黃○媃　　　黎○禎　　　曾○睿　　　吳○蓉　　　顏○臻　　　
12430043　　12430042　　12430010　　12430110　　12430085　　12430024　　
邱○嘉　　　陳○毅　　　岳○豪　　　張○柔　　　仇○臻　　　李○瑜　　　
12430022　　12430086　　12430031　　12430029　　12430034　　12430057　　

　３６、　資訊管理學系二年級

　　　　　正取　　　５　名

吳○心　　　張○柔　　　林○伊　　　蔡○哲　　　朱○瑜　　　
12440027　　12440013　　12440066　　12440078　　12440038　　

　　　　　備取　　１５　名

游○庭　　　詹○佑　　　王○伶　　　陳○斌　　　楊○茵　　　王○均　　　
12440015　　12440019　　12440042　　12440039　　12440004　　12440041　　
李○榕　　　盧○齊　　　王○文　　　林○恩　　　卓○筠　　　林○臻　　　
12440029　　12440068　　12440059　　12440050　　12440047　　12440014　　
曾○霜　　　李○綸　　　蔡○鈞　　　
12440012　　12440036　　12440071　　

　３７、　運輸管理學系二年級

　　　　　正取　　　５　名

張○琣　　　彭○翔　　　王○柔　　　廖○陞　　　曾○睿　　　
12450005　　12450001　　12450017　　12450002　　12450010　　

　　　　　備取　　１３　名

張○嘉　　　羅○芳　　　吳○帟　　　洪○楷　　　許○綱　　　林○月　　　
12450009　　12450018　　12450003　　12450012　　12450011　　12450007　　
張○傑　　　王○安　　　謝○翔　　　鄭○騏　　　李○宇　　　胡○中　　　
12450016　　12450015　　12450006　　12450008　　12450014　　12450013　　
詹○霖　　　
12450004　　

　３８、　公共行政學系二年級

　　　　　正取　　　５　名

郭○萱　　　李○誠　　　陳○奇　　　黃○葦　　　戴○菁　　　
12460009　　12460015　　12460034　　12460003　　12460038　　

　　　　　備取　　１５　名

李○霆　　　林○柔　　　許○華　　　林○萲　　　蔡○誼　　　許○銓　　　
12460001　　12460030　　12460010　　12460028　　12460036　　12460005　　
吳○存　　　蔡○恩　　　范○與　　　陳○函　　　謝○恩　　　楊○羽　　　
12460029　　12460002　　12460006　　12460017　　12460008　　12460018　　
楊○蕎　　　吳○珊　　　賴○蓉　　　
12460024　　12460035　　12460020　　

　３９、　管理科學學系二年級

　　　　　正取　　　６　名

廖○陞　　　黃○娟　　　李○嫻　　　賴○　　　蘇○渟　　　張○霓　　　
12470003　　12470016　　12470018　　12470019　　12470013　　12470002　　

　　　　　備取　　１５　名

蔡○安　　　曾○琁　　　葉○琪　　　○　　　陳○均　　　謝○哲　　　



12470007　　12470004　　12470001　　12470015　　12470005　　12470006　　
何○芸　　　李○安　　　黃○允　　　練○勳　　　朱○緯　　　鄭○琴　　　
12470021　　12470009　　12470008　　12470011　　12470020　　12470012　　
楊○瑞　　　陳　○　　　黃○宸　　　
12470017　　12470014　　12470010　　

　４０、　英文學系二年級

　　　　　正取　　　９　名

張○語　　　黎○琳　　　姜○珍　　　劉○臻　　　張○真　　　蔡○曄　　　
12510078　　12510001　　12510032　　12510048　　12510062　　12510029　　
張○容　　　周○珊　　　陳○姍　　　
12510017　　12510033　　12510069　　

　　　　　備取　　２８　名

呂○萱　　　高○慧　　　李○綸　　　謝○婕　　　范○雯　　　張○雯　　　
12510031　　12510005　　12510034　　12510025　　12510064　　12510002　　
黃○珩　　　范　○　　　嚴○禎　　　蔡○芸　　　黃○軒　　　楊○霖　　　
12510063　　12510050　　12510011　　12510055　　12510023　　12510014　　
謝○軒　　　彭○蓉　　　王○霖　　　李○軒　　　張○萱　　　朱○謹　　　
12510077　　12510060　　12510075　　12510070　　12510076　　12510026　　
林○葇　　　葉○妤　　　吳○錚　　　劉○廷　　　林○萱　　　黃○星　　　
12510012　　12510041　　12510072　　12510022　　12510052　　12510080　　
賴○如　　　陳○慈　　　陳○婷　　　林○逸　　　
12510047　　12510024　　12510007　　12510003　　

