■2011 年度 日本機械学会畠山賞受賞者■
（１）大学機械工学系学科（268 名）
相川 文明 (東京大学)
天野 拓也 (秋田県立大学)
碇山 晃 (東海大学)
磯部 祐真 (名古屋大学)
岩﨑 祐樹 (日本大学)
植木 史子 (慶應義塾大学)
浦 翔太郎 (埼玉大学)
大河原 崇寛 (千葉工業大学)
大本 智久 (広島国際学院大学)
長田 和真 (山梨大学)
影山 元太 (東京都市大学)
加藤 亮 (広島工業大学)
神山 諒 (いわき明星大学)
川上 耕平 (鳥取大学)
川辺 康平 (熊本大学)
北川 智広 (中部大学)
桐村 祐貴 (大阪大学)
久多良木 崇 (九州産業大学)
桑野 孝之 (広島工業大学)
輿石 卓哉 (東京電機大学)
小林 智行 (ものつくり大学)
才木 貴仁 (東京理科大学)
坂本 昌隆 (明治大学)
佐藤 学 (神奈川工科大学)
芝崎 祐基 (東京電機大学)
沈 宰賢 (東京工業大学)
鈴木 雄大 (芝浦工業大学)
鈴木 悠午 (首都大学東京)
千石 英康 (湘南工科大学)
高橋 将大 (早稲田大学)
田中 紀之 (工学院大学)
張 巍耀 (国士館大学)
勅使河原 直人 (東京農工大学)
殿村 進一 (近畿大学)
豊嶋 健太 (琉球大学)
中富 力 (千葉工業大学)
西勝 重明 (法政大学)
野田 真司 (名城大学)
花崎 雅洋 (九州大学)
東 雄大 (九州大学)
廣瀬 大 (大阪大学)
藤井 祐輔 (東北大学)
本間 拓実 (明治大学)
前田 佑輔 (長崎総合科学大学)
松本 一哲 (法政大学)
萬立 洋次郎 (静岡大学)
宮下 晋 (諏訪東京理科大学)
森 祐太 (山形大学)
矢頭 弘貴 (大同大学)
山口 和晃 (日本大学)
山中 尚美 (愛知工業大学)
兪 浩洋 (慶應義塾大学)
吉永 光伸 (東京電機大学)
渡邉 一也 (名古屋大学)

青木 真司 (群馬大学)
荒川 悠太 (名古屋工業大学)
池島 康介 (日本大学)
市川 雄基 (豊橋技術科学大学)
岩澤 譲 (筑波大学)
上崎 晃博 (東京電機大学)
浦 大介 (大阪電気通信大学)
大越 健太 (玉川大学)
岡本 丈夫 (岐阜大学)
小野 雅志 (秋田大学)
梶 雄登 (近畿大学)
金井塚 俊 (東京電機大学)
亀井 宏貴 (摂南大学)
川嶋 大介 (首都大学東京)
河村 拓実 (横浜国立大学)
木立 孝紀 (岩手大学)
金 彰海 (電気通信大学)
窪田 頌太郎 (千葉工業大学)
耿 金洋 (東京大学)
小島 佑太 (埼玉大学)
小林 由季 (近畿大学)
齋藤 健吾 (関東学院大学)
佐川 了允 (成蹊大学)
讃井 涼子 (東京工業大学)
清水 彰則 (近畿大学)
神宮 和行 (長崎大学)
鈴木 貴道 (拓殖大学)
住野 正幸 (立命館大学)
園川 弘人 (西日本工業大学)
田中 啓太 (電気通信大学)
田中 秀典 (大阪産業大学)
陳 童 (大阪産業大学)
寺町 有未 (立命館大学)
土橋 賢人 (日本工業大学)
長井 進悟 (東北大学)
中西 啓太 (千葉工業大学)
西村 佳樹 (東海大学)
野村 康智 (東京大学)
羽田 明博 (千葉大学)
東谷 幸亮 (室蘭工業大学)
深見 健史 (九州産業大学)
藤吉 翔太 (関西大学)
前川 真揮 (大同大学)
松井 良介 (九州工業大学)
松本 健一 (山梨大学)
三浦 健太郎 (山口大学)
宮本 将伸 (和歌山大学)
森下 悠佑 (京都工芸繊維大学)
柳 雄一郎 (日本大学)
山口 賢 (電気通信大学)
山野 彰夫 (大阪府立大学)
湯浅 一真 (湘南工科大学)
米田 知生 (立命館大学)
渡邉 諒 (徳島大学)

