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第 16 回自動車エンジニアレベル認定者

問合せ先：育成交流事業課 藤本 E-mail: engineeringlevel@jsae.or.jp
会
員
第 16 回自動車エンジニアレベル認定者を決定致しました．
JSAE フェローエンジニア，JSAE プロフェッショナルエンジニアに認定された方には 2022 年春季大会第 16 回自動車エンジニアレ
ベル認定記念品授与式にて会長より記念品の授与があります．
受賞候補者募集
自動車エンジニアレベルは，技術者および研究者の方々が自動車技術に関わる継続能力開発を行う上での目標となるもので，「継
続能力開発 (CPD: Continuing Professional Development) プログラム」を利用した能力開発活動による自己研鑽実績と，企業や大学
などにおける実務経験が総合的に審査され 4 段階のレベルに認定されます．本認定制度を含む本会の技術者育成に関する取り組み
参加者募集
の詳細については，技術者能力開発システムのウェブサイトをご覧ください．
関東支部
【URL】https://tech.jsae.or.jp/rireki/menu.html
■ JSAE フェローエンジニア認定者 2 名（初回からの総計 124 名）

（順不同・敬称略）

参加者募集
九州支部・関西支部

出版案内
小熊

木内

光晴

透

【熱機関／研究・開発】 【安全／研究・開発】

参加者募集

■ JSAE
プロフェッショナルエンジニア認定者 12 名
（同 126 名）
№ 03-19講習会

（順不同・敬称略）

参加者募集
№ 09-19シンポジウム
田村 陽介
薄井 友彦
樫山 武士
小林 孝雄
佐々木 敬規
青木 宏文
【人間工学／研究，開発】 【動力伝達系／設計】 【生産・製造／数値解析】 【車両運動／研究,開発】 【共通基盤／企画・管理】 【EV・HVシステム/研究】

参加者募集
参加者募集
№
08-19シンポジウム
●13‑15シンポジウム

タイトル

教員公募
筒井

隆

【エレクトロニクス及び制御/開発・評価・実験】

福田

紘大

【熱・流体／教育】

宝谷

ママット

【エレクトロニクス及び制御／開発】

堀部

直人

【熱機関／研究】

名誉会員の紹介

渡邊 学
松永 康郎
【その他（EV・HEVの国際標 【熱機関／研究,開発】
準化）／開発】

賛助会員紹介

下記の法人が2016年6月から入会されました．
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国内開催会議予定

