
支部活動功労者表彰〔受賞者〕 (公社)自動車技術会関東支部

年度 受賞者 備考

2016 前田　聡
東宮　真左人
佐藤　由雄
小木曽　敦
佐藤　一成
（感謝状：見学会）  （株）深井製作所
（感謝状：学生活動） 日本大学理工学部
（感謝状：会員増強） （株）SUBARU  第一技術本部 技術管理部
（感謝状：会員増強） いすゞ自動車（株）
松岡 誠 支部70周年特別功労者
中島 和夫 支部70周年特別功労者
生田　清敏 支部70周年特別功労者
清水 祐子 支部70周年特別功労者
加藤 幹夫 支部70周年特別功労者
皆川 真範 支部70周年特別功労者
知振 寛明 支部70周年特別功労者
杉山 均 支部70周年特別功労者
小平 和仙 支部70周年特別功労者
原 薫 支部70周年特別功労者
篤 幸太郎 支部70周年特別功労者
（感謝状）　井上 幸夫 支部70周年特別功労者
（感謝状）　長松 昭男 支部70周年特別功労者
（感謝状）　本田 篤 支部70周年特別功労者
（感謝状）　国士舘大学 支部70周年特別功労者
（感謝状）　神奈川工科大学 支部70周年特別功労者
（感謝状）　マイスタークラブ 支部70周年特別功労者

2015 保田　正義
伊藤　利彦
小宮　孝司
玉井　尚利
鈴木　隆
（感謝状：講演講習）  防衛装備庁 陸上装備研究所
（感謝状：講演講習）  防衛装備庁 艦艇装備研究所
（感謝状：講演講習）  防衛装備庁 航空装備研究所
（感謝状：学生活動）  東京都市大学
（感謝状：会員増強）  富士重工業（株）スバル第一技術本部 技術管理部
（感謝状：会員増強）  富士テクノサービス（株）

2014 新井　康久
阿桑　健太郎
倉橋　秀範
馬場　雅之
伊藤　秀明
（感謝状：学生活動）  千葉大学大学院工学研究科
（感謝状：試走会）  トヨタ自動車（株）東富士研究所　管理部　開発支援課
（感謝状：会員増強）  富士重工業（株） スバル技術本部技術管理部

2013 幸村 秀生
黒澤 幸弘
立川 和彦
岡部 顕史
（感謝状：見学会）  株式会社　日立製作所　中央研究所
（感謝状：学生活動）  工学院大学
（感謝状：社会活動）  ホンダエンジニアリング株式会社、株式会社ピーエスジー
（感謝状：社会活動）  宇都宮大学工学部付属　ものづくり創成工学センター
（感謝状：会員増強）  ホンダエンジニアリング株式会社
（感謝状：会員増強）  株式会社ピーエスジー

2012 篠原　彰
林田 正文
米山　洋一
小島　克己
関根　太郎
（感謝状：見学会）  株式会社　大嶋電機製作所
（感謝状：学生活動）  慶応義塾大学 理工学部
（感謝状：学生活動）  明治大学　理工学研究科　機械工学専攻
（感謝状：会員増強）  株式会社ケーヒン

2011 曽根原　努
西山　一郎
岩崎　雅彦
時田　貴史
宇田　和史
（感謝状：支部活動）  （株）小野測器取締役社長  小野　雅道
（感謝状：見学会）  山梨日立建機（株）  雨宮　清
（感謝状：講演講習）  独）交通安全環境研究所  環境研究領域
（感謝状：会員増強）  日立オートモティブシステムズ（株）
（特別感謝状）  寺岡　隆

2010 土井　利政
関山　惠夫
谷　光志
両角　卓郎
矢澤　滋夫
（感謝状：見学会）  ボッシュ株式会社  取締役社長   織田秀明
（特別感謝状）  天野　雅継

2009 山崎　章



高山　英樹
山本　仙三
本田　康裕
原　誠之助
（感謝状：見学会）  全日本空輸株式会社　整備本部
（特別感謝状）  小野田　司

2008 竹内　覚
小林　孝
白井　義保
中山　清文
三原　雄司
（感謝状：見学会）  東日本資源リサイクル株式会社
（感謝状：社会活動）  新潟工業短期大学
（感謝状：社会活動）  日産自動車株式会社 総合研究所・実験試作部 第二研究実験課・燃料電池研究室
（感謝状：会員増強）  株式会社日産テクノ

2007 雑賀　高
斉藤　敬三
久富　正博
森村　浩明
（感謝状：支部報）  株式会社　大成社

2006 青山　信一
伊藤　宏一
川崎　　肇
三枝　信雄
田中　文義
川瀬　次郎 支部60周年特別功労者
Tommy Chang 支部60周年特別功労者
Larry Winkelman 支部60周年特別功労者
Mark Frye 支部60周年特別功労者
David Young 支部60周年特別功労者
Subaru Research & Development,Inc. 支部60周年特別功労者
森　　久男 支部60周年特別功労者
星　　清司 支部60周年特別功労者
中山　紘一 支部60周年特別功労者
吉川　朋宏 支部60周年特別功労者
長　　正樹 支部60周年特別功労者
塘　春佳 支部60周年特別功労者

2005 生田　清敏
岩浪　英男
奈良坂　伸
吉川　寿夫

2004 嶋田　幸夫
小林  勝治
中島　和夫
外崎　　節
国士舘大学

2003 鈴木　孝幸
加藤　博武
加藤　幹夫
秋野　　裕
神奈川工科大学
日本大学理工学部機械工学科

2002 有馬　光彦
鎌田　　実
酒井　達雄
西田　俊章
山田正世司

2001 狩野　芳郎
吉田　　泰
浅岡　重輝
大谷　忠彦
森村　晃一

2000 若林　克彦
雀部　宜征
日本大学 事業活動表彰
上智大学 事業活動表彰
都立航空高専 事業活動表彰
国士舘大 事業活動表彰
神奈川工大 事業活動表彰
日産スポーツプラザ 事業活動表彰

1999 逸見　邦夫
古谷　国貴
景山　一郎

1998 高村　昭生
江藤　俊夫
星野　正憲

1997 村岡　良三
山本　　辿
石川　康雄

1996 田沼　　武
河原　　寛
家本　　潔 創立50周年記念事業活動特別功労者
堀　　康夫 創立50周年記念事業活動特別功労者
青木　正信 創立50周年記念事業活動特別功労者
田熊　一敞 創立50周年記念事業活動特別功労者



荒川　一郎 創立50周年記念事業活動特別功労者
中澤　達二 創立50周年記念事業活動特別功労者
岡部　萠生 創立50周年記念事業活動特別功労者
太田　　昇 創立50周年記念事業活動特別功労者
景山　　久 創立50周年記念事業活動特別功労者
栗原　栄太郎 創立50周年記念事業活動特別功労者
鈴本　作良 創立50周年記念事業活動特別功労者
田中　次郎 創立50周年記念事業活動特別功労者
樋口　健治 創立50周年記念事業活動特別功労者

1995 近森　　順
津田　　紘
鳥羽　　毅

1994 鷲山　雅一
景山　克三

1993 太田　　昇
青木　辰夫

1992 樋口　健治
牧野　　昇
佐々木英男

1991 牛田　達雄
中村　由之

1990 福谷　　格
内山　芳忠

1989 本望　行雄
岡部　萠生

1988 青木　一雄
寺西孝一郎
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