　４１、　英文學系二年級（退伍軍人）

　　　　　正取　　　１　名

蔡○修　　　
12510021　　

　　　　　備取　　　０　名

　４２、　西班牙語文學系二年級

　　　　　正取　　　６　名

張○華　　　張○慈　　　黃○源　　　連○宇　　　羅○萱　　　嚴○禎　　　
12520007　　12520006　　12520010　　12520001　　12520014　　12520005　　

　　　　　備取　　１２　名

吳○鎧　　　張○雯　　　陳○妏　　　徐○隅　　　陳○豪　　　沈○欣　　　
12520009　　12520002　　12520015　　12520008　　12520011　　12520013　　
莊○棋　　　安○騏　　　陳○儒　　　盧○奾　　　劉○惟　　　王○理　　　
12520012　　12520004　　12520003　　12520018　　12520016　　12520017　　

　４３、　法國語文學系二年級

　　　　　正取　　　９　名

馬○廷　　　謝○恩　　　霍○立　　　王○婷　　　羅○鎂　　　連○宇　　　
12530011　　12530016　　12530012　　12530020　　12530013　　12530001　　
蘇○儀　　　彭○綺　　　蘇○儀　　　
12530008　　12530006　　12530018　　

　　　　　備取　　　９　名



范○瑀　　　莊○杰　　　林○葇　　　莊○棋　　　陳○妤　　　林○瑜　　　
12530002　　12530003　　12530004　　12530019　　12530017　　12530007　　
陳○妏　　　王○理　　　郭○鑫　　　
12530014　　12530015　　12530009　　

　４４、　德國語文學系二年級

　　　　　正取　　　４　名

白○茵　　　劉○慧　　　余○慈　　　陳○晴　　　
12540007　　12540004　　12540008　　12540010　　

　　　　　備取　　　６　名

連○宇　　　簡○芳　　　陳○妤　　　張○雯　　　黃○茵　　　張○耀　　　
12540001　　12540005　　12540009　　12540002　　12540006　　12540003　　

　４５、　日本語文學系二年級

　　　　　正取　　　７　名

李○綸　　　梁○昕　　　吳○琪　　　張○渝　　　謝○惟　　　陳○彤　　　
12550045　　12550014　　12550011　　12550056　　12550006　　12550012　　
黃○甯　　　
12550055　　

　　　　　備取　　２２　名

張○芯　　　孟○儀　　　葉○甄　　　邱○筠　　　蘇○晴　　　楊○　　　
12550043　　12550003　　12550090　　12550068　　12550004　　12550027　　
黎○伶　　　呂○軒　　　朱○樺　　　陳○楨　　　陳○錚　　　李○玹　　　
12550033　　12550018　　12550052　　12550029　　12550030　　12550075　　
○瑞　　　李○綺　　　林○茹　　　何○孜　　　陳○郡　　　廖○筑　　　
12550015　　12550017　　12550022　　12550026　　12550010　　12550050　　
陳○如　　　劉○柔　　　莊○楷　　　鄭○儒　　　
12550024　　12550041　　12550066　　12550085　　

　４６、　俄國語文學系二年級

　　　　　正取　　　２　名

陳○妤　　　陳○晴　　　
12560002　　12560003　　

　　　　　備取　　　１　名

連○宇　　　
12560001　　

　４７、　英文學系全英語學士班二年級

　　　　　正取　　　４　名

張○語　　　嚴○禎　　　曾○學　　　祝○薇　　　
12570004　　12570001　　12570003　　12570002　　

　　　　　備取　　　０　名

　４８、　教育科技學系二年級

　　　　　正取　　　７　名



辛○銘　　　蔡○翰　　　林○陵　　　吳○芸　　　陳○妤　　　陳○蓁　　　
12610002　　12610013　　12610004　　12610001　　12610010　　12610012　　
蔡○芯　　　
12610006　　

　　　　　備取　　　７　名

陳○廷　　　施○璿　　　尤○驊　　　鍾○億　　　張○升　　　閔○翰　　　
12610005　　12610003　　12610007　　12610008　　12610009　　12610011　　
楊○茂　　　
12610014　　

