
中國醫藥⼤學
111學年度⼤學申請入學招⽣

錄取名單
012052 - 藥學系

名額類別：招⽣名額

　正取：163名(先由左⾄右，再由上⽽下，依考⽣名次排序)

　10228219 陳〇璇　10170228 黄〇婷 　10180834 曾〇儒
　10196616 楊〇茹　10228830 廖〇英 　10171114 蔡〇芸
　10112528 吳〇宸　10053327 李〇寧 　10020222 張〇庭
　10219907 謝〇軒　10210233 林〇瑄 　10261224 黃〇慈
　10074521 謝〇惠　10198117 邱〇琪 　10112503 陳〇容
　10084404 張〇葳　10222715 張〇奕 　10170026 張〇綸
　10198102 廖〇倢　10281824 傅〇雯 　10244935 吳〇瑄
　10220031 楊〇萱　10196124 劉〇莉 　10133009 詹〇薰
　10226015 廖〇粧　10112603 陳〇靜 　10147834 黃〇涵
　10039926 陳〇渝　10013235 林〇汝 　10219331 蔡〇瑾
　10311718 林〇璿　10279734 蘇〇雯 　10016906 邱〇倫
　10311309 陳〇樺　10004311 廖〇媜 　10281803 陳〇寬
　10097424 陳〇妤　10227617 林〇辰 　10110801 李〇霖
　10159230 曹〇瀚　10112804 張〇涵 　10167609 莊〇宇
　10179214 李〇璇　10035031 林〇萱 　10071310 張〇鈞
　10281603 王〇明　10307633 顏〇　 　10111705 黎〇彤
　10041403 簡〇靜　10214405 張〇宥 　10313820 黃〇恆
　10112614 陳〇塏　10040025 廖〇忻 　10012411 紀〇寧
　10174001 詹〇丞　10042221 張〇瑋 　10162715 歐〇俞
　10196405 吳〇芸　10040414 紀〇妤 　10198527 葉〇涵
　10040918 林〇絜　10149727 呂〇如 　10255729 李〇筠
　10184527 林〇珍　10237628 陳劉〇舜　10095714 祝〇儀
　10134720 許〇溦　10133131 盧〇栢 　10185612 周〇嫻
　10111015 蔡〇棟 　10255728 楊〇棻 　10184608 陳〇融
　10185316 王〇皓　10044705 簡〇安 　10291107 黃〇宣
　10310417 游〇偵　10163120 許〇⽽ 　10167416 沈〇寧
　10112728 彭〇斐　10198715 林〇妘 　10184826 林〇鈺
　10202923 王〇絹　10196634 紀〇妤 　10153225 林〇妘



　10177205 張〇予　10172703 李〇祐 　10260603 曾〇恩
　10103714 李〇緯　10066209 吳〇芸 　10227627 林〇原
　10214027 傅〇喆　10195822 陳〇宜 　10045829 陳〇希
　10010427 呂〇德　10010605 ⽑〇堯 　10148813 李〇凱
　10040721 劉〇忻　10267123 曾〇楷 　10273531 羅〇凱
　10263919 黃〇清　10216509 游〇軒 　10020509 李〇蓉
　10160810 邱〇燁　10151425 李〇容 　10291305 曾〇睿
　10146903 王〇辰　10036012 趙〇杰 　10042317 顏〇⼼
　10250827 吳〇諭　10167102 黃〇則 　10269135 李〇容
　10278536 江〇蓁　10169504 梁〇瑋 　10024029 黃〇辰
　10216005 ⽩〇文　10232931 何〇斌 　10287229 杜〇禎
　10040031 林〇宏　10014711 莊〇奕 　10208235 曾〇甄
　10280006 李〇璋　10134533 郭〇辰 　10140633 胡〇捷
　10033111 枋〇⽟ 　10149806 彭〇涵 　10057127 王〇薰
　10006013 李〇毅　10153205 蘇〇芸 　10268834 黃〇安
　10247110 黃〇雯　10145524 林〇妤 　10219524 張〇瑄
　10035733 楊〇宇　10197903 張〇琪 　10196208 吳〇穎
　10223004 莊〇恩　10278626 鄭〇涵 　10013101 黃〇超
　10203529 ⽩〇銘　10269620 鄭〇軒 　10174313 林〇宏
　10016836 傅〇仁　10226205 沈〇駿 　10267530 洪〇辰
　10098527 游〇涵　10273927 倪〇韻 　10227425 柯〇庭
　10008922 詹〇堯　10213635 鄧〇云 　10085714 陳〇勳
　10237907 周〇諺　10182916 楊〇鈞 　10040417 陳〇婕
　10153510 劉〇呈　10109718 陳〇穎 　10033324 張〇晟
　10260623 張〇宜　10159227 胡〇堂 　10038717 陳〇儀
　10008102 周〇　　10281901 蔡〇修 　10244724 楊〇妤
　10041025 李〇儒

