
中國醫藥大學
111學年度大學申請入學招生

錄取名單

012152 - 公共衛生學院大一不分系

名額類別：招生名額

　正取：95名(先由左至右，再由上而下，依考生名次排序)

　10198021 楊〇婷　10282016 馬〇郁　10254118 洪〇庭
　10228805 李〇祈　10141613 卓〇伶　10174422 吳〇霈
　10222934 陳〇筠　10225505 李〇蓁　10252028 施〇妤
　10262017 林〇安　10172822 江〇潁　10037327 林〇瑗
　10219319 張〇云　10311306 馮〇筠　10153206 朱〇伃
　10026925 蘇〇茹　10254114 吳〇蒨　10011321 王〇瀚
　10104317 胡〇麟　10175309 林〇涵　10199511 陳〇萱
　10273219 甘〇宸　10277533 潘〇婷　10051735 張〇安
　10255815 蔡〇婷　10189330 沈〇卉　10235426 任〇心
　10310726 簡〇玟　10150930 胡〇　　10197335 鄭〇芊
　10273829 林〇熙　10123214 李〇霈　10002727 楊〇萱
　10187111 陳〇羽 　10273729 簡〇甄　10176024 廖〇婷
　10219105 蔡〇宸　10165820 李〇萲　10171136 呂〇霖
　10017603 王〇婷　10186915 翁〇蓁　10152932 陳〇渝
　10242104 李〇薰　10156804 吳〇芳　10042702 高〇儀
　10119217 劉〇廷　10074630 鄭〇瑩　10169427 蔡〇儒
　10169735 沈〇羽　10244824 黃〇淳　10189102 蔡〇霓
　10242128 楊〇璇　10313719 陳〇瑢　10215805 陳〇秀
　10235514 葉〇㚬　10138903 吳〇瑜　10108428 唐〇斌
　10199928 陳〇玓　10133201 鄭〇心　10280709 白〇心
　10281035 蔡〇翰　10238413 呂〇辰　10103728 江〇逸
　10170626 何〇旻　10023816 汪〇宇　10218525 許〇瑄
　10174807 許〇琳　10315436 蔣〇燁　10152404 王〇凱
　10282030 劉〇瑄　10096820 蔡〇辰　10156423 曾〇庭
　10186234 王〇琇　10294107 王〇婷　10178916 黃〇萱
　10141536 陳〇遠　10176518 吳〇瑜　10172722 彭〇筑
　10307630 鍾〇倢　10060603 戴〇　　10305615 陳〇卉
　10053132 陳〇　　10197204 陳〇琇　10075530 許〇甯
　10030612 陳〇勳　10137603 曹〇婷　10255805 廖〇晴
　10154709 王〇為　10167007 陳〇璇　10176604 曾〇云
　10175910 姜〇菁　10273128 王〇文　10019404 許〇睿



　10210509 廖〇甄　10208016 侯〇儀

　備取：130名(先由左至右，再由上而下，依考生名次排序)

　10203427 石〇蓁　10000324 蘇〇民　10175224 陳〇宇
　10237305 高〇涵　10018006 王〇婷　10171336 林〇均
　10176712 陳〇逸　10158223 陳〇霖　10195723 郭〇瑤
　10241424 吳〇璇　10020307 朱〇恩　10147628 白〇安
　10280521 張〇涵　10199220 張〇欣　10080320 陳〇彤
　10148333 張〇瑄　10239403 方〇楨　10193219 張〇翔
　10001709 蔡〇恩　10198107 劉〇妤　10269612 詹〇竣
　10041636 陳〇鈞　10042133 劉〇逸　10179902 吳〇誼
　10221730 楊〇錡　10198605 廖〇貽　10226134 陳〇穎
　10175521 游〇叡　10281207 林〇穎　10194635 劉〇芊
　10024233 張〇嘉　10036431 林〇璇　10152934 卓〇臻
　10194726 林〇辰　10080721 林〇歆　10221830 馬〇安
　10031501 陳〇銥　10178333 黃〇庭　10316023 范〇葳
　10281908 蘇〇禎　10082722 周〇　　10174435 王〇晨
　10188815 陳〇馨　10268527 施〇智　10108012 郭〇　
　10311426 許〇萱　10209523 郭〇甄　10316012 朱〇喬
　10239306 簡〇婷　10073128 陳〇安　10188708 詹〇蓉
　10175035 廖〇君　10293410 劉〇方　10039017 吳〇嫺
　10201208 鍾〇蓁　10149410 許〇薰　10032014 呂〇澄
　10002504 林〇葶　10150034 沈〇亘　10215701 蔡〇蓁
　10210407 施〇錡　10175426 曹〇彤　10178015 李〇崴
　10144018 陳〇畯　10152027 何〇瑤　10310813 方〇睿
　10001906 李〇滎　10268632 王〇瑄　10219625 陳〇葳
　10026915 康〇宸　10255414 陳〇瓏　10222333 游〇庭
　10188936 陳〇祺　10151718 張〇棋　10263331 陳〇妍
　10120313 涂〇瑜　10242328 林〇晴　10305315 劉〇歆
　10313331 羅〇喜　10262103 姜〇馨　10253705 簡〇玗
　10294225 陳〇渲　10196015 陳〇亦　10030707 周〇廷
　10075204 廖〇逸　10254601 林〇芸　10056915 施〇寧
　10024127 葉〇宏　10198111 王〇平 　10176328 翁〇辰
　10165018 張〇禾　10105528 黃〇宸　10227312 王〇杰
　10295530 王〇翔　10306625 廖〇晴　10107827 簡〇淇
　10263318 劉〇瑄　10199406 張〇榛　10088026 張〇淀
　10278532 呂〇怡　10078419 林〇昕　10176504 盧〇臻
　10264622 張〇涵　10132921 林〇涵　10023720 陳〇錞
　10110503 王〇謙　10019309 李〇得　10140921 劉〇祈
　10239225 張〇安　10053714 陳〇佑　10074023 陳〇安
　10165418 廖〇樺　10170113 張〇堯　10192523 洪〇喬



　10227307 鄭〇文　10031417 陳〇宇　10254228 洪〇亞
　10287326 詹〇菱　10211709 何〇萱　10019216 楊〇　
　10239417 陳〇柔　10209423 黃〇庭　10180503 顏〇琳
　10237329 陳〇儀　10010017 謝〇飛　10108511 林〇楷
　10292007 蔡〇勳　10036428 張〇濬　10097236 李〇辰
　10197521 林〇涵

　※備註：正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取4名。

名額類別：原住民外加名額

　正取：4名(先由左至右，再由上而下，依考生名次排序)

　10256218 黃〇鈞　10320414 陳〇豪　10135324 張〇雅
　10164632 林〇珈   

　※備註：正備取名單含受疫情影響另再以額外之外加名額錄取1名。


