■2011年度日本機械学会三浦賞受賞者■
秋吉 一徳 (熊本大学)
有上 裕志 (宮崎大学)
石黒 文博 (愛知工業大学)
板宮 紀暁 (東北学院大学)
井上 亮 (同志社大学)
打越 友哉 (近畿大学)
大西 智彦 (立命館大学)
長田 将彦 (東京大学)
金澤 賢一 (岐阜大学)
川平 卓音 (琉球大学)
櫛田 陽平 (名古屋大学)
五反田 邦博 (中部大学)
籠谷 勇 (福井大学)
阪田 隆司 (京都大学)
佐藤 力 (豊橋技術科学大学)
澁谷 直城 (東京農工大学)
宿谷 野々子 (山形大学)
関口 雄太 (早稲田大学)
高田 将充 (北見工業大学)
竹田 大介 (日本大学)
田淵 淳也 (芝浦工業大学)
土屋 良登 (九州工業大学)
戸高 敬史 (東海大学)
長瀬 紀子 (香川大学)
中村 哲司 (北海道大学)
西村 拓哉 (熊本大学)
丹羽 主 (龍谷大学)
蓮沼 将太 (青山学院大学)
林 義之 (豊田工業大学)
福岡 隆弘 (慶應義塾大学)
本田 真樹 (北海道工業大学)
松浦 宏昭 (静岡理工科大学)
松林 利樹 (神戸大学)
満岡 将樹 (埼玉工業大学)
本仲 君子 (岡山大学)
栁 昌裕 (佐賀大学)
山下 隼平 (東京理科大学)
芳住 知勇 (九州大学)

以上190名

秋吉 騎慎 (室蘭工業大学)
渥美 春彦 (大阪大学)
飯村 浩介 (東京電機大学)
伊賀上 貴幸 (高知工科大学)
石田 勝久 (大阪市立大学)
石田 悠朗 (東京工業大学)
市野 善三 (近畿大学)
市原 佑樹 (千葉工業大学)
井本 靖志 (大阪大学)
岩永 達也 (福岡大学)
Ng Shin Han (電気通信大学)
遠藤 崇資 (八戸工業大学)
大和田 正勝 (足利工業大学)
岡 佑亮 (徳島文理大学)
折井 裕佑 (芝浦工業大学)
影山 貴大 (近畿大学)
金山 史彰 (東京大学)
河合 宏紀 (福井工業大学)
木崎 通 (東京大学)
北村 光教 (早稲田大学)
小池 好満 (日本大学)
古鍛治 秀幸 (法政大学)
後藤 圭太 (筑波大学)
小林 匠 (広島大学)
是澤 亮 (横浜国立大学)
近藤 亜希子 (秋田大学)
櫻井 格 (東京電機大学)
佐々木 光 (東京都市大学)
佐藤 尚広 (富山県立大学)
澤田 知幸 (横浜国立大学)
清水 勇貴 (同志社大学)
清水 義隆 (島根大学)
鈴木 角栄 (名古屋大学)
鈴木 剛 (大同大学)
セリーヌ シュベ (東京電機大学)
田井 遥 (金沢大学)
髙橋 一平 (東北大学)
高林 忠弘 (慶應義塾大学)
太才 遼一 (大阪電気通信大学)
橘 倫太郎 (静岡大学)
田宮 怜 (京都大学)
田村 良太 (関西大学)
Teeranai Pattanotai (東京工業大学) 照屋 寛樹 (九州産業大学)
鳥取 聡一郎 (東京大学)
戸森 央貴 (中央大学)
中根 和也 (明治大学)
中野 雄太 (富山県立大学)
中村 太樹 (信州大学)
那須 歩 (関西大学)
西村 学 (長崎大学)
西山 徹 (崇城大学)
野崎 亮佑 (北海道大学)
萩原 亮彦 (関東学院大学)
八田 将佳 (大阪府立大学)
花山 由宇 (和歌山大学)
林口 拓未 (鳥取大学)
樋口 敬之 (宇都宮大学)
福田 誠 (立命館大学)
藤田 英理 (東北大学)
本田 祐介 (豊橋技術科学大学)
増口 将広 (同志社大学)
松尾 裕矢 (秋田県立大学)
松下 左京 (千葉大学)
松本 宏 (千葉工業大学)
三島 文也 (佐賀大学)
三鼓 雄太 (福山大学)
三橋 雅仁 (明治大学)
百崎 晋平 (九州大学)
森 健人 (慶應義塾大学)
柳田 泰次 (大阪大学)
矢部 卓也 (首都大学東京)
山中 幹生 (京都工芸繊維大学)
余語 一輝 (岐阜大学)
吉田 彬 (早稲田大学)
吉田 鮎美 (新潟大学)