　４９、　教育與未來設計學系二年級

　　　　　正取　　　１　名

林○吟　　　
12620001　　

　　　　　備取　　　１　名

謝○軒　　　
12620002　　

　５０、　資訊工程學系全英語學士班二年級

　　　　　正取　　　３　名

俞○鴻　　　簡○真　　　陳○臻　　　
12710003　　12710005　　12710001　　

　　　　　備取　　　４　名

藍○驛　　　陳○安　　　牟○恩　　　林○杰　　　
12710004　　12710007　　12710002　　12710006　　

　５１、　國際觀光管理學系全英語學士班海外實習組二年級

　　　　　正取　　　５　名

徐○睿　　　蔡○傑　　　蔡○珩　　　羅○禎　　　鍾○榛　　　
12730005　　12730004　　12730006　　12730002　　12730008　　

　　　　　備取　　　３　名

尚○欣　　　陳○篆　　　黃○旭　　　
12730001　　12730003　　12730007　　

　５２、　國際觀光管理學系全英語學士班全球跨域組二年級

　　　　　正取　　　２　名

陳○　　　林○毅　　　
12740001　　12740002　　

　　　　　備取　　　０　名

　５３、　全球政治經濟學系全英語學士班二年級

　　　　　正取　　　２　名

許○淇　　　陳○靖　　　



12820002　　12820001　　

　　　　　備取　　　３　名

羅○禎　　　張○齡　　　曾○安　　　
12820005　　12820003　　12820004　　

　５４、　中國文學學系三年級

　　　　　正取　　　４　名

許○慈　　　朱○菁　　　翟○軒　　　陳○曜　　　
13010001　　13010003　　13010002　　13010004　　

　　　　　備取　　　０　名

　５５、　歷史學系三年級

　　　　　正取　　　６　名

張○甯　　　林○言　　　張李○輝　　賴○加　　　趙黃○慶　　鄒○德　　　
13020006　　13020001　　13020004　　13020003　　13020002　　13020005　　

　　　　　備取　　　０　名

　５６、　資訊與圖書館學系三年級

　　　　　正取　　　２　名

黃○渟　　　馬○閔　　　
13030002　　13030001　　

　　　　　備取　　　０　名

　５７、　大眾傳播學系三年級

　　　　　正取　　　２　名

謝○杰　　　徐○宏　　　
13040001　　13040002　　

　　　　　備取　　　６　名

李○岭　　　高○禧　　　黃○芸　　　陳○瑜　　　陳○妤　　　黃○　　　
13040003　　13040008　　13040004　　13040005　　13040006　　13040009　　

　５８、　資訊傳播學系三年級

　　　　　正取　　　４　名

謝○杰　　　陳○弘　　　蔡○倫　　　陳○妤　　　
13050009　　13050007　　13050004　　13050002　　

　　　　　備取　　　５　名

劉○綺　　　汪○恩　　　李○玲　　　林○堂　　　陳○誌　　　
13050001　　13050005　　13050003　　13050006　　13050008　　

　５９、　理學院尖端材料科學學士學位學程三年級



　　　　　正取　　　０　名

　　　　　備取　　　０　名

　６０、　數學學系數學組三年級

　　　　　正取　　　４　名

曾○承　　　陳○新　　　陳○彬　　　郭○均　　　
13110004　　13110001　　13110003　　13110002　　

　　　　　備取　　　０　名

　６１、　數學學系資料科學與數理統計組三年級

　　　　　正取　　　１　名

劉○妤　　　
13120001　　

　　　　　備取　　　０　名

　６２、　物理學系光電物理組三年級

　　　　　正取　　　１　名

楊○鈞　　　
13130001　　

　　　　　備取　　　０　名

　６３、　物理學系應用物理組三年級

　　　　　正取　　　２　名

劉○翔　　　郭○均　　　
13140001　　13140002　　

　　　　　備取　　　０　名

　６４、　化學學系化學與生物化學組三年級

　　　　　正取　　　１　名

周○如　　　
13150001　　

　　　　　備取　　　０　名

　６５、　化學學系材料化學組三年級

　　　　　正取　　　２　名

田○昕　　　周○如　　　
13160002　　13160001　　



　　　　　備取　　　０　名

　６６、　建築學系三年級

　　　　　正取　　　２　名

李○樺　　　林○珊　　　
13170003　　13170009　　

　　　　　備取　　　６　名

陳○祥　　　艾○瑋　　　黃○丞　　　王○強　　　王○懿　　　黃○宣　　　
13170007　　13170004　　13170002　　13170011　　13170014　　13170006　　

