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昭和 46 年逝

去）が、1960 年、科学技術の振興をはかる目的から畠山文化財団を設立され、科学技術の
普及奨励、研究助成、あるいは理工科系学生に対する学資の補給などの諸事業を行うため、
本会に対しても毎年寄付金提供の申し出がある。
本会では、その趣旨にかんがみ、日本機械学会畠山賞を設け、4 年制大学機械系学科卒
業者で人格、学業ともに優秀な者の中から、1 学科につき毎年 1 名（2 学科以上の場合は
各 1 名）を表彰することになり、1961 年度卒業者から実施した。その後 1963 年度に工業
短期大学、1967 年度に工業高等専門学校を追加し以後毎年表彰を行っている．
2001 年度からは定員数にあわせて１学科最大３名までを申請できるようなり、2004 年
度（平成 16 年卒業者）の受賞者は 353 名を数え、下記の諸君が受賞された．第 1 回より
の受賞者数は総計 10612 名に達している．
（１）大学機械工学系学科（272 名）
明瀬 憲由（日本大学）赤松 和禎（東北学院大学）浅尾 慎一（京都工芸繊維大学）浅原 和磨（岩手大学）
浅見 大輔（中央大学）安部 裕一（筑波大学）天野 倫平（工学院大学）網 健行（関西大学）
荒川 仁（近畿大学）荒木 拓真（電気通信大学）飯塚 智史（東京農工大学）飯野 裕一（湘南工科大学）
生田 幸徳（崇城大学）生地 朝（九州工業大学）池谷 悠（日本大学）池ノ下 祐亮（広島大学）
石新 一憲（琉球大学）石井 慎二（信州大学）石崎 宏行（日本大学）石田 智志（金沢工業大学）
石田 侑督（千葉工業大学）磯崎 航吏（日本大学）一柳 清高（愛媛大学）井出 雄一朗（名古屋工業大学）
伊藤 景詩（成蹊大学）石徹白 藤也（東海大学）稲垣 原理（千葉大学）乾 秀喜（大阪工業大学）
井上 裕隆（静岡大学）伊部 公紀（静岡理工科大学）今西 健介（筑波大学）岩井 絋基（神戸大学）
岩永 広志（山口大学）上野 円（大阪市立大学）宇佐美 哲郎（神奈川大学）浦野 啓太（西日本工業大学）
江上 大祐（水産大学校）江藤 康郎（久留米工業大学）遠藤 武志（山形大学）大久保 賢一（東京理科大学）
大久保 剛（金沢工業大学）大澤 琢眞（東京理科大学）太田 進輔（法政大学）太田 直樹（茨城大学）
太田 充洋（三重大学）大竹 直也（東京都立大学）大西 崇文（横浜国立大学）大野 洋司（山梨大学）
大庭 聡斗（東京工業大学）大橋 誠（神奈川大学）大村 正吾（東海大学）大村 裕幸（岡山理科大学）
大森 司（湘南工科大学）岡﨑 振一郎（大阪大学）小笠原 周（明星大学）岡田 梢（九州大学）
岡田 卓巳（広島国際学院大学）沖田 幸二（九州産業大学）奥澤 格（日本工業大学）奥田 容子（神戸大学）
小熊 康平（日本大学）奥山 隆行（工学院大学）奥山 秀哉（石巻専修大学）尾崎 葵（東京電機大学）
小野 由貴（国士館大学）小俣 亮（横浜国立大学）小邑 健二（名古屋大学）表 征史（豊田工業大学）
甲斐 佑（福岡大学）垣内 仁志（崇城大学）片山 学（ものつくり大学）加戸 通証（中央大学）
金子 隆宏（北海道工業大学）神尾 敬介（東海大学）河合 真志（名城大学）川上 貴昭（日本大学）
川久保 直樹（芝浦工業大学）川野 裕介（東京大学）河原 貴之（宮崎大学）菊井 翔太郎（岡山大学）
菊地 邦友（和歌山大学）北川 潤一（九州工業大学）北川 英利（摂南大学）北村 徹（同志社大学）
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北村 広之（山形大学）木村 啓介（広島大学）清澄 昌伸（徳島文理大学）工藤 浩介（工学院大学）
久保 篤史（第一工業大学）久保田 寛隆（岐阜大学）熊野 峻（東北大学）栗原 健郎（明治大学）
黒田 達朗（大阪工業大学）小池 秀一（信州大学）上月 宏登（武蔵工業大学）河野 一平（東京大学）
河野 孝史（東京大学）小島 稔（電気通信大学）小杉 雅明（岡山大学）児平 善如（弘前大学）
後藤 敦（姫路工業大学）後藤 尚哉（愛知工業大学）後藤 菜実（室蘭工業大学）小林 輝（東北大学）
小林 将士（群馬大学）小林 義幸（玉川大学）齋藤 敦（青山学院大学）斉藤 武（武蔵工業大学）
櫻田 武朗（埼玉大学）佐々木 翔（東京海洋大学）佐藤 隼人（埼玉大学）佐藤 博美（九州共立大学）
佐藤 史海（豊橋技術科学大学）佐藤 祐介（日本工業大学）猿橋 敦（東京農工大学）志柿 雅彦（熊本大学）
柴田 高志（関西大学）島岡 宏爾（大阪産業大学）島崎 康弘（大阪府立大学）清水 愛（近畿大学）
清水 信二（名古屋工業大学）清水 徹英（東京都立大学）清水 敏之（中部大学）下之門 智史（鹿児島大学）
下村 賢吾（東亜大学）白子 正高（龍谷大学）陣内 正吾（佐賀大学）菅谷 佳子（上智大学）
杉野 敦（高知工科大学）杉本 拓郎（九州東海大学）杉山 将也（名城大学）鈴木 邦広（秋田県立大学）
鈴木 陽介（東京工業大学）鈴木 陵司（愛知工科大学）関谷 洋佑（中部大学）大勝 和久（東海大学）
高遠 康之（関東学院大学）高橋 弘樹（東京大学）高橋 満（山形大学）高橋 優介（福山大学）
高橋 祐介（秋田大学）髙山 裕規（金沢大学）田口 裕崇（足利工業大学）武井 純一（山梨大学）
竹田 将也（大阪産業大学）田下 聡司（湘南工科大学）田島 賢一（武蔵工業大学）田島 正之（東京電機大学）
多田 真和（北海道工業大学）立花 勇人（八戸工業大学）竜田 康二（工学院大学）田中 美緒（慶應義塾大学）
田中 基康（電気通信大学）田中 雄己（芝浦工業大学）田中 隆介（愛知工科大学）谷内 博一（同志社大学）
玉木 正紀（鳥取大学）玉田 薫（東北学院大学）田里 佳久（芝浦工業大学）樽 祐輔（金沢工業大学）
茅原 崇徳（金沢大学）津組 崇（広島工業大学）津田 正哉（東京電機大学）恒川 卓也（名城大学）
津村 雅人（神戸大学）トゥア

