■2016 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．
2016年度（平成28年度）の受賞者は192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2350名に達しています．

故三浦保氏

＊所属は各大学の大学院修士または博士前期課程
青木 達哉 (電気通信大学)
青木 史子 (慶應義塾大学)
阿久津 彗 (長岡技術科学大学)
麻生 貴之 (京都工芸繊維大学)
穴井 裕喜 (九州大学)
阿南 大介 (明治大学)
阿部 滉平 (北海道科学大学)
安藤 恭平 (北見工業大学)
李 信英 (電気通信大学)
飯田 尚子 (東京大学)
飯盛 翔太 (宮崎大学)
石黒 良太 (諏訪東京理科大学)
石河 雄太 (名古屋工業大学)
石原 大地 (和歌山大学)
石原 遼一 (岡山大学)
石森 慎 (関西大学)
出岡 寛人 (名古屋大学)
伊丹 琢 (三重大学)
一ノ瀬 晶路 (東京大学)
伊藤 監則 (神奈川工科大学)
伊藤 栄大 (金沢工業大学)
伊藤 駿平 (岩手大学)
稲田 隼人 (大阪産業大学)
猪瀬 洸樹 (中央大学)
猪股 聖 (山梨大学)
猪俣 一樹 (東京電機大学)
井平 直樹 (摂南大学)
岩﨑 将志 (長崎大学)
岩田 大樹 (岡山理科大学)
岩渕 拓哉 (東京都市大学)

薄鍋 裕樹 (崇城大学)
内山 伸悟 (福岡大学)
宇津野 利仁 (中部大学)
海野 龍生 (上智大学)
遠藤 祐紀 (新潟大学)
大島 草太 (立命館大学)
大須賀 和博 (岐阜大学)
太田 祐一朗 (愛媛大学)
大塚 裕司 (芝浦工業大学)
大槻 祐介 (福井工業大学)
大貫 甫 (東京農工大学)
岡﨑 将司 (琉球大学)
尾形 僚太 (九州工業大学)
岡南 貴大 (大阪大学)
小川 達也 (弘前大学)
折井 将彦 (京都大学)
折戸 優也 (富山大学)
何 帥 (埼玉工業大学)
加藤 潤也 (名古屋大学)
加藤 真規 (千葉工業大学)
加藤 優太 (愛知工業大学)
川北 泰三 (大阪産業大学)
河
侑佑 (龍谷大学)
神田 雄貴 (東北大学)
岸本 直樹 (京都大学)
北村 修 (防衛大学校)
木村 貴憲 (大分大学)
NGUYEN HUU DUNG (千葉大学)
久保 凱 (筑波大学)
窪田 勇斗 (九州産業大学)

熊谷 裕太 (東北大学)
倉林 佑輔 (日本工業大学)
車谷 駿一 (東京工業大学)
國府田 芳彰 (茨城大学)
古株 拓弥 (広島大学)
小関 貴裕 (兵庫県立大学)
後藤 優希 (岐阜大学)
小林 恭輔 (群馬大学)
小森 淳史 (九州大学)
小森 康史 (豊橋技術科学大学)
小山 稔生 (金沢大学)
齊藤 開 (東京電機大学)
齋藤 広輝 (群馬大学)
酒井 嗣之介 (東京理科大学)
酒井 麻紀斗 (金沢大学)
坂爪 亮 (豊田工業大学)
櫻木 一樹 (福岡工業大学)
佐藤 隆人 (横浜国立大学)
佐藤 隆哉 (早稲田大学)
品田 裕壮 (埼玉大学)
篠原 智美 (室蘭工業大学)
篠本 凛 (東京大学)
清水 拓也 (立命館大学)
下牧 祐大 (工学院大学)
蒋 夢婷 (西日本工業大学)
白木 雅 (同志社大学)
新郷 忠真 (佐賀大学)
新藤 尚吾 (東京大学)
新保 創太 (早稲田大学)
菅原 大貴 (金沢大学)
鈴木 康太 (明星大学)
鈴木 尊丸 (同志社大学)
鈴木 規之 (慶應義塾大学)
鈴木 光 (日本大学)
関根 幸輝 (中央大学)
瀬口 准一郎 (神奈川大学)
仙島 和成 (静岡理工科大学)
十亀 伸享 (島根大学)
田平 創 (東京工業大学)
平 航 (鹿児島大学)
高木 友士 (京都大学)
髙野 博史 (北九州市立大学)
髙橋 夏樹 (東京理科大学)
滝下 峰史 (大阪大学)
武田 洸晶 (東北大学)
竹中 祐平 (広島大学)
城 知宏 (早稲田大学)
田所 祐一 (東京工業大学)
田中 優弥 (東京工業大学)
谷 和樹 (大阪府立大学)
谷口 大二郎 (名城大学)
谷口 大明 (東京都市大学)
玉木 晴也 (東京理科大学)
田村 優樹 (九州大学)
塚田 並輝 (茨城大学)
土屋 匠 (関東学院大学)
時田 多喜人 (法政大学)
豊島 正和 (大阪大学)
豊田 直希 (北海道大学)