　６７、　土木工程學系三年級

　　　　　正取　　　４　名

何○宇　　　游○棋　　　陳○彬　　　蘇○頡　　　
13180002　　13180001　　13180004　　13180003　　

　　　　　備取　　　０　名

　６８、　水資源及環境工程學系水資源工程組三年級

　　　　　正取　　　０　名

　　　　　備取　　　０　名

　６９、　水資源及環境工程學系環境工程組三年級

　　　　　正取　　　２　名

石○榮　　　蔡○伍　　　
13210001　　13210002　　

　　　　　備取　　　０　名

　７０、　機械與機電工程學系光機電整合組三年級

　　　　　正取　　　１　名

蘇○霖　　　
13220001　　

　　　　　備取　　　０　名

　７１、　機械與機電工程學系精密機械組三年級

　　　　　正取　　　３　名

周○慧　　　陳○允　　　陳○彬　　　
13230001　　13230002　　13230003　　

　　　　　備取　　　０　名



　７２、　電機工程學系電機資訊組三年級

　　　　　正取　　　８　名

鍾○玲　　　戴　○　　　廖○秀　　　張○藩　　　胡○恩　　　曾○騰　　　
13240001　　13240004　　13240002　　13240006　　13240007　　13240008　　
林○宇　　　陳○彬　　　
13240003　　13240005　　

　　　　　備取　　　０　名

　７３、　電機工程學系電機通訊組三年級

　　　　　正取　　　４　名

張○藩　　　陳○穎　　　林○宇　　　曾○騰　　　
13250005　　13250002　　13250001　　13250004　　

　　　　　備取　　　１　名

陳○彬　　　
13250003　　

　７４、　電機工程學系電機與系統組三年級

　　　　　正取　　　４　名

陳○安　　　戴　○　　　邱○軒　　　潘○禮　　　
13260009　　13260005　　13260001　　13260002　　

　　　　　備取　　　７　名

徐○謙　　　徐○豪　　　李○彬　　　張○藩　　　林○宇　　　曾○騰　　　
13260004　　13260006　　13260008　　13260007　　13260003　　13260011　　
陳○彬　　　
13260010　　

　７５、　化學工程與材料工程學系三年級

　　　　　正取　　　３　名

吳○中　　　董○安　　　傅○茹　　　
13270002　　13270001　　13270003　　

　　　　　備取　　　０　名

　７６、　航空太空工程學系三年級

　　　　　正取　　　５　名

劉○佑　　　陳○豪　　　林○霖　　　陳○新　　　蘇○霖　　　
13280003　　13280002　　13280001　　13280007　　13280006　　

　　　　　備取　　　２　名

李○澔　　　范姜○廷　　
13280005　　13280004　　

　７７、　資訊工程學系三年級

　　　　　正取　　１０　名



蕭○亭　　　任○揆　　　葉○泓　　　邱○棠　　　鄧　○　　　張○瑋　　　
13290002　　13290026　　13290001　　13290015　　13290014　　13290016　　
林○綸　　　吳○軒　　　王○郁　　　李○樺　　　
13290005　　13290007　　13290003　　13290013　　

　　　　　備取　　１７　名

簡○宇　　　卓○越　　　林○杰　　　富○璽　　　林○睿　　　余○豪　　　
13290020　　13290010　　13290027　　13290012　　13290024　　13290011　　
陳○寧　　　林○宸　　　劉○翔　　　葉○民　　　張○晟　　　楊○翔　　　
13290008　　13290017　　13290004　　13290025　　13290006　　13290021　　
李○　　　曾○騰　　　張　○　　　劉○葳　　　張○堯　　　
13290018　　13290022　　13290023　　13290019　　13290009　　

　７８、　財務金融學系三年級

　　　　　正取　　１０　名

孫○　　　羅○珊　　　李○芯　　　林○儀　　　陳○珺　　　陳○君　　　
13310010　　13310008　　13310018　　13310041　　13310009　　13310053　　
徐○云　　　尤○雅　　　周○馨　　　林○澤　　　
13310023　　13310020　　13310049　　13310027　　

　　　　　備取　　３０　名

鄭○錡　　　洪○晴　　　張○庭　　　王○傑　　　林○喻　　　林○庭　　　
13310024　　13310039　　13310037　　13310001　　13310019　　13310005　　
方○雯　　　王○棣　　　蕭○亨　　　郭○靚　　　王○婷　　　高○捷　　　
13310006　　13310052　　13310011　　13310004　　13310002　　13310016　　
林○穎　　　李○霖　　　謝○婷　　　孫○萱　　　林○樺　　　徐○琦　　　
13310031　　13310051　　13310015　　13310013　　13310047　　13310042　　
陳○引　　　許○綺　　　丁○涵　　　劉○維　　　傅○蕊　　　周○如　　　
13310032　　13310035　　13310029　　13310003　　13310040　　13310033　　
廖○絹　　　林○妮　　　吳○樺　　　許○慈　　　李○靜　　　楊○瑜　　　
13310014　　13310034　　13310028　　13310043　　13310046　　13310044　　