　備取：213名(先由左⾄右，再由上⽽下，依考⽣名次排序)

　10281615 房〇廷　10146815 曾〇皓　10171912 李〇家
　10206132 楊〇宇　10176101 賴〇錩　10203535 黃〇堯
　10197627 王〇渝　10214103 蕭〇皓　10134307 林〇榆
　10109514 許〇⽅　10169728 康〇云　10103630 江〇筠
　10035807 林〇漢　10034620 吳〇懋　10257235 朱〇伊
　10269111 洪〇棊 　10044903 ⽥〇論　10036107 ⾼〇晴
　10074234 廖〇儀　10269105 謝〇淵　19411102 陳〇穎
　10268836 丁〇中　10021408 江〇儀　10120103 楊〇凱



　10172527 楊〇駿　10008805 謝〇祐　10233118 顏〇筠
　10197629 吳〇葳　10261631 張〇嚴　10214502 黃〇仁
　10196306 李〇　　10237330 蕭〇珊　10307119 呂〇緯
　10312112 陳〇志　10014307 張〇誠　10238615 何〇悅
　10281928 劉〇安　10053628 廖〇陞　10041013 張〇映
　10281820 洪〇雯　10022015 吳〇萮　10112605 周〇宇
　10053606 曾〇秝　10227430 張〇嬛　10041020 林〇芸
　10149729 陳〇頤　10221733 張〇毅　10097719 黃〇翔
　10230327 蘇〇鳴　10075435 呂〇蓳　10253328 林〇葳
　10239606 蔡〇諭　10085233 李〇萍　10040335 孫〇瑜
　10199418 呂〇熹　10251132 林〇宇　10212406 趙〇祁
　10164824 ⽯〇宜　10180429 林〇耘　10283310 ⾼〇登
　10261608 郭〇廷　10131702 謝〇妙　10139108 賴〇希
　10040904 陳〇柔　10134423 盧〇豐　10166820 王〇仁
　10237518 許〇寓　10175519 黃〇程　10133621 曾〇仁
　10108902 郭〇彣　10145707 林〇杅　10052620 黃〇榆
　10261611 李〇安　10109730 林〇甄　10106931 謝〇廷
　10253426 陳〇瑄　10007117 鄭〇元　10230334 陳〇霖
　10147130 林〇淳　10239515 陳〇溱　10207712 陳〇云
　10011117 范〇燁 　10196523 曾〇華　10278402 鐘〇伶
　10011530 張〇嘉　10269336 邱〇梓　10174015 陳〇鈞
　10233705 謝〇穎　10002015 鄭〇倢　10177122 林〇岑
　10248021 黃〇衡　10257009 蘇〇恩　10149402 吳〇　
　10178428 張〇睿　10173216 林〇立　10042334 簡〇丞
　10014529 呂〇誠　10162636 曾〇儀　10045917 劉〇兒
　10213636 洪〇呈　10139123 邱〇豫　10173110 李〇呈
　10103024 ⽅〇宇　10299408 葉〇維　10042005 洪〇芫
　10015523 翁〇𢖍　10278820 周〇陞　10112705 戴〇祺
　10070906 王〇達　10013020 吳〇霆　10165122 王〇夫
　10173023 吳〇宸　10153520 陳〇均　10171622 蘇〇維
　10260226 黃〇哲　10133419 王〇文　10152515 廖〇均
　10156027 吳〇庭　10003430 蔡〇桓　10038001 黃〇豪
　10278011 黃〇僖　10016803 黃〇慶　10212230 廖〇穎
　10261924 郭〇漢　10166707 林〇蒼　10213901 林〇傑
　10033227 曹〇嘉　10110631 魏〇恩　10212232 鄭〇威
　10163023 ⾼〇暘　10039718 湯〇箴　10254416 蔡〇絜
　10119303 江〇豪　10196326 陳〇蓁　10149024 楊〇媗
　10011413 徐〇益　10219921 李〇容　10038523 ⾼〇智



