
学術講演会委員会（13名） 

担当理事： 山本 貴博 （東京理科大） 

実行委員長： 山崎 詩郎 （東京工業大） 

表彰委員長： 佐々木成朗 （電気通信大） 

ﾌ゚ ﾛｸ゙ ﾗﾑ委員長： 安藤 康伸 （産総研） 

ﾌ゚ ﾛｸ゙ ﾗﾑ委員： 荒木 優希 （立命館大） 

 一ノ倉 聖 （東京工業大） 

 占部継一郎 （京都大） 

 住友 弘二 （兵庫県立大） 

 武安光太郎 （筑波大） 

 西尾 和記 （東京工業大） 

 林  智広 （東京工業大） 

 山川紘一郎 （原子力研究機構） 

 湯川  龍 （大阪大） 

企画委員会（8名） 

担当理事： 吉村 雅満 （豊田工業大） 

委員長 ： 

委員  ： 

吉村 雅満 

板倉 明子 

（豊田工業大） 

（物材機構） 

 大西  洋 （神戸大） 

 久保 利隆 （産総研） 

 谷本 育律 （高エネ研） 

 平野 愛弓 （東北大） 

 道園真一郎 

渡邉  聡 

（高エネ研） 

（東京大） 

ダイバーシティ推進委員会（15名） 
 

 

担当理事： 平野 愛弓 （東北大） 

委員長 ： 平野 愛弓 （東北大） 

副委員長： 粉川 良平 （島津製作所） 

委員  ： 青柳 里果 （成蹊大） 

 板倉 明子 （物材機構） 

 稲吉さかえ （アルバック） 

 上野 祐子 （中央大） 

 久保 利隆 （産総研） 

 佐々木成朗 （電気通信大） 

 大門  寛 （豊田理研） 

 高山あかり （早稲田大） 

 二木かおり （千葉大） 

 福谷 克之 （東京大） 

 南谷 英美 （分子研） 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 重川 秀実 （筑波大） 

 玉田  薫 （九州大） 

国際連携委員会（15名） 

担当理事： 谷本 育律 （高エネ研） 

委員長： 谷本 育律 （高エネ研） 

副委員長： 福井 賢一 （大阪大） 

副委員長： 福谷 克之 （東京大） 

委員  ： 草野 英二 （金沢工業大） 

 桑原 裕司 

小森 文夫 

（大阪大） 

（東京大） 

 島田 敏宏 （北海道大） 

 大門  寛 （豊田理研） 

 中嶋  健 （東京工業大） 

 長谷川修司 （東京大） 

 長谷川幸雄 （東京大） 

 浜口 智志 （大阪大） 

 一杉 太郎 （東京大） 

 松尾 二郎 （京都大） 

 吉田  肇 （産総研） 

教育・育成委員会（51名） 

担当理事： 桑島 淳宏 （キヤノンアネルバ） 

委員長 ： 桑島 淳宏 （キヤノンアネルバ） 

副委員長： 横田 泰之 （理研） 

副委員長： 神谷潤一郎 （原子力機構） 

副委員長： 野口 秀典 （物材機構） 

副委員長： 柴田  恭 （高エネ研） 

委員  ： 朝比奈俊輔 （日本電子） 

 足立 純一 （高エネ研） 

 新井  浩 （島津製作所） 

 石橋 拓弥 （高エネ研） 

 板倉 明子 （物材機構） 

 稲吉さかえ （アルバック） 

 大林 哲郎 （大阪真空機器製作所） 

 岡田みゆき （入江工研） 

 小倉 正平 （東京電機大） 

 河野禎市郎 （旭化成） 

 小嗣 真人 

後藤 康仁 

（東京理科大） 

（京都大） 

 近藤 剛弘 （筑波大） 



 坂本 一之 （大阪大） 

 笹川  薫 （筑波大） 

 佐藤 英樹 （三重大） 

 鮫島純一郎 （東レリサーチセンター） 

 末次 祐介 （高エネ研） 

 関口  敦 （工学院大） 

 髙見 誠一 （名古屋大） 

 武安光太郎 （筑波大） 

 谷本 育律 （高エネ研） 

 土佐 正弘 （物材機構） 

 中川  潤 （トヤマ） 

 中辻  寛 （東京工業大） 

 永富 隆清 （旭化成） 

 中野 武雄 

野中 秀彦 

（成蹊大） 

（筑波大） 

 長谷川修司 （東京大） 

 林  智広 （東京工業大） 

 福井 賢一 （大阪大） 

 福田 常男 （大阪公立大） 

 本間 芳和 （東京理科大） 

 増田 卓也 （物材機構） 

 間瀬 一彦 （高エネ研） 

 町田 雅武 （シエンタオミクロン） 

 松田七美男 （東京電機大） 

 松永宗一郎 （日立製作所） 

 