　７９、　風險管理與保險學系三年級

　　　　　正取　　１０　名

張○瑜　　　李○靜　　　林○辰　　　鄭○永　　　施○瑄　　　邱　○　　　
13320008　　13320007　　13320001　　13320004　　13320011　　13320006　　
蔡○倫　　　蔡○渝　　　林○蓁　　　張○宇　　　
13320002　　13320003　　13320015　　13320010　　

　　　　　備取　　　５　名

許○瑋　　　李○紘　　　李○宇　　　莊○諺　　　魏○祐　　　
13320009　　13320012　　13320005　　13320014　　13320013　　

　８０、　國際企業學系經貿管理組三年級

　　　　　正取　　１２　名

張○諺　　　湯○穎　　　林○萱　　　林○庭　　　陳○翰　　　周○馨　　　
13330035　　13330021　　13330024　　13330010　　13330008　　13330030　　
姜○彤　　　張○婷　　　陳○樺　　　高○喬　　　陳　○　　　黃○函　　　
13330001　　13330009　　13330020　　13330005　　13330003　　13330031　　

　　　　　備取　　２６　名

陳○庭　　　郭○珍　　　葉○怡　　　游○勻　　　董○倢　　　鄧○芯　　　



13330023　　13330029　　13330032　　13330002　　13330004　　13330037　　
劉○維　　　吳○筠　　　方○霽　　　徐○琦　　　張○芯　　　陳○宸　　　
13330012　　13330019　　13330018　　13330026　　13330014　　13330034　　
曾○宸　　　史○文　　　楊○崴　　　張○銘　　　李○廷　　　陳○伊　　　
13330007　　13330013　　13330025　　13330027　　13330006　　13330011　　
蔡○霆　　　范○允　　　李○宇　　　張○萱　　　魏○誠　　　楊○帆　　　
13330036　　13330022　　13330017　　13330028　　13330015　　13330033　　
傅○豪　　　陳　○　　　
13330038　　13330016　　

　８１、　產業經濟學系三年級

　　　　　正取　　１０　名

李○芯　　　張○瑜　　　張○瑜　　　陳○庭　　　盧○鵬　　　張○榆　　　
13340004　　13340002　　13340013　　13340008　　13340010　　13340003　　
徐○琦　　　李○靜　　　賴○彤　　　招○能　　　
13340012　　13340015　　13340011　　13340005　　

　　　　　備取　　　５　名

郭○萍　　　柯○佐　　　謝○哲　　　賴○澔　　　李○宇　　　
13340014　　13340001　　13340006　　13340009　　13340007　　

　８２、　經濟學系三年級

　　　　　正取　　１２　名

林○庭　　　張○榆　　　陳○引　　　吳○璇　　　鄭○檠　　　孫○萱　　　
13350005　　13350002　　13350013　　13350001　　13350011　　13350006　　
郭○萍　　　陳○庭　　　劉○穎　　　林○維　　　于○立　　　簡○銘　　　
13350008　　13350015　　13350009　　13350003　　13350014　　13350016　　

　　　　　備取　　　５　名

廖○絹　　　李○宇　　　巫○因　　　張○維　　　林○霆　　　
13350007　　13350012　　13350017　　13350004　　13350010　　

　８３、　會計學系三年級

　　　　　正取　　１０　名

莊○筠　　　林○儀　　　羅○函　　　伍○媜　　　陳○娟　　　林○璇　　　
13410004　　13410018　　13410003　　13410026　　13410020　　13410022　　
李○穎　　　張○維　　　林○瑩　　　黃○函　　　
13410009　　13410001　　13410008　　13410027　　

　　　　　備取　　１８　名

詹○婕　　　蕭○君　　　吳○宏　　　余○璇　　　賴○晴　　　葉○琪　　　
13410006　　13410005　　13410017　　13410002　　13410025　　13410013　　
周○如　　　方○霽　　　呂○萱　　　黃○寧　　　莊○卉　　　張○瑜　　　
13410007　　13410028　　13410012　　13410014　　13410015　　13410010　　
李○亞　　　彭○富　　　陳○誌　　　郭○然　　　侯○芳　　　郭○翃　　　
13410023　　13410011　　13410024　　13410019　　13410016　　13410021　　