ナモラ ナインゴラン（東京大学）徳渕 真吾（東北大学）轟木 良太郎（芝浦工業大学）

殿村 渉（立命館大学）冨田 洋靖（島根大学）巴山 剛（福岡大学）長尾 信哉（香川大学）
中川 裕嗣（立命館大学）中澤 麻依子（近畿大学）中澤 彰吾（姫路工業大学）中澤 真弓（神奈川工科大学）
中辻 秀憲（大阪電気通信大学）中野 徹（福岡工業大学）中野渡 功（大阪府立大学）中村 一博（早稲田大学）
中村 知貴（愛知工業大学）中村 智之（埼玉工業大学）中村 允（広島工業大学）南雲 由紀子（大阪電気通信大学）
並木 政樹（桐蔭横浜大学）二河田 厚志（防衛大学校）西野 泰史（富山県立大学）野地 敏之（東海大学）
野原 元紀（日本文理大学）芳賀 亮介（新潟大学）畠中 翔吾（福井大学）服部 里実（関東学院大学）
林 亮宏（名古屋工業大学）林 慶彦（大同工業大学）林田 康寿（神奈川工科大学）早猛 惇（明治大学）
原口 司（長崎総合科学大学）原田 祐志（名古屋大学）樋口 忠晴（明星大学）平井 孝昌（近畿大学）
広田 暁憲（福井工業大学）深澤 智（群馬大学）深見 拓矢（愛知工業大学）福井 洋介（ものつくり大学）
福島 知之（滋賀県立大学）福田 晃大（工学院大学）藤井 博之（大阪大学）藤田 雄一（名城大学）
藤本 剛太（近畿大学）布施 博章（日本大学）古川 諭（千葉工業大学）古田 雄祐（北海道大学）
星野 陽（東海大学）堀﨑 公輔（近畿大学）堀田 将弘（法政大学）本合 孝治（東京電機大学）
本田 大祐（中部大学）本田 真浩（岐阜大学）本間 義則（いわき明星大学）前川 準（大阪産業大学）
増田 良太（東京工業大学）町井 和寛（宇都宮大学）松田 日嘉（徳島大学）松原 卓範（拓殖大学）
松本 和也（長岡技術科学大学）松森 純平（大阪電気通信大学）眞鍋 秀聡（明治大学）三浦 啓晶（慶應義塾大学）
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三嶋 紀道（神戸大学）三井 秀人（防衛大学校）嶺脇 徹（日本大学）宮浦 完聡（富山大学）
宮川 健（慶應義塾大学）三宅 伸平（大阪産業大学）宮崎 登（長崎大学）宮下 直子（東京工業大学）
宮田 直之（神奈川工科大学）宮地 正明（熊本大学）牟田 雄一（大分大学）村瀬 陽平（東京都立科学技術大学）
村西 明広（京都工芸繊維大学）最上 克哉（京都大学）森井 拓也（室蘭工業大学）森下 智幸（久留米工業大学）
森田 寿一（東京電機大学）守田 直人（東洋大学）森山 竜也（豊橋技術科学大学）文珠川 一恵（静岡大学）
八木 美佑紀（立命館大学）安室 怜（京都大学）簗瀬 孝一（九州工業大学）藪野 真大（大阪大学）
山口 大輔（明治大学）山口 剛（大同工業大学）山腰 陽一郎（琉球大学）山田 和宏（岐阜大学）
山根 高志（徳島大学）山道 清高（東京電機大学）山村 昌史（金沢工業大学）山本 和幸（福岡工業大学）
山本 昂（東京都立大学）山守 浩史（静岡大学）鎗光 清道（九州大学）弓田 洋平（埼玉工業大学）
横山 将士（横浜国立大学）吉田 心作（東京海洋大学）吉野 孝則（神奈川工科大学）吉本 豊（大阪大学）
饒平名 智士（慶應義塾大学）龍崎 晋（東京電機大学）渡邉 俊介（北見工業大学）渡邊 翔（姫路工業大学）

