
        ■2019 年度 日本機械学会三浦賞受賞者■ 

 

 日本では，大学学生数は従前に比べると，大学学部から工学系大学院

進学者数が飛躍的に増大して来ましたが，大学・大学院における研究活

動を行って来た大学院生に対する顕賞が整備されて来たとは言えません．

そのため，工学とりわけ機械工学および機械システムに関連する，国内

の大学院修士課程乃至は博士前期課程の優秀修了者を表彰することによ

り，日本のこれからの機械工学・機械工業を担う人材の活性化と機械分

野のリーディング学会であり多数の学生会員数を擁する日本機械学会が，

この社会的役割を担うことが必要であると考えました． 

  2004年度より本会特別員（法人会員）である三浦工業株式会社は，こ

の趣旨に賛同し本会への寄付金提供による顕彰実施提案をされ，これに

基づき本会は，「日本機械学会三浦賞」を設けることにより，この分野

で将来を期待される若者の顕賞を通して，ものづくり日本の人材面での

育成強化の一助を担うことになりました． 

 今回この日本機械学会三浦賞を受賞されたみなさんは，日本国内の大

学院機械工学系の当該年度修了者で，人格，学業ともに最も優秀である

と認められた方々です． 

 2019年度（平成31年度/令和元年）の受賞者は218名を数え，下記の諸君

が受賞されました．第1回より受賞者数は総計2,977名に達しています． 

 

＊所属は各大学の大学院修士または博士前期課程 

 

相江 隆広 (九州工業大学)  

相沢 亮汰 (青山学院大学)  

秋月 将輝 (岐阜大学)  

秋月 祐樹 (名古屋大学)  

安喰 春華 (玉川大学)  

阿部 陽介 (日本大学)  

阿保 勇治 (京都大学)  

新井 宏明 (信州大学)  

新井 悠希 (近畿大学)  

荒殿 宏紀 (熊本大学)  

ARIF ABDULLAH RASHID (佐賀大学)  

井木 泰介 (静岡理工科大学)  

井口 久美子 (東京都市大学)  

池崎 太一 (電気通信大学)  

池本 尚生 (大阪大学)  

井坂 惠太 (中央大学)  

石附 亮人 (金沢大学)  

石橋 憲 (茨城大学)  

石橋 満憲 (神奈川工科大学)  

伊藤 聡利 (横浜国立大学)  

伊藤 匠 (東京都市大学)  

伊藤 誉淳 (東海大学)  

稲垣 宏紀 (名古屋工業大学)  

稲本 知也 (明治大学)  

入谷 竜平 (立命館大学)  

岩坪 遥 (九州産業大学)  

岩永 拓海 (熊本大学)  

岩渕 祥璽 (東北大学)  

岩室 優春 (東京電機大学)  

上野 颯也 (愛媛大学) 

内野 敬介 (慶應義塾大学)  

遠藤 克浩 (慶應義塾大学)  

近江 春祐 (秋田大学)  

大泉 柊人 (法政大学)  

大﨑 侑 (神戸大学)  

大田 清佳 (長岡技術科学大学)  

大谷 祐貴 (東京理科大学)  

大多和 晃司 (関西大学)  

岡田 育実 (立命館大学)  

岡田 伶 (足利大学)  

岡本 達樹 (大阪大学)  

荻島 諒也 (東京大学)  

荻野 弘輝 (長崎総合科学大学)  

奥中 勇太 (神戸大学)  

折笠 勇 (早稲田大学)  

垣越 隆伸 (千葉工業大学)  

金山 佳督 (東北大学)  

金子 眞也 (東京電機大学)  

金田 翼 (東海大学)  

蒲ケ原 光太郎 (大阪府立大学)  

亀井 知己 (静岡大学)  

河野 裕典 (崇城大学)  

河鰭 公祥 (東京大学)  

川村 駿介 (茨城大学)  

神田 佳希 (岡山大学)  

菅野 健太 (日本大学)  

魏 弘之 (広島大学)  

岸田 晃直 (関東学院大学)  

北崎 友哉 (香川大学)  

城戸 竜太 (広島工業大学) 

故三浦保氏 



木原 愛湖 (福井大学)  

KIM Wonjik (東京工業大学)  

草間 慎也 (東北大学)  

楠戸 宏城 (大阪大学)  

桑原 涼 (島根大学)  

合志 義亜 (山口大学)  

河野 蒼 (芝浦工業大学)  

古賀 弘樹 (名城大学)  

小澤 拓敏 (立命館大学)  

小平 暁雄 (東京工業大学)  

小高 勢也 (神奈川大学)  

児玉 渉平 (日本工業大学)  

後藤 大輝 (大分大学)  

後藤 大輝 (愛知工業大学)  

小橋 慶太 (東北大学)  

小林 嵩季 (新潟大学)  

小林 理輝 (宇都宮大学)  

小原 大和 (同志社大学)  

小宮 直己 (東京理科大学)  

小山 諒 (慶應義塾大学)  

齋藤 直樹 (山梨大学)  

酒井 佳奈子 (首都大学東京)  

坂口 優希 (佐賀大学)  

阪路 博志 (工学院大学)  

坂田 浩之 (東京理科大学)  

佐々木 裕哉 (筑波大学)  

佐藤 紀子 (湘南工科大学)  

重兼 楽 (神戸大学)  

新𡈽 雄平 (中部大学)  

島上 智士 (福岡大学)  

志水 惇也 (大阪市立大学)  

清水 歩実 (大阪府立大学)  

志水 孝至 (大阪工業大学)  

志村 開智 (東京農工大学)  

姜 華 (金沢大学)  

ZHU YUNHE (大阪産業大学)  