　８４、　統計學系三年級

　　　　　正取　　　６　名

李○霖　　　方○霽　　　陳○阜　　　楊○穎　　　許○瑋　　　阮○承　　　
13420003　　13420005　　13420002　　13420004　　13420006　　13420001　　



　　　　　備取　　　０　名

　８５、　企業管理學系三年級

　　　　　正取　　１０　名

張○諺　　　吳○軒　　　翁○皓　　　李○臻　　　徐○庭　　　周○馨　　　
13430035　　13430006　　13430017　　13430005　　13430027　　13430034　　
莊○卉　　　陳○宸　　　蔡○儒　　　蔡○君　　　
13430010　　13430009　　13430036　　13430011　　

　　　　　備取　　２７　名

楊○崴　　　林○樺　　　傅○蕊　　　劉○綺　　　陳○歆　　　史○文　　　
13430018　　13430033　　13430026　　13430015　　13430002　　13430013　　
陳○庭　　　陳○宇　　　高○芯　　　陳○潔　　　余○萱　　　蘇○雄　　　
13430024　　13430030　　13430021　　13430029　　13430014　　13430003　　
林○諭　　　張○之　　　江○玲　　　蔡○瑋　　　蔡○霆　　　謝○全　　　
13430001　　13430012　　13430004　　13430020　　13430008　　13430037　　
郭○翃　　　鍾○瑀　　　林○霆　　　許○哲　　　梁○晞　　　陳　○　　　
13430025　　13430031　　13430022　　13430007　　13430023　　13430019　　
楊○帆　　　林○璇　　　林○瑄　　　
13430032　　13430016　　13430028　　

　８６、　資訊管理學系三年級

　　　　　正取　　１０　名

葉○蓁　　　許○筑　　　陳○蓁　　　于　○　　　陳○廷　　　林○禾　　　
13440004　　13440010　　13440008　　13440002　　13440011　　13440009　　
李○翰　　　謝○緯　　　尤○富　　　賴○寧　　　
13440016　　13440007　　13440014　　13440019　　

　　　　　備取　　１０　名

蘇○婷　　　林○璿　　　梁○瑀　　　許○安　　　葉○嘉　　　陳○誌　　　
13440001　　13440017　　13440018　　13440012　　13440005　　13440015　　
李○　　　唐○恆　　　蔡○儒　　　詹○亦　　　
13440013　　13440003　　13440020　　13440006　　

　８７、　運輸管理學系三年級

　　　　　正取　　　８　名

田○鈞　　　黃○芳　　　湯○潔　　　黃○諺　　　施○瑄　　　吳○弘　　　
13450003　　13450001　　13450005　　13450008　　13450007　　13450009　　
林○蓁　　　李○翎　　　
13450010　　13450004　　

　　　　　備取　　　２　名

李○宇　　　曾○祥　　　
13450006　　13450002　　

　８８、　公共行政學系三年級

　　　　　正取　　１０　名

湯○穎　　　吳○賢　　　廖○崴　　　陳○伶　　　陳○萱　　　仰○萱　　　
13460013　　13460008　　13460001　　13460005　　13460009　　13460003　　
楊○崴　　　許○慈　　　古○維　　　李○萱　　　
13460010　　13460004　　13460014　　13460016　　



　　　　　備取　　　６　名

蔡○倫　　　劉○辰　　　宋○心　　　邱○捷　　　吳○儀　　　潘○彬　　　
13460006　　13460011　　13460007　　13460015　　13460002　　13460012　　

　８９、　管理科學學系三年級

　　　　　正取　　１０　名

呂○馨　　　何○臻　　　林○萱　　　章○晴　　　陳○庭　　　陳○均　　　
13470010　　13470002　　13470017　　13470001　　13470011　　13470003　　
黃○娟　　　謝○全　　　施○瑄　　　蔡○渝　　　
13470014　　13470016　　13470006　　13470013　　

　　　　　備取　　　９　名

譚○傑　　　謝○哲　　　林○蓁　　　廖○昇　　　高○駿　　　許○瑋　　　
13470005　　13470008　　13470018　　13470007　　13470004　　13470015　　
賴○澔　　　陳　○　　　蔡○儒　　　
13470012　　13470009　　13470019　　

