
（敬称略、企業名50音順・学校名50音順）

審査＜車検＞ 審査＜静的審査＞ 審査＜動的審査＞ 大会本部
氏名 所属先 氏名 所属先 氏名 所属先 氏名 所属先

清水　俊成 いすゞ自動車 永田　龍三郎 アイシン精機 村田　晃宏 アイシン精機 杉本　富史（委員長) 本田技研工業

狩野　康行 小野測器 高井 喜一郎 愛知機械工業 有野　直樹 川崎重工業 浅見　孝雄（副委員長) 日産自動車

中島　淳 小野測器 奥野　豊 いすゞ自動車 石川　健仁 ジヤトコ 窪塚　孝夫（副委員長) 自動車技術会

久尾　信太郎 小野測器 薮野　倫弘 いすゞ自動車 松本　孝司 ジヤトコ

久本　昭彦 小野測器 藤井　謙治 いすゞ中央研究所 淺井　亮輔 スズキ 実行組織＜EV＞

神川　正寛 カルソニックカンセイ 宮崎　知之 ＮＳＫワーナー 大竹　啓介 スズキ 氏名 所属先

中島 文睦 カルソニックカンセイ 有ヶ谷　英人 オイレス工業 岡　秀樹 スズキ 須原  淳 ダイキン工業

本田　篤 川崎重工業 森田　達郎 オーテックジャパン 澤田　徹 スズキ 柳田  靖人 ダイキン工業

荒川　英峻 スズキ 市　聡顕 川崎重工業 田中　和宏 スズキ 中村  錠治 デンソー

魚谷　隆太 ダイハツ工業 戸田　宗敬 サトープレス工業 前田　大典 スズキ 松崎  通範 東京電力

中野　優 ダイハツ工業 内海　靖彦 ジヤトコ 松本　拓也 スズキ 中村  雅憲 東洋電機製造

有馬　信一 トヨタ自動車 諸泉　晴彦 ショーワ 村山　裕哉 スズキ 玉正  忠嗣 日産自動車

小宮　敏也 トヨタ自動車 榊原　直樹 スズキ 秋山　慎也 ソモス 行木  稔 富士重工業

鈴木　幹男 トヨタ自動車 鈴木　泰臣　 スズキ 伊藤　昭雄 ソモス

松本　保志 トヨタ自動車 安井　信博 スズキ 織田　真一 ソモス 実行組織

満尾　哲 トヨタ自動車 佐藤  光広 住友ゴム工業 佐々木　康行 ソモス 氏名 所属先

吉田　徹 トヨタ自動車 近藤　正樹 ダイハツ工業 鶴田　康仁 ソモス 石田　和之 スズキ

池ヶ谷　潔 日産自動車 善野　誠 ダイハツ工業 増田　好洋 ソモス 佐藤　優也 スズキ

河合　俊明 日産自動車 枠谷　浩平 ダイハツ工業 望月　重明 ソモス 田中　慎也 スズキ

溝口　寿弘 日産自動車 射延　恭二 デンソー 横山　和彦 ソモス 徳田　光彦 スズキ

澤山　晃司 富士重工業 沢田　護 デンソー 友田　敬 ダイハツ工業 入道　康太郎 スズキ

中里　和雄 富士テクノサービス 小野　昌朗 東京アールアンドデー 林　孝哉 ダイハツ工業 山本　一広 スズキ

平石　朋大 ブリヂストン 栄田　祥吾 童夢 林　江路 ダイハツ工業 大橋　香奈 デンソー

山本　貴彦 ブリヂストン 千葉　由昭 トヨタ自動車 細田　洋守 TSC 片山　政彦 デンソー

木原　信隆 堀場製作所 長谷川　淳一 トヨタ自動車 鈴木　大介 TTDC 高須　裕子 デンソー

堀田　俊秀 堀場製作所 林　裕人 豊田自動織機 根上達也 TTDC 橋川　淳 デンソー

松浦　孝成 堀場製作所 藤澤　隆 トヨタ車体 原田　晋伍 デンソー 井上　豪 トヨタ自動車

三角　明裕 堀場製作所 伊藤　光仁 日産自動車 石橋　幸太 東洋ゴム工業 神谷　保 トヨタ自動車

龍　重法 堀場製作所 岡本　雅己 日産自動車 安達　浩教 トヨタ自動車 塚本　将弘 トヨタ自動車

前原　洋一 本田技研工業 川辺　喜裕 日産自動車 飯塚　光司 トヨタ自動車 山岸　康一 トヨタ自動車

高橋　龍一 本田技術研究所 木村　徹 日産自動車 内田　博 トヨタ自動車 赤松　洋孝 日産自動車

飯倉　計彦 ﾏｲｽﾀｰｸﾗﾌﾞ 神野　研一 日産自動車 清水　雅也 トヨタ自動車 泉　謙治 日産自動車

久野　富士夫 ﾏｲｽﾀｰｸﾗﾌﾞ 鈴木　健 日産自動車 出合 正和 トヨタ自動車 上野　英里奈 日産自動車

黒澤　達夫 ﾏｲｽﾀｰｸﾗﾌﾞ 田村　実 日産自動車 成瀬　公彦 トヨタ自動車 下山　修 日産自動車

関口　昌邦 ﾏｲｽﾀｰｸﾗﾌﾞ 永山　啓樹 日産自動車 長谷川　富康 トヨタ自動車 高木　英夫 日産自動車

高野　修 ﾏｲｽﾀｰｸﾗﾌﾞ 春川　祐介 日産自動車 雪山　豪 トヨタ自動車 竹内　耕助 日産自動車

長滝　基 ﾏｲｽﾀｰｸﾗﾌﾞ 武雄　渉 日産車体 池澤　知徳 日産自動車 中山　紘一 日産自動車

羽田　重隆 ﾏｲｽﾀｰｸﾗﾌﾞ 平田　貴史 日本発条 伊藤　一也 日産自動車 西本　幸司 日産自動車

宮田　卓英 ﾏｲｽﾀｰｸﾗﾌﾞ 近藤　隆 日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 小倉　貴幸 日産自動車 三ツ井　浩 日産自動車

