
西暦 受賞年 特賞 功労賞 学会賞 学会奨励賞 ＩＳＰＲＳ奨励賞

1970 昭和45年 大嶋 太市（東大生研）

門村　 浩（都立大）

1971 昭和46年 平井　 雄（国土地理院）

田浦 秀春（国際航業）

1972 昭和47年 長谷 紘和（地質研究所）

1973 昭和48年 篠　 邦彦

武田 通治

1974 昭和49年 上谷 良吉 村井 俊治（東大生研）

佐々 保雄

1975 昭和50年 岡本　 厚（京都大学）

1977 昭和52年 丸安 隆和 木下 良作（自由学園） 前田 　紘（東大生研）

1982 昭和57年 西尾 元充 星     仰（筑波大学） 松本義雄・山本博（アジア航測）

1983 昭和58年 奥田　 勉（東大生研）

1985 昭和60年 服部　 進（岡山大学）

1991 平成3年 中村 英夫

1992 平成4年 柴崎 亮介（東大生研）

長　 幸平（ＲＥＳＴＥＣ）

梶原 康司（千葉大学）

浦部ぼくろう（国土地理院）

村上 広史（建設省）

松本 雅雄（長崎大学）

1993 平成5年 瀬戸島政博（国際航業） 本多 嘉明（横浜国立大学） 後藤真太郎（金沢工業大学）

洪　 善杓（東海大学）

1994 平成6年 橋本 俊昭（東大生研） 吉村 充則（ＲＥＳＴＥＣ）

安　 忠鉉（千葉大学）

1995 平成7年 小泉 俊雄（千葉工業大学）

1996 平成8年 安　 忠鉉（千葉大学）

串田 圭司（東京大学）

史　 中超（東大生研）

横山　 大（東京電機大学）

1997 平成9年 近津 博文（東京電機大学） 美濃 伸之（農業環境技術研）

青島 正和（大成建設）

1998 平成10年 小熊 宏之（ＮＡＳＤＡ） 趙　 卉菁（東大生研）

史 　中超（東大生研）

1999 平成11年 穴井 哲治（東京電機大学）

長澤 良太（パスコインターナショナル）

坂元 光輝（アジア航測）

2000 平成12年 朴　 鐘杰（千葉大学） 布施 孝志（東京大学）

2001 平成13年 趙　 卉菁（東京大学）

2002 平成14年 淵本 正隆 須﨑 純一（東京情報大学）

中山 雅茂（ＮＡＳＤＡ）

Muhtar Qong（九州東海大学）

2003 平成15年 酒井　 徹（岐阜大学）

山川 　毅（京都大学）

2004 平成16年 魏　 永芬（岐阜大学） 國井 洋一（東京電機大学）

鷹尾　 元（森林総合研究所） 山下　 恵（地球研）

布施 孝志（東京大学）

2005 平成17年 織田 和夫（アジア航測） 児島正一郎（情報通信研究機構）

竹内　 渉（東京大学）

2006 平成18年 青野 辰雄 大貫 仁人 臼田裕一郎（防災科学技術研）

大嶋 太市 加藤 洋一

平井　 雄 田中 邦一

渡辺   誠

2007 平成19年 佐々波清夫 堀江 延韶 松英 恵吾（宇都宮大学）

西村 蹊二

森　 忠次

2008 平成20年 那須   充 小阪 尚子（ＮＴＴデータ）

渡辺   宏

2009 平成21年 篠   重彦 垣内   力（朝日航洋）

武田 浩志（国際航業）

2010 平成22年 坂田 俊文 小林 和夫 田口   仁（防災科学技術研）

2011 平成23年 野々村邦夫 平田 更一 新井 康平（佐賀大学） 中野 一也（朝日航洋）

2012 平成24年 飯坂 譲二 坂本荘太郎 中川 雅史（芝浦工業大学） 中西　 航（東京大学）

Yang Fang（筑波大学） 秋山 祐樹（東京大学）

Yudi Setiawan（筑波大学）

2013 平成25年 村井 俊治 丸岡 大祐 和久津龍太（国際航業）

下田 陽久

2014 平成26年 棚橋 有三 木村 篤史（パスコ）

中西　 航（東京大学）

2015 平成27年 安岡 善文 奥田 勉 布施 孝志（東京大学）

2016 平成28年 建石隆太郎 藤野千和子 洲濱 智幸（パスコ） 長谷川 大輔（東京情報大学） 秋山 祐樹（東京大学）

神谷 啓太（東京大学）

梅村 将生（名城大学）

2017 平成29年 秋山 実 朱 林（パスコ）

志村 一夫

2018 平成30年 大谷 仁志 横山 大（日立プラントコンストラクション） 薗部 礼（静岡大学）

須﨑 純一（京都大学) 三浦 高史（長崎大学）

2019 令和元年 沢田 治雄 五十嵐 保 吉野 邦彦（東京大学） 坂本 利弘（農研機構）

望月貫一郎

柳川 重信

2020 令和2年 今村 遼平 三浦 高史（長崎大学） 藤原 匠（東京大学）

李 勇鶴（パスコ）

2021 令和3年 小野 邦彦 福田 徹 村井 亮介（高知工科大学）

力丸 厚

2022 令和4年 内田 修 杉森 純子（朝日航洋） 神野 有生（山口大学）

政春 尋志 本間 亮平（アジア航測）

松田 重雄

2023 令和5年 近津 博文 齋藤 元也 薗部 礼（静岡大学） 姜 文渊（大阪産業大学）

鹿田 正昭 竹内 祐太朗（愛知工業大学）

瀬戸島政博

表彰者一覧