中内 将隆 (東北大学)
中川 篤 (大阪市立大学)
長嶋 駿寛 (宇都宮大学)
仲田 進哉 (神戸大学)
中村 真嘉 (佐賀大学)
中村 祐一 (大阪電気通信大学)
中山 貴裕 (湘南工科大学)
西本 昂司 (静岡大学)
丹羽 基能 (筑波大学)
野尾 直矢 (関西大学)
野木 優佑 (千葉工業大学)
野口 蒼平 (東海大学)
野郷 孝介 (香川大学)
長谷川 良平 (千葉大学)
花崎 恭平 (長岡技術科学大学)
馬場 和輝 (立命館大学)
林 幹哉 (大阪工業大学)
早間 大晃 (慶應義塾大学)
東大野 晃慈 (秋田大学)
樋口 裕也 (日本大学)
久野 航 (東京農工大学)
日比野 貴郁 (秋田県立大学)
平本 謙太 (横浜国立大学)
蛭田 眞生 (山口大学)
福永 哲 (水産大学校)
藤井 祥万 (早稲田大学)
藤井 聖也 (熊本大学)
藤田 各務 (東京電機大学)
藤村 宗一郎 (東京理科大学)
藤本 弥生 (同志社大学)
船橋 駿斗 (神戸大学)
細谷 和輝 (東海大学)
發知 諒 (首都大学東京)
堀井 舜 (信州大学)
堀井 基弘 (豊橋技術科学大学)
堀部 貴雅 (名古屋大学)
本田 拓朗 (熊本大学)
牧 拓孝 (富山県立大学)
牧野 達 (近畿大学)
益田 航 (滋賀県立大学)
舛中 翔馬 (京都大学)
又木 隆彦 (九州工業大学)
松﨑 俊祐 (高知工科大学)
松下 拓磨 (明治大学)
松野 優樹 (新潟大学)
松本 竜輝 (北海道大学)
御厨 康太 (岡山大学)
水口 達也 (徳島大学)
水尻 雄貴 (豊橋技術科学大学)
水谷 雄大 (名古屋工業大学)
宮田 晋輔 (広島工業大学)
宮本 恭輔 (北海道大学)
三好 英輔 (京都工芸繊維大学)
村下 直樹 (日本大学)
村田 詩織 (首都大学東京)
森田 亘 (九州工業大学)
森松 大亮 (静岡大学)
森本 崇志 (青山学院大学)
諸田 翔 (工学院大学)

安木
矢内
梁取
山上
山口
山下
山蔦
山根
山本
横井
横田
横山
和田
渡辺

大河 (大同大学)
沙祐里 (静岡大学)
大 (山形大学)
正比古 (名城大学)
晃弘 (福井大学)
瞳子 (神奈川工科大学)
栄太郎 (大阪大学)
拓也 (東京工業大学)
実果 (芝浦工業大学)
聡 (富山県立大学)
成彬 (近畿大学)
裕樹 (長崎総合科学大学)
一真 (鳥取大学)
彬生 (信州大学)

以上192名