松永  崇 

松本 益明 

安江 常夫 

（大阪産技研） 

（東京学芸大） 

（大阪電機通信大） 

 山川紘一郎 （原子力研究機構） 

 山下 翔平 （高エネ研） 

 山田  亮 （大阪大） 

 山本 将博 （高エネ研） 

 吉田  肇 （産総研） 

会誌編集委員会（57名） 

担当理事： 久保 利隆 （産総研） 

委員長 ： 久保 利隆 （産総研） 

副委員長： 大野 真也 （横浜国立大） 

副委員長： 一國 伸之 （千葉大） 

委員  ： 赤木 和人 （東北大） 

 石橋 拓弥 （高エネ研） 

 犬飼 潤治 （山梨大） 

 植杉 克弘 （室蘭工業大） 

 奥山  弘 （京都大） 

 小倉 正平 

國貞 雄治 

（東京電機大） 

（北海道大） 

 坂本 一之 （大阪大） 

 笹川  薫 （筑波大） 

 佐々木岳彦 （東京大） 

 佐藤 智重 （日本電子） 

 眞田 則明 （アルバック・ファイ） 

 篠原 正典 （福岡大） 

 島  政英 （日本電子） 

 島内 寿徳 （岡山大） 

 白木  将 （日本工業大） 

 鈴木 克昌 （大陽日酸） 

 鈴木  哲 （兵庫県立大） 

 首藤 健一 （横浜国立大） 

 高井まどか （東京大） 

 高橋 和敏 （佐賀大） 

 高橋 茂樹 

武安光太郎 

（サムスン） 

（筑波大） 

 田中 彰博 （東京都市大） 

 田中  武 （広島工業大） 

 種村 眞幸 （名古屋工業大） 

 内藤 泰久 （産総研） 

 永井 秀和 （産総研） 

 中村  淳 （電気通信大） 

 中村  昇 （キヤノンアネルバ） 

 中村 将志 （千葉大） 

 中谷 真人 （名古屋大） 

 野平 博司 （東京都市大） 

 原  紳介 （情報通信機構） 

 平原  徹 （東京工業大） 

 広瀬 賢二 （ＮＥＣ） 

 本田  融 （高エネ研） 

 眞下 尚洋 （ＡＧＣ） 

 丸山 耕一 （秋田高専） 

 宮内 洋司 （高エネ研） 



 三宅 晃司 （産総研） 

 目良  裕 （滋賀医科大） 

 山内 有二 （北海道大） 

 山崎 詩郎 （東京工業大） 

 山下 良之 （物材機構） 

 吉澤 俊介 （物材機構） 

 渡邊 佳英 （豊田中研） 

特別顧問： 板倉 明子 （物材機構） 

 重川 秀実 （筑波大） 

 中野 武雄 （成蹊大） 

 中村  誠 （富士通） 

 藤田 大介 （物材機構） 

 道園真一郎 （高エネ研） 

 吉村 雅満 （豊田工業大） 

電子ジャーナル委員会（19名） 

担当理事： 濱田幾太郎 （大阪大） 

委員長 ： 小澤 健一 （東京工業大） 

委員  ： 赤木 和人 （東北大） 

 石田 敬雄 （産総研） 

 板倉 明子 （物材機構） 

 大西  洋 （神戸大） 

 岡嶋 孝治 （北海道大） 

 神谷潤一郞 （原子力機構） 

 清水 亮太 （東京工業大） 

 武安光太郎 （筑波大） 

 手老 龍吾 （豊橋技術科学大） 

 中野 武雄 

中村  誠 

（成蹊大） 

（富士通）  
 長谷川友里 （立命館大） 

 吹留 博一 （東北大） 

 松田  巌 （東京大） 

 松本 祐司 

湯川  龍 

（東北大） 

（大阪大）  
 渡邉  聡 （東京大） 

出版委員会（22名） 

担当理事： 松井 文彦 （分子研） 

委員長 ： 松井 文彦 （分子研） 

副委員長： 笹川  薫 （筑波大） 

副委員長： 阿部  仁 （高エネ研） 

委員  ： 板倉 明子 （物材機構） 

 犬飼 潤治 （山梨大） 

 久保  敦 （筑波大） 

 久保田 純 （福岡大） 

 粉川 良平 （島津製作所） 

 近藤 剛弘 （筑波大） 

 坂本 一之 （大阪大） 

 島田  透 （弘前大） 

 白石 賢二 （名古屋大） 

 菅原 康弘 （大阪大） 

 鈴木 峰晴 （SA ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ） 

 手老 龍吾 （豊橋技術科学大） 

 永富 隆清 （旭化成） 

 豊島  遼 （慶応大） 