秋葉 直樹 (山形大学)
新木 秀直 (北海道大学)
池田 隼人 (長岡技術科学大学)
井上 智宏 (九州工業大学)
岩瀬 友佑 (慶應義塾大学)
上野 諭 (神戸大学)
浦﨑 智裕 (豊橋技術科学大学)
大西 恭彰 (大阪大学)
小川 聡 (愛知工業大学)
小宅 教文 (東京大学)
加藤 孝太郎 (北海道工業大学)
金谷 良平 (室蘭工業大学)
嘉門 賢 (龍谷大学)
河津 悟司 (東海大学)
河村 智博 (大阪工業大学)
喜多村 章悟 (東京工業大学)
草野 太助 (福岡大学)
久保田 悠揮 (大同大学)
神武 弘頼 (工学院大学)
小島 悠平 (佐賀大学)
小林 佳広 (東京海洋大学)
齋藤 翼 (防衛大学校)
貞包 龍一 (崇城大学)
澤田 大樹 (山形大学)
下東 祐輝 (東海大学)
杉浦 義久 (同志社大学)
鈴木 康史 (東海大学)
関 正侑 (富山県立大学)
髙木 広結 (足利工業大学)
田中 健太郎 (名古屋工業大学)
田中 洋輝 (青山学院大学)
塚田 太郎 (金沢大学)
東條 智也 (日本大学)
冨田 徳久 (群馬大学)
中川 敬太 (愛知工業大学)
中根 悠仁 (信州大学)
沼田 晋 (滋賀県立大学)
櫨木 啓介 (北九州市立大学)
針谷 健介 (中央大学)
平山 浩基 (岡山大学)
福島 竜太郎 (神戸大学)
藤原 直 (同志社大学)
前田 和士 (兵庫県立大学)
松田 将吉 (琉球大学)
松本 泰明 (広島国際大学)
三浦 正義 (豊田工業大学)
村上 陽太郎 (静岡大学)
安井 貴信 (富山大学)
矢部 雄介 (金沢工業大学)
山口 泰蔵 (水産大学校)
山林 久志 (大阪市立大学)
横井 大輔 (福井工業大学)
米本 拓弥 (東海大学)
綿貫 裕太 (防衛大学校)

朝倉 健太 (大分大学)
有末 紘 (京都大学)
石川 正徳 (明星大学)
伊保 日和吏 (香川大学)
岩田 智博 (愛知工科大学)
臼井 雄紀 (東京都市大学)
江口 公規 (名古屋工業大学)
大邑 華名 (近畿大学)
小倉 正基 (神奈川工科大学)
小山 健太郎 (東京都市大学)
加藤 慎也 (徳島大学)
金子 卓弘 (東京大学)
唐澤 健 (中部大学)
川手 彬嗣 (芝浦工業大学)
神﨑 真隆 (関西大学)
木下 順司 (福岡工業大学)
草野 類 (中央大学)
栗山 頌平 (京都大学)
神津 尭志 (静岡理工科大学)
児玉 昌彦 (岡山理科大学)
駒宮 秀憲 (東洋大学)
斎藤 雄太 (福井大学)
佐藤 広大 (日本大学)
澤本 一樹 (信州大学)
庄司 烈 (早稲田大学)
杉原 圭祐 (島根大学)
鈴木 靖弘 (茨城大学)
関口 和巳 (東京理科大学)
髙梨 翔太郎 (埼玉工業大学)
田中 沙苗 (兵庫県立大学)
谷口 智紀 (岐阜大学)
角田 矩久 (工学院大学)
道法 萩那 (早稲田大学)
富永 健太 (大阪大学)
中島 登志久 (東京理科大学)
中村 琢 (東京大学)
沼田 諒平 (同志社大学)
服部 巧 (筑波大学)
潘 淞 (日本工業大学)
廣岡 俊彦 (神戸大学)
福田 有哉 (金沢工業大学)
プラワットローイ ノッパドン (日本大学)
前田 拓巳 (北海道大学)
松原 誠 (岡山大学)
丸山 美紀子 (工学院大学)
光枝 千尋 (名城大学)
村上 善大 (久留米工業大学)
安田 翔一 (明治大学)
山内 健太郎 (熊本大学)
山下 一樹 (愛媛大学)
山本 剛大 (横浜国立大学)
吉川 賢 (千葉工業大学)
和佐 泰明 (東京工業大学)