・青色欄：本会が主催・共催する会議／白色欄：本会が協賛・後援する会議

■ JSAE シニアエンジニア認定者 100 名
（同 357 名）（敬称略）
渥美範俊，新井 修，荒戸景太，有田秀哲，飯島晃良，猪熊洋希，石井和夫，石渡 伸，磯部謙作，伊藤嘉昭，犬飼直樹，
井上 実，岩井利晃，上田直治，大槻喜則，大堀鉄平，岡 耕平，緒方洋介，笠原太郎，加藤真亮，川村訓久，菊池徹雄，
北原 篤，木村 貴彦，窪山達也，コチュ サーリム，小西健太郎，小林利行，佐川琢円，桜井 翔，宍戸圭太郎，島津隆幸，
島宮智弘，清水 俊行，城 靖章，杉浦康司，杉山康二，助重雅久，鈴木健太，鈴木健太，鈴木浩樹，鈴木浩高，鈴木伸行，
須藤 晶，千賀宏樹，高橋 豊，高林 徹，高山晋一，田川 傑，武田晃一，田坂知寛，田中 大，田邊圭樹，田村安正，
塚野孝俊，辻 夏央，土屋高志，戸館 順，戸津川裕志，鳥居武史，中川馨一，中島健朗，中島卓司，中村圭介，中村真季，
西垣佳臣，能村幸介，橋村真治，羽田野 匡，早川哲也，林 裕人，原田雄司，尾藤健介，平澤順治，藤田浩一，藤巻由太，
古郡 了，古田健裕，本田正徳，本谷綾子，前田健太，前村雅人，増田 糧，松岡正紘，松野真由美，三浦淳史，村上大介，
森 広樹，山口正弘，山崎慎也，山前康夫，山本崇史，鑓 恵介，湯田恵美，横井 健，吉岡直人，吉田岳史，吉武 宏，
吉野貴彦，米陀佳祐
■ JSAE エンジニア認定者 437 名（同 3,380 名）（敬称略）
相田昇睦，青木勇祐，青木義裕，赤坂 啓，浅井乾一郎，麻川元康，浅原則己，安達 龍，渥美健夫，阿部康宏，阿部大生，
阿部光高，荒川智洋，荒川祐次，荒川良作，荒木拓海，有原浩二，有本慎一，安藤智文，井 洋喜，生田貴大，池田幸晃，
石井貞行，石川晶規，石川誠一郎，石澤 恵，石澤 晶，石田正穂，石田遼太郎，石原啓太，石原大雅，石森 崇，和泉知示，
泉原 光，井田安彦，板橋忠幸，伊藤知広，伊藤浩永，伊藤光人，伊藤裕規，伊東淳一，稲垣千佳，井上欣也，井上良一，
猪瀬裕輝，茨木浩二，今泉知巳，今西優輝，入野 真，岩井優太，岩瀬俊幸，上田雄義，上田将継，上原水優，上山さぎり，
牛嶋哲朗，内村允宣，宇津山祥吾，瓜屋 祐，越後 亮，江原良太，遠藤 肇，大賀清史，大川信彦，大木裕介，大窪健資，
大園駿介，太田康之，大竹恵子，太田真義，太田悠貴，大塚 剛，大塚秀樹，大槻 武，大野 勇，大野裕之，大原久和，
大平洋樹，大見拓寛，大村泰斗，大八木大史，大脇芳則，岡崎安昭，岡田 隆，岡本雄樹，小川洋平，荻野翔矢，奥 清高，
奥原裕幸，奥山晴子，長内健治，小澤宏二，忍田新二，尾島義敬，小田内義之，鬼塚翔平，小野晋太郎，小野澤康弘，垣坂皓太，
柿沼道子，樫原修平，柏井幹雄，片桐正樹，勝又 暁，桂 大詞，加藤昭久，加藤 崇，加藤直人，金子智洋，金子豊治，
叶内隼也，加納雅晃，亀井宏貴，川崎真二，川崎嗣巨，川原田光典，神部芳幸，菊地 聡，喜久山良弐，北川浩史，北谷裕紀，
鬼頭孝範，金 尚明，木村拓人，木村 肇，木村優介，木村雅理，郭 鐘聲，國司大地，國光修司，熊谷国憲，熊谷知久，
粂川 悠，倉崎友美，倉辻風樹，栗栖怜史，桑原潤一郎，小池輝夫，小池正俊，小石瑛文，幸島元彦，古賀 光，古賀俊行，
小坂大知，兒玉 崇，後藤一斗，小西基樹，小林武徳，小林直矢，古林宏之，小林佳亮，小林弘和，小林竜也，小松剛大，
五味亮二郎，小山 啓，小山 陸，近藤 忍，近藤秀雄，近藤涼大，齊藤真一，齊藤由典，坂本 圭，相良 泰，崎川侑輝，