　９０、　英文學系三年級

　　　　　正取　　１６　名

孫○綺　　　吳○威　　　廖○琪　　　游○蓉　　　孫○楹　　　曾○霈　　　
13510014　　13510001　　13510011　　13510020　　13510013　　13510019　　
謝○本　　　邱○芯　　　陳○儀　　　許○汝　　　鄭○澤　　　葉○云　　　
13510047　　13510032　　13510046　　13510003　　13510038　　13510030　　
張○曦　　　呂○柔　　　李○晨　　　陳○蓁　　　
13510040　　13510036　　13510044　　13510018　　

　　　　　備取　　３１　名

康○亭　　　黃○崴　　　褚○齊　　　王○霖　　　張○雄　　　徐○謙　　　
13510007　　13510042　　13510035　　13510043　　13510028　　13510015　　
黃○卉　　　林○誠　　　洪○玲　　　游○瑜　　　魯○文　　　鍾○朔　　　
13510037　　13510016　　13510027　　13510022　　13510041　　13510026　　
范○祐　　　張○傑　　　董　○　　　郭○雅　　　莊○晴　　　張○崙　　　
13510024　　13510005　　13510010　　13510025　　13510029　　13510017　　
李○頤　　　洪○諺　　　黃○瑜　　　李○文　　　翟○軒　　　黃○茵　　　
13510034　　13510002　　13510009　　13510045　　13510023　　13510008　　
黃○瑄　　　黃○儒　　　李○揚　　　李○梧　　　張○宇　　　馮○文　　　
13510033　　13510021　　13510031　　13510006　　13510012　　13510039　　
余○天　　　
13510004　　

　９１、　西班牙語文學系三年級

　　　　　正取　　　８　名

張○恬　　　陳○晴　　　陳○璇　　　吳○慈　　　謝○璇　　　謝○萱　　　
13520003　　13520014　　13520009　　13520005　　13520004　　13520008　　
趙○葳　　　施○彤　　　
13520012　　13520016　　

　　　　　備取　　　８　名

顏○珮　　　高○甄　　　梁○筌　　　吳○珍　　　周○翊　　　薛○婷　　　
13520002　　13520007　　13520001　　13520011　　13520015　　13520010　　
莊○翔　　　洪○諺　　　
13520006　　13520013　　



　９２、　法國語文學系三年級

　　　　　正取　　　５　名

陳○儀　　　蘇○儀　　　鐘○婕　　　李○恬　　　李○頤　　　
13530001　　13530002　　13530004　　13530003　　13530005　　

　　　　　備取　　　０　名

　９３、　德國語文學系三年級

　　　　　正取　　　３　名

游○芸　　　吳○慈　　　余○慈　　　
13540003　　13540001　　13540002　　

　　　　　備取　　　０　名

　９４、　日本語文學系三年級

　　　　　正取　　１３　名

陳○芸　　　劉○辰　　　廖○筑　　　劉○岑　　　李○臻　　　張○辰　　　
13550003　　13550002　　13550014　　13550001　　13550031　　13550016　　
黃○傑　　　廖○洲　　　曾○綸　　　淺○凜　　　羅○仁　　　王○彤　　　
13550036　　13550017　　13550030　　13550020　　13550005　　13550037　　
徐　○　　　
13550015　　

　　　　　備取　　２４　名

黃○嘉　　　許○寧　　　童○媛　　　張○欣　　　成○恩　　　黃○薇　　　
13550006　　13550028　　13550018　　13550011　　13550033　　13550027　　
麥○汝　　　黃　○　　　卓○翔　　　鍾○恩　　　滕○浩　　　張○昇　　　
13550013　　13550021　　13550004　　13550019　　13550007　　13550009　　
蔡○德　　　鄒○亭　　　吳○誼　　　蔡○婕　　　吳○蓁　　　許○翔　　　
13550025　　13550029　　13550026　　13550023　　13550034　　13550024　　
徐○謙　　　陳○飛　　　吳○祐　　　耀○珵　　　林○中　　　廖○盛　　　
13550010　　13550008　　13550032　　13550012　　13550022　　13550035　　

　９５、　俄國語文學系三年級

　　　　　正取　　　０　名

　　　　　備取　　　０　名

　９６、　教育科技學系三年級

　　　　　正取　　　３　名

孟○安　　　古○維　　　許○瑋　　　
13610001　　13610003　　13610002　　

　　　　　備取　　　０　名

　　　
　