宮田　敏美 ﾏｲｽﾀｰｸﾗﾌﾞ 櫻井　泰成 日野自動車 熊谷　和哉 日産自動車 羽馬　友理恵 日産テクノ

森　久男 ﾏｲｽﾀｰｸﾗﾌﾞ 濱野　耕平 日野自動車 貞光　亮秀 日産自動車 美濃　良信 日本発条

朝海　勝 マツダ 石川　修 富士重工業 竹本　怜史 日産自動車 二星　寿美江 富士テクノサービス

西  英之 マツダ 黒田　宏彦 富士重工業 西村　大志 日産自動車 秋月　俊五 本田技研工業

大井　孝史 三菱自動車工業 橋爪　和哉 富士重工業 福永　洋輔 日産自動車 尾棹　典昭 本田技研工業

山口　康之 三菱自動車工業 浜島　裕英 ブリヂストン 星野　直樹 日産自動車 柘植　正邦 本田技研工業

本庄　琢哉 三菱ふそうﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ 荻野　孝 本田技術研究所 矢野　智宏 日産自動車 飯田　えりか 本田技術研究所

木脇　聡志 ヤマハ発動機 小原　英明 本田技術研究所 阿部　圭太 日産車体 大山　泰晴 本田技術研究所

原薗　泰信 ヤマハ発動機 時里　智之 本田技術研究所 知久  洋輔 日産車体 平本　賀一 本田技術研究所

樋口　雅昭 UDトラックス 馬場　雅之 本田技術研究所 本沢　岳人 日信工業 小室　香菜子 本田技術研究所

三宅　博 UDトラックス 岩野　光男 マツダ 高橋　徹 日野自動車 古畑　亨 本田技術研究所

森　伸一 横浜ゴム 下野　博典 マツダ 鈴木　浩樹 富士重工業 宮崎　智博 本田技術研究所

鹿内　佳人 静岡理工科大学 石川　桂輔 三菱自動車工業 安藤　裕介 富士重工業 山口　健太郎 本田技術研究所

土肥　稔 静岡理工科大学 塚本　太郎 三菱自動車工業 田島　史渉 プレス工業 瓦井　寛人 マツダ

浜口　康彦 上智大学 加来　淳一 ヤマハ発動機 加世山　秀樹 本田技研工業 松谷　和幸 マツダ

枝　丈雄 東京大学 大学院 平野　哲也 ヤマハ発動機 国沢　悠来 本田技術研究所 上田　哲也 ヤマハ発動機

草加　浩平 東京大学 大学院 実藤　和致 横浜ゴム 小林　正朋 本田技術研究所 菊地　拓史 ヤマハ発動機

飯島　晃良　 日本大学 影山　邦衛 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 手塚　康瑛 本田技術研究所 野澤　久幸 ヤマハ発動機

岡部　顕史 日本大学 望月　広光　 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 中村　公彦 本田技術研究所 Weragala　Gayan　 ヤマハ発動機

関根　太郎 日本大学 宮坂　宏　 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 盆子原　康晴 本田技術研究所 榎本　啓士 金沢大学

関谷　直樹　 日本大学 山本　堂太 本田技術研究所 本田　康裕 国士舘大学

吉田　幸司 日本大学 板垣　勇気 マツダ 土屋　高志 静岡理工科大学

若松　和夫 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 大竹　恵子 マツダ 伊藤　宏一 首都大学東京

宮本　博史　 マツダ 廣瀬　翔 日本大学

榎田　智幸 三菱自動車工業 中村　弘毅 東京大学

末吉　航 三菱自動車工業 秋野　裕 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

青柳　謙二 ヤマハ発動機 加藤　幹夫 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

岡田　智嗣 ヤマハ発動機 中村　博 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

神津　大介 ヤマハ発動機 松浦　麻理子 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

小林　興次 ヤマハ発動機 両角　岳彦 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

宋  篤志 ヤマハ発動機

原木　良輔 ヤマハ発動機 医師・看護師

平松　倫直 ヤマハ発動機 氏名 所属先

山田　宗幸 ヤマハ発動機 東岡　宏明（医師） 静岡済生会総合病院

大岡　周平 ヨロズ 木下　幸江（看護師） ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

成井　勝也 ヨロズ 宇都宮　唯（看護師） ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

谷本　隆一 愛知工業大学

狩野　芳郎 神奈川工科大学

小船　達朗 神奈川工科大学

福田　充宏 静岡大学

吉田　昌史 静岡理工科大学

富永　茂 日本大学

位田　晴良 福井工業大学

桑原　弘 横浜国立大学

■第9回 全日本 学生フォーミュラ大会　運営スタッフ


