
 

第 11 回自動車エンジニアレベル認定者一覧 
 
（1）JSAE フェローエンジニア（8名） 

秋濱 一弘【熱機関／研究】 

河合 英直【熱機関／研究】 

熊谷 頼範【動力伝達系／研究・開発】 

田上 公俊【熱機関／研究】 

藤田 光伸【事故損傷解析／損傷診断】 

見坐地 一人【振動・騒音・乗心地／教育】 

水野 幸治【安全／研究】 

皆川 正明【車両運動／研究・数値解析】 

（氏名順・敬称略） 

 

（2）JSAE プロフェッショナルエンジニア（9名） 

安藤  敏之【安全／研究開発】 

飯田 導平【エレクトロニクスおよび制御／開発】 

岩本 正実【安全／研究】 

木内 透【安全／研究開発】 

倉橋 秀範【生産・製造／生産技術開発】 

白石 泰介【熱機関／研究開発】 

都築 正世【環境・エネルギー・資源／研究開発】 

平松 真知子【安全／研究開発】 

水谷 良治【EV・HEV システム／研究開発】 

（氏名順・敬称略） 

 

（3）JSAE シニアエンジニア（32 名） 
安藝 雅彦, 伊藤 太久磨, 伊藤 匠, 伊藤 裕一, 井上 全人, 薄井 友彦, 梅原 努, 大西 孝博, 岡本 

毅, 奥村 英之, 勝山 悦生, 加藤 公也, 河島 清, 佐藤 房子, 白石 泰介, 露木 章史, 豊田 浩之, 直
江 学, 長坂 圭, 中嶋 太一, 中手 紀昭, 濱口 剛, 平野 敦史, 広沢 友章, 福田 紘大, 藤戸 学, 古
川 隆, 文谷 修, 三石 康志, 森田 光彦, 山崎 義暢, 渡部 由宣 

（氏名順・敬称略） 

 
（4）JSAE エンジニア（164 名） 

青木 秀憲, 秋田 友洋, 秋山 浩文, 芦沢 幸嗣, 渥美 範俊, 阿部 一樹, 荒川 政司, 有田 公輔,  
有田 秀哲, 安藤 翔悟, アントナ ハコボ, 家永 寛史, 石井 淳, 伊集院 崇, 泉 侃人, 板橋 尚生,  
伊藤 大貴, 伊藤 安海, 井上 亜良太, 井上 憲明, 今泉 純一, 今東 昇一, 今村 宰, 岩佐 達也,  
上野 徹, 内富 寛隆, 大石 浩二, 大澤 孝成, 大田 一希, 大野 悦朗, 大平 慎也, 大矢 眞琴,  
岡本 智基, 小川 博通, 尾久 和丈, 荻路 貴生, 奥田 雄希, 奥谷 翼, 小野 一俊, 小野 仁章,  
各務 尚大, 笠原 太郎, 片山 悟, 加藤 大地, 加藤 博貴, 金田 拓也, 神薗 伸也, 紙谷 博之,  
神谷 洋平, 亀村 隆史, 河合 隆幸, 川北 正寿, 河村 力, 菊田 進作, 貴志 祐也, 北風 慎吾,  
北田 泰造, 北原 篤, 木戸 啓人, 木村 翔平, 工藤 雅仁, 国定 正人, 久保 智, 倉森 章, 桑名 潤平, 
桑原 悟, 高坂 宙, 古口 篤洋, 小坂 直哉, 小坂 晴樹, 後藤 剛志, 小林 浩太郎, 駒ヶ嶺 祐大,  
小森 聡, 近藤 裕一郎, 西郷 慎太朗, 佐藤 貴一, 佐藤 涼佑, 佐藤 匡一, 澤 紀彦, 姜 涛, 杉本 圭

吾, 助重 雅久, 鈴木 大地, 鈴木 秀昭, 平 秀隆, 高澤 一行, 高柴 津弓, 高梨 宏之, 髙野 格,  
高橋 英輝, 高橋 昭彦, 竹内 昭光, 竹内 都美子, 武田 英之, 田中 創, 田中 良樹, 棚口 和夫,  
谷口 圭一, 谷口 昌司, 寺谷 嘉孝, 俊成 貴志, 冨田 翔, 富田 充朗, 豊田 俊郎, 鳥飼 顕史,  
直井 和真, 永井 哲也, 中路 貴之, 中島 卓司, 中島 卓也, 中島 正典, 中村 悟, 中村 弘毅,  
中矢 喜昭, 西浦 博之, 西野 寿, 西野 誠, 二村 政彦, 林 里恵, 東山 優之, 比嘉 直毅, 平野 裕亮, 
平柳 光, 廣瀬 太郎, 藤本 晋矢, 本多 智一, 本田 正徳, 町田 健太郎, 松石 宗大, 松尾 拓,  
松尾 剛, 松下 詩穂, 松野 真由美, 松村 篤, 松本 脩, 水谷 彰吾, 水野 和幸, 三谷 明弘, 峰松 俊

介, 宮下 清, 宮野 竜也, 森 信人, 森尾 俊之, 森口 幸長, 森田 浩一, 森 広樹, 森本 隆之,  
安富 綾平, 柳澤 正彦, 山口 淳嗣, 山下 良輔, 山田 哲, 山本 修身, 山本 和徳, 山本 正之,  
山脇 俊樹, 湯浅 康治, 横山 明, 吉岡 洸一, 吉岡 杏月, 早田 光則, 渡邊 堅一, 丹野 史朗 

（氏名順・敬称略） 