荒川 直紀 (東京工業大学)
池野 誠 (滋賀県立大学)
石塚 翔太 (東京理科大学)
犬飼 太輝人 (三重大学)
岩橋 秀樹 (茨城大学)
王 振鑫 (広島国際学院大学)
小川 恭平 (長岡技術科学大学)
加藤 功二郎 (日本工業大学)
川上 二郎 (愛媛大学)
木村 祥太 (西日本工業大学)
小島 徳祥 (日本文理大学)
小林 真之 (福岡工業大学)
境田 悟志 (北海道大学)
笹田 敬司 (（独）水産大学校)
重松 佑紀 (徳島大学)
下山 悠 (岡山理科大学)
鈴木 周一 (名古屋大学)
髙川 優作 (金沢大学)
滝本 遥 (大阪大学)
田中 雄樹 (九州大学)
千葉 祥悟 (長岡技術科学大学)
土信田 知樹 (上智大学)
内藤 雄一 (静岡大学)
永野 陽也 (名古屋工業大学)
夏目 雄太 (立命館大学)
西山 裕樹 (九州工業大学)
橋本 圭佑 (富山大学)
羽根井 瑞貴 (千葉工業大学)
菱田 美沙 (首都大学東京)
舟木 智之 (玉川大学)
松井 暁 (東海大学)
松田 直樹 (京都大学)
水本 和也 (九州工業大学)
望月 悠太郎 (神奈川工科大学)
森岡 宏仁 (大阪産業大学)
山口 明宏 (神戸大学)
横尾 勇治 (大分大学)
吉田 竜也 (北九州市立大学)

有泉 亮 (京都大学)
石川 裕崇 (名城大学)
泉 康平 (弘前大学)
井上 直紀 (早稲田大学)
魚住 剛弘 (金沢大学)
大川 修平 (湘南工科大学)
奥山 昻 (明星大学)
加藤 聡 (信州大学)
川端 浩和 (岩手大学)
許 競翔 (東北大学)
小城 力樹 (工学院大学)
小林 裕児 (東京都市大学)
坂口 将一 (神奈川工科大学)
笹野 博昭 (桐蔭横浜大学)
芝田 将啓 (名城大学)
張 城豪 (東北大学)
鈴木 瞬 (豊橋技術科学大学)
髙木 雄司 (筑波大学)
田鍬 幸司 (岡山大学)
田中 優介 (摂南大学)
津國 哲郎 (神奈川大学)
戸島 幹夫 (金沢工業大学)
中川 峻 (名古屋工業大学)
中村 賢太 (早稲田大学)
西村 和也 (埼玉大学)
二山 拓也 (山口大学)
橋本 慎太郎 (長崎総合科学大学)
林 光介 (鹿児島大学)
平林 由誠 (諏訪東京理科大学)
堀内 崇旭 (山梨大学)
松浦 峻 (群馬大学)
松葉 一孝 (大阪工業大学)
道下 和隆 (日本大学)
本岡 拓憲 (広島工業大学)
八木 佑己 (防衛大学校)
山口 貴大 (東京工業大学)
横田 泰孝 (兵庫県立大学)
劉 森 (千葉大学)