佐口武彌，佐久間岳志，櫻井一弥，佐々木慶多，佐々木 聖，佐々木達矢，佐々木伶以，佐藤一哉，佐藤広直，佐藤章也，
佐藤裕市，佐藤謙次，佐藤太一，佐野雄樹，澤田 徹，執行康之，重田大輔，柴田裕一，嶋田 淳，嶋津有宏，清水祐樹，
下田 剛，下田雄太郎，下村唯志，白石 隆，沈 富超，菅井友駿，杉浦直樹，杉生大輔，杉原弥宜，杉本吉規，杉山夏樹，
鈴木 崇，鈴木健了，鈴木晴之，鈴木 学，鈴木大地，鈴木崇倫，須田理央，瀬尾洋幸，関 祐一，瀬口雄一朗，瀬田宏道，
瀬谷 修，外川 慧，染矢 聡，曽山晨登，高尾昌伴，高垣忠史，高木清式，髙島良胤，高瀬一樹，高橋 翔，高畑周平，
高比良与志樹，高山則政，田川雅也，瀧澤弘二，田口直人，竹内琢磨，竹内奈々，武田圭太郎，武田拓己，竹林紀貴，竹本 寿，
武安政明，立野 僚，田中基之，田中陽子，谷口真潮，田上眞吾，田村桂典，近末吉人，地本大秀，張 聡，張 鵬，津荷俊介，
佃 駿甫，辻 章儀，津田研一郎，土屋仁美，角田 旭，坪内淳志，円谷雄平，出口一真，寺口尚志，寺部俊紀，遠山 淳，
富樫優介，土岐智昭，徳政 剛，戸高信一，戸塚幹雄，轟木 光，冨田 誠，豊島貴行，豊田 充，鳥居靖広，内藤一哉，
内藤匠海，内藤敏幸，中井順一，永井孝典，長尾祥大，長岡 靖，長尾健一，中川陽平，長倉正樹，中越 聡，長沢儀和，
長澤秀光，中島 啓，中島康貴，長嶋陽平，中條 登，仲田 智，中田陽介，中谷裕紀，中塚美穂，中野陽介，永渕恭佑，
中村泰隆，中村佑真，中村啓人，中山貞夫，成毛政貴，成瀬 勇，西岡将人，西川雅章，西川礼恩，西 崇仁，西堀泰英，
西山将弘，二宮 洋，二村健治，額田神暖，野上一石，野田美佐，野々村 貢，萩原伊久磨，橋本和典，橋本良子，長谷川 諒，
畑 建正，服部隆幸，花 英俊，濱口茂久，濱嶋陽輔，濱田幸宏，濱詰嘉浩，濱野充孝，早川和宏，林 宏司，林 潤平，
林 拓郎，半澤雄太，日紫喜 聖，日髙靖二，平石晃一，平野秀一，平野 伸，平林 航，平山健太，廣松 武，深津佑樹，
深見 瞬，布川公博，福島和明，福島秀紀，福田智和，福富駿祐，福本泰己，藤下公壽，藤田和宏，藤田稔之，舟越 大，
船戸一平，古瀬 航，古田賢吾，堀内健太郎，堀内 俊，堀内洋志，堀内義雅，本田晃之，本間 駿，槙田清和，増井亮太，
増田達彦，松浦勝也，松倉由幸，松原真己，松本 匠，松山公久，間所和彦，丸茂宏貴，三浦雅哉，三浦正哉，三浦基嗣，
水谷泰哲，道北俊行，光石直生，宮井契史，三宅範幸，宮前 惇，宮本世界，三好哲史，三好 尚，三好 勉，三好朋之，
武藤 涼，村井義之，村上 淳，村上和紀，村上誠人，村里優太，村田和宏，村松健一郎，村松朋弘，室田浩平，望月晋栄，
茂原治久，森 正光，森 みどり，森井義人，森賀深樹，森崎稜磨，森田智也，森田滉隆，森 浩隆，森脇晴紀，矢ヶ崎 徹，
安坂大樹，安田圭一，山内耕介，山内勝也，山上滋春，山口茂博，山口昌志，山口祐悟，山口佳樹，山崎貴義，山崎康広，
山崎隆太郎，山下親典，山下貴弘，山田武雄，山田裕一，山本駿悟，山本雄一，山本賢二，楊 波，湯 一駿，湯浅亮平，
吉井 理，芳尾詔彦，吉尾 悠，吉川勝治，吉田昭博，吉田敬宏，吉田利彦，吉本博，米谷直樹，米山香澄，呂 子蒙，和田一正，
渡邉一雅，渡邊智史，渡辺 昂，渡辺直樹，渡邉陽介，渡辺淳士，渡辺偉織
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