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精密工学会アフィリエイト会員認定者 

2023 年 4 月 1 日 
所属は認定時/認定更新時のものです 
年齢資格等で卒業された方も継続記載 

現アフィリエイト委員 

【2023 年度認定者】 
井原 基博 [三菱電機株式会社］  鈴木 尊丸 [北九州工業高等専門学校] 
藤 大雪  [大阪大学］ 
 
【2022 年度認定者】 
 孫 栄硯  [大阪大学]   中澤 謙太   [静岡大学] 
増井 周造 [東大]    松井 翔太   [木更津高専] 
真鍋 裕輝 [自動車技術総合機構]  マニ ガネーシュ クマール [KAIST] 
楊 旭  [大阪大] 
 
【2021 年度認定者】 
 猪狩 龍樹 [防衛大学校]   上野原 努 [大阪大学] 
 金子 和暉 [神戸大学]   宋 小奇  [中央大学] 
 趙 帥捷  [東京大学]   西田 莉那 [東京工業大学] 
 
【2020 年度認定者】 
 楠山 純平 [神奈川大学]   小池 綾  [慶應義塾大学] 

 小玉 脩平 [東京農工大学]   寒川 哲夫 [摂南大学] 

 

【2019 年度認定者】 
阿部 壮志 [埼玉大学大学院]   稲澤 勝史 [栃木県産業技術センター] 

 木崎 通  [東京大学大学院]   田中 真平 [㈱安川電機] 
 
【2018 年度認定者】 
池田 遼輔 [三菱電機(株)]   門屋 祥太郎 [東京大学大学院] 

篠永 東吾 [岡山大学]   曽我部 英介 [オークマ(株)] 

武井 良憲 [産業技術総合研究所]  中川 正夫 [同志社大学大学院]  

西田 勇  [神戸大学大学院]   藤井 達也 [秋田県立大学]  

淵田 正隆 [東京大学大学院]    森田 翔  [千葉工業大学附属研究所] 
 
【2017 年度認定者】 
趙 永華  [東京大学]   古木 辰也 [岐阜大学]  

 
【2016 年度認定者】 
秋月 秀一 [中京大学大学院]   木村 文信 [東京大学] 

酒井 康徳 [東京工業大学]   山口 大介 [埼玉大学大学院]  
 
【2015 年度認定者】 
大坪 樹  [長崎大学大学院]     

 
【2014 年度認定者】 
奥川 裕理恵 [金沢大学大学院]  

 
【2013 年度認定者】 
嶋田 敏  [京都大学大学院] 

 
【2012 年度認定者】 (全員卒業) 
 
【2011 年度認定者】 (全員卒業) 

 
【2010 年度認定者】 (全員卒業) 
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【2009 年度認定者】 (全員卒業) 

 

アフィリエイト卒業者 

【2009 年度認定者】 
飯島 大典 [(株)ナノ]    石上 陽平 [ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工(株)]  
伊藤 幸弘 [東京農工大学大学院]   岩館 健司 [北見工業大学] 
岩村 幸治 [大阪府立大学]    上ミ  弘高 [ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工(株)]   
臼杵 深  [静岡大学]   岡田 将人 [金沢大学] 
柿沼 康弘 [慶應義塾大学]     梶原 優介 [東京大学大学院] 
加藤 龍  [電気通信大学]    金子 新  [首都大学東京] 
金子 順一 [埼玉大学]   川堰 宣隆 [富山県工業技術センター] 
木見田 康治 [首都大学東京大学院]  小谷 浩之 [本田技研研究所]  
小林 正和 [豊田工業大学]   近藤 余範 [産業技術総合研究所] 
佐藤 理  [産業技術総合研究所]   佐藤 隆太 [神戸大学]  
千徳 英介 [福井大学大学院]   田中 秀岳 [長岡技術科学大学] 
田中 淑晴 [豊田工業高専]    田中 隆太郎 [金沢大学]  
中本 圭一 [東京農工大学]    原 辰徳  [東京大学]  
福井 裕  [摂南大学大学院]    福重 真一 [大阪大学] 
古川 秀樹 [日本精工(株) ]   古本 達明 [金沢大学]   
松浦 大輔 [東京工業大学大学院]  水谷 康弘 [東京農工大学]   
道畑 正岐 [東京大学]   山下 淳  [静岡大学]  
吉岡 勇人 [東京工業大学]    吉田 一朗 [法政大学]  
米陀 佳祐 [金沢大学]   若林 正毅 [埼玉大学] 
若山 俊隆 [埼玉医科大学]     渡邉 英人 [ユニオンツール(株)] 