足立 雄治 (金沢工業大学)
飯島 司 (兵庫県立大学)
石田 卓也 (弘前大学)
岩浅 僚 (高知工科大学)
岩渕 祐貴 (早稲田大学)
内山 尚人 (八戸工業大学)
大内 勇幹 (宇都宮大学)
大村 佳苗 (福山大学)
尾崎 智明 (久留米工業大学)
海藤 真也 (東京電機大学)
加藤 真人 (東北学院大学)
金子 直司 (芝浦工業大学)
唐沢 禎人 (名古屋大学)
川原 敬裕 (北見工業大学)
菊池 将司 (東洋大学)
木村 優孝 (近畿大学)
葛原 卓 (金沢工業大学)
黒田 尚孝 (大阪工業大学)
河野 貴裕 (芝浦工業大学)
後藤 幸太朗 (日本文理大学)
小山 亮 (神奈川工科大学)
坂部 展士 (東京電機大学)
佐藤 雅幸 (東京農工大学)
三條 和明 (東北学院大学)
白川 智尋 (宮崎大学)
鈴木 隆浩 (名城大学)
鈴木 佑典 (湘南工科大学)
関口 徹 (神奈川大学)
髙野 敏之 (神奈川工科大学)
田中 智大 (慶應義塾大学)
千葉 泰彦 (桐蔭横浜大学)
釣巻 瑶一郎 (東北大学)
渡慶次 巧 (大阪電気通信大学)
外山 晋二郎 (新潟大学)
長瀬 絢子 (第一工業大学)
中村 好翔 (明治大学)
軒山 幸一 (大阪電気通信大学)
羽鳥 崇史 (日本大学)
盤若 秀明 (富山県立大学)
広島 美咲 (東北大学)
福田 泰宏 (福岡大学)
堀 佑季子 (上智大学)
前田 智也 (鹿児島大学)
松村 洋佑 (北海道工業大学)
丸山 量志 (金沢大学)
三宅 遼太郎 (神奈川工科大学)
森 拓也 (ものつくり大学)
谷津 祐哉 (名城大学)
山際 昭彦 (三重大学)
山下 正太郎 (広島大学)
山本 涼 (広島大学)
吉田 堅太 (愛知工科大学)
和田 賢大 (石巻専修大学)

（２）短期大学機械工学系学科（10 名）
遠藤 慎典 (新潟工業短期大学)
塗矢 悟 (大阪産業大学短期大学部)

岡田 明 (産業技術短期大学)
川島 健法 (北海道自動車短期大学)
滝 光生 (徳島工業短期大学)
鶴巻 朋美 (北海道自動車短期大学)
平井 靖規 (大阪産業大学短期大学部)
溝口 勝也 (広島国際学院大学自動車短期大学部) 村田 隆彰 (愛知工科大学自動車短期大学)
森田 滉大 (愛知工科大学自動車短期大学)