Joshua Charisteo Supratman (千葉工業大学)  

白鳥 弘英 (東京工業大学)  

新盛 弘法 (九州大学)  

末田 美和 (九州大学)  

菅野 功貴 (富山県立大学)  

菅原 荘太郎 (北九州市立大学)  

杉本 祥悟 (京都大学)  

杉本 智哉 (慶應義塾大学)  

菅田 瑞貴 (東京理科大学)  

Ｓｃｏｔｔ Ａ．Ｅｒｉｃｋｓｏｎ (京都大学)  

鈴木 克洋 (九州工業大学)  

鈴木 聖弥 (秋田県立大学)  

鈴木 忠史 (三重大学)  

鈴木 甫 (東京工業大学)  

鈴木 雅大 (岩手大学)  

染宮 聖人 (日本大学)  

髙川 祐加 (京都工芸繊維大学)  

髙木 雄哉 (横浜国立大学)  

高倉 裕也 (千葉大学)  

高須 悠 (鳥取大学)  

髙橋 寛地 (東京電機大学)  

髙橋 惇 (東北学院大学)  

髙橋 春暁 (新潟大学) 

髙橋 祐太 (北海道大学)  

髙橋 麗音 (豊橋技術科学大学)  

高松 皆光 (鹿児島大学)  

高見 健志 (龍谷大学)  

滝澤 健一 (首都大学東京)  

竹内 祐人 (名古屋工業大学)  

竹村 志帆 (慶應義塾大学)  

竹村 知浩 (滋賀県立大学)  

田崎 駿平 (山形大学)  

田島 翔 (金沢大学)  

多田 優志 (福井工業大学)  

田中 誠也 (徳島大学)  

田中 誠也 (公立諏訪東京理科大学)  

田中 泰爾 (北海道大学)  

谷本 悠輔 (岡山大学)  

玉川 謙一郎 (近畿大学)  

千葉 正悟 (豊橋技術科学大学)  

千葉 丈太郎 (名古屋大学)  

辻󠄀村 光樹 (早稲田大学)  

常包 享嗣 (徳島文理大学)  

程 怛通 (福岡工業大学)  

寺嶋 薫 (岐阜大学)  

寺町 亮則 (慶應義塾大学)  

東力 巧 (富山大学)  

徳永 大二郎 (千葉大学)  

戸田 悠樹 (成蹊大学)  

中尾 一翔 (近畿大学)  

中尾 友紀 (防衛大学校)  

中澤 宏輔 (金沢工業大学)  

中島 詩惟 (同志社大学)  

中西 弘樹 (大阪大学)  

長野 匡隼 (電気通信大学)  

中原 駿 (九州工業大学)  

中村 隆之 (埼玉大学)  

中山 祐輔 (高知工科大学)  

西川 陽樹 (弘前大学)  

西川 将史 (神奈川工科大学)  

野村 匠永 (名城大学)  

野村 文椰 (宮崎大学)  

萩原 颯人 (明星大学)  

裸野 晃弘 (工学院大学)  

八友 大知 (長岡技術科学大学)  

馬場 善時朗 (豊橋技術科学大学)  

林 智之 (早稲田大学)  

林 勇希 (早稲田大学)  

原 涼馬 (静岡大学)  

日置 悠河 (信州大学)  

檜垣 誠妥 (京都大学)  

久野 元気 (東京工業大学)  

日髙 萌子 (慶應義塾大学)  

兵藤 文紀 (富山県立大学)  

平野 貴大 (岐阜大学)  

廣瀬 和也 (信州大学)  

廣野 達城 (室蘭工業大学)  

福岡 なるみ (群馬大学)  

藤田 真太郎 (電気通信大学)  

藤田 勝 (大阪電気通信大学)  

古坂 匠 (兵庫県立大学)  

古谷 勇貴 (静岡大学)



堀 直樹 (東京大学)  

前原 瑠海 (早稲田大学)  

蒔田 和磨 (高知工科大学)  

増田 和之 (豊田工業大学)  

松井 隆典 (京都工芸繊維大学)  

松岡 崇真 (大同大学)  

松田 孝太 (広島大学)  

松廣 航 (早稲田大学)  

丸子 拓也 (千葉工業大学)  

箕土路 拓也 (和歌山大学)  

南之園 彩斗 (芝浦工業大学)  

宮尾 太郎 (上智大学)  

宮岡 尚広 (群馬大学)  

宮島 尚吾 (明治大学)  

Muhammad Aminurul Helmy bin Mohamad(岡山理科大学)  

森 敬祐 (琉球大学)  

森野 紫文 (北見工業大学)  

森谷 文香 (東京大学)  

森山 甲太郎 (摂南大学)  

矢敷 啓太 (名城大学)  

安武 昌浩 (九州大学)  

柳下 里音 (山口大学)  

谷野 登生 (茨城大学)  

山口 真司 (長崎大学)  

山口 昌志 (大阪産業大学)  

山口 僚平 (東京農工大学)  

山腰 浩平 (大同大学)  

山田 小夏 (北海道科学大学)  

山田 高澄 (名古屋大学)  

山田 雄太 (国立研究開発法人水産研究・教育機構 

水産大学校)  

山本 恭平 (北海道大学)  

横尾 颯也 (名古屋大学)  

吉田 紘基 (関西大学)  

吉田 みづき (同志社大学)  

吉田 陸太 (秋田大学)  

慶本 天謹 (筑波大学)  

劉 震 (山梨大学)  

廉 杰 (埼玉工業大学)  

若林 陽輝 (東京工業大学)  

渡辺 俊樹 (室蘭工業大学) 

 以上218名 