　二、日間學士班轉學生採線上報到註冊，正取生應於111年8月10日上午9時至111年8月15
　　　日中午12時止至日間學士班轉學生線上報到系統
　　　(網址：https://register.in.tku.edu.tw/e11unt)辦理報到註冊及繳費，並上傳最
　　　高學歷證件、身分證件及相關證明文件正本（詳線上報到註冊注意事項說明），繳
　　　費單請於111年8月2日起自行至中國信託網站https://school.ctbcbank.com下載繳
      費，並於線上報到註冊前完成繳費。逾期未完成線上報到註冊及繳費者，即以自願
      放棄入學資格論，由備取生依序遞補。
  三、同時錄取多個學系(組)／年級之考生，僅能擇一學系(組)／年級辦理報到註冊。錄
      取生同時錄取其他學系(組)／年級， 如已辦理報到後，獲備取學系(組)遞補通知
      時，可至本校放棄原已報到之學系(組)／年級並辦理退學，始得選擇備取之學系
      (組)／年級辦理報到，並於規定之線上報到註冊遞補截止時間前完成線上報到註
      冊及繳費。
  四、報到註冊時應繳資料如下：
   (一)身分證正、反面。
   (二)學歷相關證件：
     １、國內專科以上學校畢業者，繳交畢業證書正本。
     ２、國內專科以上學校肄業者，繳交修業證明書正本及歷年成績單正本。
     ３、以同等學力報考者，依「入學大學同等學力認定標準」繳交相關證明文件正本。
     ４、選擇同時就讀致無法辦理退學或休學者，繳交歷年成績單正本。
     ５、持符合教育部規定之境外專科以上學校學歷者，依「大學辦理國外學歷採認辦
         法」繳交：
      (１)經我國駐外機構驗證之國外學歷證件(驗證章戳須為正本)；如原學歷證件非中
          文或英文者，請另繳交中或英譯本並加蓋驗證章戳正本。
      (２)經我國駐外機構驗證之國外學歷歷年成績單（驗證章戳須為正本）；如原歷年
          成績單非中文或英文者，請另繳交中或英譯本並加蓋驗證章章戳正本。
      (３)入出國主管機關核發之入出國紀錄正本。
     ６、持大陸地區學歷者，依「大陸地區學歷採認辦法」繳交經公證及驗／認證之相
         關證明文件正本。
     ７、持香港及澳門學歷者，依「香港澳門學歷檢覈及採認辦法」繳交經我國駐外機
         構驗證之相關證明文件正本。
   (三)依「報到注意事項」及「新生注意事項」等資訊所列應繳交及上傳資料。
  ※依本校學則第8條規定，入學報到時，除有正當理由申請緩期補繳學歷證件經核准者
    外，須繳驗以上規定之證明文件，否則不准入學。
  ※繳交之各項證件，如經查驗不實或不符教育部相關法令規定，取消入學資格。 
 
　五、申請就學貸款或學雜費減免者，請於報到註冊前完成就學貸款或學雜費減免換單及
      繳費程序。
　六、轉學生報到註冊後，請另檢送歷年成績單正本1份(非修業證明書上之成績單)逕至
      各系辦公室諮詢學分抵免事宜。
　七、相關單位聯絡電話（總機02-26215656）：註冊報到及學歷證件問題(註冊組分機2367
      、2366、2368、2210)、繳費單及繳費問題(財務處分機2067)、就學貸款及兵役問題
      (生輔組分機2217、2817)、學雜費減免問題(生輔組分機2263)。
　八、考生成績單均於放榜後以限時信函寄出，並以e-mail及手機簡訊通知；榜單同時公告
      於本校網頁（https://www.tku.edu.tw/ 點選【招生資訊】→【榜單資訊】或【日間
      學士班轉學生招生】→【榜單】）。未接獲通知者，請洽詢教務處招生策略中心
      （電話：02-26215656轉分機2208、2513、2015、2016）。
　九、備取生將依正取生報到後之缺額依序遞補，備取遞補名單公布於本校招生資訊網頁
      （網址：https://www.tku.edu.tw →【招生資訊】→【日間學士班轉學生招生】→
      【遞補名單】），遞補說明依網頁公告為準，遞補作業至本校111學年度第1學期行事
      曆所訂之開始上課日止。
  十、備取遞補通知單於公告後以限時信函寄出，未收到通知、註冊報到及學歷證件問
      題，請向本校教務處註冊組查詢。備取生應於遞補期間自行上網查詢備取遞補名單及
      報到註冊相關資訊，同時留意及保持通訊管道之暢通，以免影響遞補權益，不得以未
      接獲通知為由要求補救措施。
  十一、逾期未完成報到註冊及繳費、繳交及上傳學歷證件者，視同放棄入學資格，事後不
        得以任何理由要求補救措施。

主任委員　葛煥昭   