 
【2010 年度認定者】 
天本 祥文 [福岡工業大学]   伊東 聡  [東北大学大学院] 
勝田 智宣 [岡山県工業技術センター]  佐藤 隆史 [秋田県立大学] 
杉 正夫  [東京大学]   鈴木 伸哉 [長野工業高専] 
鈴木 教和 [名古屋大学]    伊達 宏昭 [北海道大学] 
千葉 龍介 [首都大学東京]   寺林 賢司 [中央大学] 
中村 啓太     [会津大学]   丸山 裕  [埼玉大学] 

三村 秀和 [大阪大学]   宮武 正明 [東京理科大学] 

村上 洋  [鹿児島大学]   保田 俊行 [広島大学] 

吉満 真一 [鹿児島工業高専] 
 
【2011 年度認定者】 
秋元 俊成 [東洋大学]   小川 幸子 [首都大学東京] 
大江 亮介 [北海道大学]   川西 亮輔 [静岡大学] 

木下 裕介 [大阪大学]   久保田 章亀 [熊本大学] 
篠崎 烈  [有明工業高専]   田辺 里枝 [長岡技術科学大学]   
長谷 亜蘭 [埼玉工業大学]   Khajornrungruang, Panart [九州工業大学] 

原  圭祐 [一関工業高専]    細野 高史 [信州大学] 

村田 順二 [立命館大学]     
 
【2012 年度認定者】 
上野 浩  [オークマ(株)]   河野 大輔 [京都大学大学院]  
児玉 紘幸 [兵庫県立大学]   小谷野 智広 [金沢大学] 

小林 宏明 [香川県産業技術センター]  坂本 武司 [熊本大学] 
静 弘生  [兵庫県立大学]    嶋村 公二 [(株)北熱] 
長岡 弘太朗 [三菱電機(株)]   松山 智至 [大阪大学大学院] 

溝口 知広 [日本大学] 
 
【2013 年度認定者】 
川原田 寛 [中央大学]   高杉 敬吾 [金沢工業大学]  
田野 誠  [ (株)ジェイテクト] 

 
【2014 年度認定者】 
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江面 篤志 [栃木県産業技術センター]  金子 健正 [豊田工業大学]  

杉西 優一 [(株)日立製作所]   水野 有智 [大阪大学大学院] 

杉原 達哉 [大阪大学大学院]   西尾 学  [首都大学東京大学院] 

 

【2015 年度認定者】 
加藤 友規 [福岡工業大学]   工藤 良太 [大阪大学大学院]  
長門 毅  [(株)富士通研究所]    中村 恭子 [東京理科大学]  
橋本 洋平 [金沢大学]   林 晃生  [金沢工業大学]  
藤田 智哉 [三菱電機(株)]   藤本 正和 [秋田県立大学] 

 

【2016 年度認定者】 
大西 孝  [岡山大学大学院]   嶋田 慶太 [東北大学大学院] 

月山 陽介 [新潟大学]   藤田 剛  [米子工業高専] 

山口 桂司 [京都工芸繊維大学]  
 

【2017 年度認定者】 (卒業者なし) 

  

【2018 年度認定者】 
 長井 超慧 [東京大学] 
 

【2019 年度認定者】 
松隈 啓  [東北大学大学院] 

 

【2020 年度認定者】 
茂木 厚憲 [㈱富士通研究所] 