 中山 知信 （物材機構） 

 野口 秀典 （物材機構） 

 長谷川修司 （東京大） 

 本間 芳和 （東京理科大） 

 増田 卓也 （物材機構） 

資格認定委員会 

担当理事： 橋詰 富博 （日立製作所） 

《表面科学技術者担当専門委員会》（15名） 

委員長 ： 橋詰 富博 （日立製作所） 

副委員長： 中村  誠 （富士通） 

委員  ： 一宮 彪彦 （名古屋大） 

 稲葉 克彦 （リガク） 

 大岩  烈 （シエンタオミクロン） 

 太田 英二 （慶應大） 

 大田 昌弘 （島津製作所） 

 久保 利隆 

坂本 一之 

（産総研） 

（大阪大） 

 笹川  薫 （筑波大） 

 中村 友二 （東京工業大） 

 中村 芳明 （大阪大） 

 福井 賢一 （大阪大） 

 元廣 友美 （名古屋大） 

 安江 常夫 （大阪電気通信大） 

《真空技術者担当専門委員会》 

委員長 ： 高橋 主人 （元大島商船高専） 



委員  ： 非公開  

規格標準化委員会（16名） 

担当理事： 吉田  肇 （産総研） 

委員長 ： 吉田  肇 （産総研） 

副委員長： 藤田 大介 （物材機構） 

副委員長： 高橋 直樹 （アトナープ） 

委員  ： 秋元 一能 （ブイテックス） 

 新井 健太 

上田 勇人 

（産総研） 

（日本電子） 

 大迫 信治 （ＶＩＳＴＡ） 

 神谷潤一郎 （原子力機構） 

 末次 祐介 

武井 良憲 

（高エネ研） 

（産総研） 

 田中 敬二 （荏原製作所） 

 中村 哲朗 （ミラプロ） 

 濃野 勝人 （神港精機） 

 平田 正紘 （元産総研） 

 藤村 壽宏 （大亜真空） 

 宮井  玲 （大陽日酸） 

産業連携・会員増強委員会（19名） 

担当理事： 入江 則裕 （入江工研） 

委員長 ： 入江 則裕 （入江工研） 

副委員長： 吉田 秀樹 （テクノポート） 

委員  ：  

新井 健太 

新井  浩 

（産総研） 

（島津製作所）  
 大岩  烈 （シエンタオミクロン） 

 加藤 良浩 （入江工研） 

 桑原 裕司 （大阪大） 

 粉川 良平 （島津製作所） 

 佐藤 弘悦 （佐藤真空） 

 白木  将 （日本工業大） 

 菅原 卓哉 （シンクロン） 

 高山 紀子 （日本真空工業会） 

 田澤 豊彦 （日本電子） 

 多持隆一郎 （日立ハイテク） 

 冨江  崇 （大亜真空） 

 野中 秀彦 （筑波大） 

 長谷川修司 （東京大） 

 平田 正紘 （元産総研） 

 間瀬 一彦 （高エネ研） 

広報・会員増強委員会（17名） 

担当理事： 安藤 康伸 （産総研） 

委員長 ： 安藤 康伸 （産総研） 

委員  ： 赤木 和人 （東北大） 

 一國 伸之 （千葉大） 

 大岩  烈 （シエンタオミクロン） 

 小鍋  哲 （東京理科大） 

 近藤 剛弘 （筑波大） 

 柴田  恭 （高エネ研） 

 島田 敏宏 （北海道大） 

 田中  徹 （佐賀大） 

 中辻  寛 （東京工業大） 

 中野 武雄 （成蹊大） 

 橋詰 富博 （日立製作所） 

 福井 賢一 （大阪大） 

 藤居 義和 （神戸大） 

 牧原 克典 

湯川  龍 

（名古屋大） 

（大阪大）  
 渡邉  聡 （東京大） 

論文賞等選定委員会（11名） 

担当理事： 大西  洋 （神戸大） 

委員長 ： 大西  洋 （神戸大） 

委員  ： 数間恵弥子 （東京大） 

 粉川 良平 （島津製作所） 

 白藤  立 （大阪公立大） 

 玉田  薫 （九州大） 

 辻󠄀村  学 （荏原製作所） 

 林  智弘 （東京工業大） 

 深澤 優子 （大阪教育大） 

 松田  巌 （東京大） 

 松田七美男 （東京電機大） 

 森川 良忠 （大阪大） 

研究部会・技術部会  

担当理事： 吉村 雅満 （豊田工業大） 

《ソフトナノテクノロジー研究部会》 

部会長 ： 平野 愛弓 （東北大） 

副部会長： 手老 龍吾 （豊橋技術科学大） 

庶務幹事： 島内 寿徳 （岡山大） 



幹事  ： 林  智広 （東京工業大） 

 