　10291436 陳〇岑　10167310 林〇聖　10257031 蘇〇震
　10170935 邱〇銘　10065632 陳〇嘉　10196135 張〇瑄
　10216729 劉〇愷　10112731 游〇庭　10316217 陳〇安
　10096306 劉〇宇　10277807 黃〇容　10141121 ⾺〇君
　10255817 謝〇宸　10282002 王〇淇　10030529 張〇唯
　10071514 蔣〇叡　10175310 廖〇奇　10109225 黃〇淵
　10171528 洪〇閔　10284827 陳〇嘉　10111520 陳〇詠
　10120430 字〇銘　10024712 尤〇墉　10216536 李〇新
　10175720 王〇凱　10163327 許〇維　10139201 陳〇凡
　10261701 楊〇翔　10153201 曾〇瑄　10282023 蔡〇均
　10139322 潘〇蓁　10171711 張〇利　10124226 林〇謙
　10046130 陳〇宏　10093831 李〇君　10020335 張〇欣
　10029003 沈〇弘　10122311 詹〇森　10281602 藍〇婕
　10150930 胡〇　　10036316 李〇緯　10214115 陳〇誠
　10088733 陳〇儒　10292026 葉〇儒　10013220 陳〇沅
　10043704 吳〇緯　10285832 鄭〇叡　10010915 張〇瑞
　10032017 房〇翔　10034321 謝〇翔　10203610 張〇瑄
　10216404 彭〇舜　10032104 彭〇嘉　10284715 賴〇翰
　10089632 黃〇銓　10251604 楊〇安　10055704 游〇閑
　10199817 陳〇諺　10008827 詹〇哲　10235019 李〇宇
　10119301 李〇緯　10196332 賴〇璿　10274830 楊〇鴻
　10041029 薛〇菱　10216306 鄭〇禧　10180130 葉〇辰
　10255810 葉〇⽣　10173211 吳〇瑋　10013312 王〇理
　10257011 趙〇睿　10011427 謝〇杰　10270012 邱〇紘
　10094033 成〇堂　10090132 鐘〇閎　10092733 蔡〇霆

　※備註：正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取6名。

名額類別：原住⺠外加名額

　正取：14名(先由左⾄右，再由上⽽下，依考⽣名次排序)

　10306513 利〇喬　10316404 蔡馮〇陽 　10041814 張〇　
　10314328 古〇庭　10317530 陳〇礽 　10279619 顏〇正
　10195118 賴〇樺　10277236 徐〇苓 　10153519 ⾺李〇靜
　10041007 蔣〇葦　10320705 陳〇　 　10299131 巫〇印
　10171505 陳〇嘉　10318619 藍以〇·秋⾕

　備取：21名(先由左⾄右，再由上⽽下，依考⽣名次排序)



　10112813 王〇鈞　10316226 林〇　 　10315112 陳〇雅
　10307303 李〇　　10315423 許李〇彤　10315707 劉〇庭
　10316120 林〇⽟　10311518 陳〇雯 　10202033 林〇依
　10314111 林〇瑀 　10314131 林楊〇潔　10172713 ⾼〇倫
　10140717 張〇凱　10318324 林〇恩 　10318634 王〇霈
　10320625 胡〇璞　10210821 榮〇儀 　10112127 陳許〇雯
　10316227 曾〇筑　10318602 黃〇卿 　10280218 潘〇友

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)

　10322025 陳〇⿑

　備取：7名(先由左⾄右，再由上⽽下，依考⽣名次排序)

　10322107 林〇琇　10322133 楊〇　　10322223 陳〇翎
　10322430 陳〇　　10322016 王〇淳　10322318 張〇　
　10322403 翁〇鈞


