
 

第 10 回自動車エンジニアレベル認定者 
 

（1）JSAE フェローエンジニア（1 名） 
加藤 彰【熱機関／研究開発】  

 
（2）JSAE プロフェッショナルエンジニア（2 名） 

ポンサトーン ラクシンチャラーンサク【安全／研究】 
小澤 恒【振動騒音／研究開発】   

 
（3）JSAE シニアエンジニア（44 名） 

石田 将也, 石野 文俊, 市川 佳, 伊藤 聡, 井原 禎貴, 今井 康雄, 岩瀬 雅則, 植木 毅, 大久保 

良輔, 大角 和生, 太田 俊二, 緒方 健一郎, 岡本 裕之, 恩田 和征, 加藤 維識, 鎌田 豊, 北村 伸

之, 久代 育生, 久保 直紀, 黒沢 良夫, 後藤 興祐, 小林 雅行, 小林 孝雄, 小山 哲司, 佐古 孝弘, 
澤下 真人, 柴崎 嘉隆, 志村 明彦, 鈴木 真弘, 田中 朗, 田中 大樹, 鳥居 建史, 中島 彰利, 野口 

泰, 橋本 淳, 蓮水 正信, 旗生 篤宏, 林田 和宏, 平尾 隆介, 三浦 弘雅, 三觜 康弘, 宮川 隆行, 
山口 恭平, 養祖 隆 

 
（4）JSAE エンジニア（226 名） 

青木 雅司, 秋本 康雄, 阿曽 充宏, 綾部 篤志, 荒川 俊也, 五十嵐 一弘, 井口 慎吾, 井口 豊樹, 
石井 文生, 石川 周平, 石田 和人, 石渡 秀和, 井芹 晴明, 市川 靖, 盆子原 康晴, 伊藤 寛隆, 伊
藤 大輔, 稲垣 良介, 井上 雅彦, 今原 裕章, 今村 政孝, 岩城 喜久, 上村 雅英, 宇佐見 啓一郎, 
右立 真輝, 内海 康隆, 江口 達也, 大川 研介, 大久保 宏祐, 大芝 拓真, 太田 博之, 大塚 拓人, 
大野 翔, 大野 瑠衣, 大野 智史, 大浜 彰介, 大村 哲生, 大森 貴之, 岡田 烈, 岡田 充茂, 岡田 

光太郎, 尾神 史朗, 小川 貴臣, 奥野 正也, 奥山 昌紀, 小倉 実, 小田 英嗣, 小田部 顕, 小野 正

人, 大日方 圭, 河西 信之, 梶 真一, 片渕 雅之, 加藤 彰良, 加藤 英晃, 金山 訓己, 金成 昌幸, 
加納 隆史, 鎌田 剛史, 神藏 貴久, 鴨宮 宗近, 川口 真理, 川崎 智史, 川﨑 敬三, 河原 裕樹, 川
本 英貴, 菅野 京一, 岸 浩史, 岸 雅也, 木田 一隆, 木原 純一, 木本 祐, 木本 健太, 桐生 大輔, 
工藤 佳夫, 熊崎 千晴, 栗本 昌幸, 桑原 慎太郎, 小泉 貴寛, 小出 景二郎, 小出 祥平, 河野 史郎, 
小郷 知由, 小林 博治, 小吹 洋平, 小宮山 祐次郎, 近藤 秀一, 近藤 真吾, 近藤 暢宏, 齊藤 智明, 
酒井 かおり, 酒井 政信, 坂本 一朗, 坂本 友和, 坂本 匡史, 佐々木 清信, 佐々木 康行, 笹原 陽

介, 佐々 和也, 佐藤 聖, 佐藤 敏貴, 佐藤 聡, 芝尾 成貴, 柴田 大輔, 澁谷 大智, 島崎 健太, 清
水 優人, 麝嶋 徹, 重黒木 隼, 曺 浣豪, 城 佳久, 志和 佑治, 杉浦 利和, 鈴木 雄太, 鈴木 儀匡, 
鈴木 良輔, 鈴木 大介, 澄川 瑠一, 園田 義晴, 髙島 正登, 高橋 和貴, 高橋 修司, 高橋 利道, 高
橋 佑典, 髙橋 弘治, 髙宮 広之, 高山 尚樹, 竹内 栄司, 伊達 陽一郎, 田所 正, 田中 裕之, 田中 

未来, 田中 祥喬, 田中 修平, 田中 浩文, 田辺 義博, 玉木 良典, 津吉 智明, 寺田 一朗, 戸田 忠

知, 利根川 義男, 内藤 真先, 中井 達也, 長岡 将吾, 長澤 絵理, 中島 和彦, 永田 達也, 中山 大, 
那須 隆, 西田 周, 二宮 啓輔, 信安 清太郎, 橋坂 明, 橋本 修亮, 長谷川 厚, 花崎 成芳, 早川 

絢, 原田 智晃, 日高 輝勝, 平川 絵梨奈, 平角 京介, 廣枝 篤志, 廣瀬 倫之, 福井 健祐, 福田 征

秀, 福元 浩二, 藤本 精一, 藤原 睦, 古橋 良介, 堀内 涼, 本家 慎二, 本田 裕康, 本間 祐治, 本
間 亮平, 前 博行, 前間 浩二, 巻幡 智明, 増田 翔, 松井 仁, 松澤 弘二, 松下 大貴, 松野 孝浩, 
松野 喬幸, 松村 哲良, 松本 佑大, 丸井 勇介, 丸本 真玄, 丸山 純, 三浦 吉勝, 三木 貞雄, 水田 

準一, 三谷 大輔, 實生 達朗, 宮崎 潔, 宮崎 勝彦, 宮下 隆, 向山 智之, 村上 正典, 村木 豊, 村
越 司, 村田 雅樹, 茂木 勇祐, 本橋 康弘, 森 俊樹, 森田 洋明, 森本 尚, 文珠川 一恵, 矢崎 勝

也, 柳本 広忠, 山浦 和隆, 山口 暁, 山口 喬弘, 山口 雄一, 山下 孝, 山中 佑太, 山村 卓也, 山
本 亮, 由井 直基, 横溝 真人, 吉田 憲司, 吉村 友志, 吉本 雅則, 米陀 佳祐, 呂 福明, 和田 卓

士, 渡部 寿 

 