（２）短期大学機械工学系学科（12 名）
今井 保介（愛知工科大学短期大学部）小林 亮太（広島国際学院大学自動車短期大学部）新垣 龍（大阪工業大学短期
大学部）
杉本 友樹（愛知工科大学短期大学部）竹田 哲也（新潟工業短期大学）田島 忍（産業技術短期大学）坪田 光将（大阪
工業大学短期大学部）
富樫 清弘（北海道自動車短期大学）梨本 達也（新潟工業短期大学）挾間 達也（北海道自動車短期大学）春名 恵（大
阪工業大学短期大学部）御堂丸 政俊（筑波技術短期大学）

（３）工業高等専門学校機械工学系学科（69 名）
赤峰 義明（北九州工業高等専門学校）浅野 佑太（茨城工業高等専門学校）荒野 誠（釧路工業高等専門学校）伊海 恵
介（小山工業高等専門学校）
井口 裕介（有明工業高等専門学校）伊藤 大吾（岐阜工業高等専門学校）犬塚 隼人（東京都立航空工業高等専門学校）
岩岡 淳也（高松工業高等専門学校）
梅木 千尋（大分工業高等専門学校）浦田 秀則（大島商船高等専門学校）惠木 快昌（福井工業高等専門学校）遠藤 雄
一（旭川工業高等専門学校）
太田 慎也（神戸市立工業高等専門学校）大槻 尊之（八戸工業高等専門学校）大場 淳平（富山商船高等専門学校）奥
園 悠高（久留米工業高等専門学校）
片山 宏昭（金沢工業高等専門学校）桂 彰吾（木更津工業高等専門学校）金山 壮大（弓削商船高等専門学校）亀山 敦
史（東京都立工業高等専門学校）
川松 雄一（高松工業高等専門学校）久保 泰徳（松江工業高等専門学校）桑村 修平（新居浜工業高等専門学校）向後 健
治（東京都立工業高等専門学校）
小竹 広和（豊田工業高等専門学校）小林 憲央（東京都立航空工業高等専門学
校）佐々木 敬（一関工業高等専門学校）佐々木 祐樹（東京工業高等専門学校）
佐山 慶（富山工業高等専門学校）鈴木 真（鶴岡工業高等専門学校）諏訪 華子（沼津工業高等専門学校）大東 和也（奈
良工業高等専門学校）
高牟禮 陽二（都城工業高等専門学校）竹本 大育（佐世保工業高等専門学校）谷口 貴司（米子工業高等専門学校）谷
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村 鉄平（徳山工業高等専門学校）
豊島 広樹（秋田工業高等専門学校）豊田 幸伸（津山工業高等専門学校）永島 航洋（松江工業高等専門学校）永田 隼
大（大阪府立工業高等専門学校）
中原 弘明（津山工業高等専門学校）中村 賢治（八代工業高等専門学校）中村 透（長野工業高等専門学校）波間 惇（函
館工業高等専門学校）
成田 拓也（旭川工業高等専門学校）西山 聡史（長野工業高等専門学校）西山 翔（宇部工業高等専門学校）浜崎 裕史
（阿南工業高等専門学校）
引地 雄斗（宮城工業高等専門学校）藤井 淳也（呉工業高等専門学校）HENRY SUDONO ＷＩＤＪＡＪＡ（長岡工業
高等専門学校）堀 和彦（和歌山工業高等専門学校）
本郷 一生（明石工業高等専門学校）松永 健吾（宇部工業高等専門学校）松元 章悟（鹿児島工業高等専門学校）松本 典
生（近畿大学工業高等専門学校）
美坂 北斗（大阪府立工業高等専門学校）村上 幸博（一関工業高等専門学校）村田 知明（舞鶴工業高等専門学校）諸
江 将吾（北九州工業高等専門学校）
紋谷 慎（石川工業高等専門学校）山神 悠太（大分工業高等専門学校）山口 桂司（高知工業高等専門学校）山﨑 将志
（鈴鹿工業高等専門学校）
山田 達郎（富山商船高等専門学校）山田 萌（鳥羽商船高等専門学校）吉田 潤（苫小牧工業高等専門学校）原 裕二
（阿南工業高等専門学校）
涌井 佳祐（福島工業高等専門学校）