（３）工業高等専門学校機械工学系学科（69 名）
青木 虹造 (群馬工業高等専門学校)
池谷 賢一 (豊田工業高等専門学校)
岡野 祐貴 (富山高等専門学校)
加賀谷 圭吾 (苫小牧工業高等専門学校)
木山 景仁 (木更津工業高等専門学校)
坂口 裕樹 (米子工業高等専門学校)
重松 圭祐 (津山工業高等専門学校)
杉原 幸信 (津山工業高等専門学校)
但野 将平 (旭川工業高等専門学校)
堤 浩晃 (奈良工業高等専門学校)
永山 治希 (茨城工業高等専門学校)
秀山 文彦 (有明工業高等専門学校)
道渕 卓弥 (富山高等専門学校)
吉賀 新悟 (大島商船高等専門学校)

青野
石引
岡部
片岡
倉島
坂本
志鷹
須永
田中
寺田
野沢
広瀬
村澤
吉山

晃大 (新居浜工業高等専門学校)
秋山 大樹 (鶴岡工業高等専門学校)
飯田 和樹 (久留米工業高等専門学校)
池原 伶 (沖縄工業高等専門学校)
麻央 (鳥羽商船高等専門学校)
犬嶋 耀祐 (石川工業高等専門学校)
上坂 凌司 (福井工業高等専門学校)
太田 真里菜 (大阪府立工業高等専門学校)
真也 (金沢工業高等専門学校)
小川 伸之助 (舞鶴工業高等専門学校)
小川 裕樹 (呉工業高等専門学校)
乙武 秀二郎 (香川高等専門学校)
誠士 (都城工業高等専門学校)
木皿 拓也 (東京都立産業技術高等専門学校) 北沢 優 (長野工業高等専門学校)
木村 桂大 (徳山工業高等専門学校)
崇 (長野工業高等専門学校)
小林 優一 (宇部工業高等専門学校)
小山 慶子 (東京都立産業技術高等専門学校) 齋藤 勇士 (沼津工業高等専門学校)
崇徳 (八戸工業高等専門学校)
佐藤 大輔 (一関工業高等専門学校)
澤井 伽奈 (大阪府立大学工業高等専門学校) 重國 高志 (北九州工業高等専門学校)
拓哉 (富山高等専門学校)
嶋末 昂祐 (函館工業高等専門学校)
島内 裕太 (高知工業高等専門学校)
菅 堅将 (長岡工業高等専門学校)
大輝 (東京工業高等専門学校)
仙石 稜 (仙台高等専門学校)
竹内 千明 (近畿大学工業高等専門学校)
竹口 慧 (北九州工業高等専門学校)
賢治 (東京都立産業技術高等専門学校) 田中 優一郎 (神戸市立工業高等専門学校) 田畑 宗一郎 (小山工業高等専門学校)
中條 文鈴 (香川高等専門学校)
祐基 (鈴鹿工業高等専門学校)
中島 吉太郎 (和歌山工業高等専門学校)
中田 大貴 (阿南工業高等専門学校)
永田 紀一郎 (佐世保工業高等専門学校)
太一 (東京都立産業技術高等専門学校) 野々村 直人 (松江工業高等専門学校)
服部 聡 (東京都立産業技術高等専門学校)
濵門 亮佑 (明石工業高等専門学校)
裕也 (大分工業高等専門学校)
福田 啓貴 (熊本高等専門学校)
船木 允博 (秋田工業高等専門学校)
松岡 大夢 (弓削商船高等専門学校)
杏樹 (岐阜工業高等専門学校)
森薗 湧太 (鹿児島工業高等専門学校)
矢田 将大 (松江工業高等専門学校)
山口 達也 (旭川工業高等専門学校)
友明 (大阪府立大学工業高等専門学校) 若木 志郎 (釧路工業高等専門学校)
渡邉 翔太 (一関工業高等専門学校)