三宅 丈雄 

菅谷 博之 

藤井 政俊 

（早稲田大） 

（東レ） 

（島根大） 

 高井まどか （東京大） 

 山口  央 （茨城大） 

 樫村 吉晃 

玉田  薫 

（ＮＴＴ物性研） 

（九州大） 

 猪飼  篤 （東京工業大） 

 宇理須恒雄 （名古屋大） 

 荻野 俊郎 （横浜国立大） 

《電極表面科学研究部会》 

部会長 ： 犬飼 潤治 （山梨大） 

幹事  ： 近藤 敏啓 （お茶の水女子大） 

 野口 秀典 （物材機構） 

《放射光表面科学研究部会》   

部会長 ： 吉信  淳 （東京大） 

幹事  ： 小澤 健一 （東京工業大） 

 朝倉 清高 （北海道大） 

 山本  達 （東北大） 

 近藤  寛 （慶應大） 

 木下 豊彦 （高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ） 

 大門  寛 （豊田理研） 

 坂本 一之 （大阪大） 

 小嗣 真人 （東京理科大） 

 雨宮 健太 （高エネ研） 

 尾嶋 正治 （東京大） 

《表面分析研究部会》 

部会長 ： 鈴木 峰晴 （SA ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ） 

幹事  ： 阿部 芳巳 （三菱ケミカル） 

 熊谷 和博 （産総研） 

 笹川  薫 （筑波大） 

 田沼 繁夫 （物材機構） 

 永富 隆晴 （旭化成） 

 柳内 克昭 （ＴＤＫ） 

 吉川 英樹 （物材機構） 

 吉原 一紘 （物材機構） 

《摩擦の科学研究部会》 

部会長 ： 佐々木成朗 （電気通信大） 

副部会長： 三宅 晃司 （産総研） 

副部会長： 山田 真爾 （花王） 

副部会長： 

副部会長： 

新田 高洋 

三浦 浩治 

（岐阜大） 

（愛知教育大） 

幹事  ： 松川  宏 （青山学院大） 

 鈴木  勝 （電気通信大） 

 前田 京剛 （東京大） 

《データ駆動表面科学研究部会》 

部会長 ： 安藤 康伸 （産総研） 

副部会長： 桑谷  立 （海洋研究開発機構） 

幹事  ： 赤木 和人 （東北大） 

 渡邉  聡 

一宮 彪彦 

（東京大） 

（名古屋大） 

 岡田 真人 （東京大） 

 河野禎市郎 

山本 貴博 

（旭化成） 

（東京理科大） 

 津田 宏治 （東京大） 

 常行 真司 （東京大） 

 大門  寛 （豊田理研） 

 林  智広 （東京工業大） 

 兵頭 俊夫 （高エネ研） 

 福島 孝治 （東京大） 

 藤田 大介 （物材機構） 

 吉川 英樹 （物材機構） 

 吉田 靖雄 （東京大） 

 若林 裕助 （大阪大） 

 小嗣 真人  （東京理科大） 

《プローブ顕微鏡研究部会》 

部会長 ： 重川 秀実 （筑波大） 

幹事  ： 小森 文夫 （東京大） 

 

米田 忠弘 

吉村 雅満 

杉本 宜昭 

（東北大） 

（豊田工業大） 

（東京大） 

 長谷川修司 （東京大） 

 大西  洋 （神戸大） 

 金  有洙 （理研） 

 菅原 康弘 

中嶋  健  

（大阪大） 

（東京工業大）  
 長谷川幸雄  （東京大）  



《SP部会》   

部会長 ： 後藤 康仁 （京都大） 

副部会長： 清水 徹英 （東京都立大） 

幹事長 ： 黒岩 雅英 （東京電子） 

幹事  ： 青嶋 有紀 （ＡＧＣ） 

 梅本 啓太 

大胡 嘉規 

（三菱マテリアル） 

（シンクロン）  
 小寺 恭介 （昭和真空） 

 

中川原 修 

中野 武雄 

並木 恵一 

（村田製作所） 

（成蹊大） 

（オプトラン） 

 沼田 幸展 （アルバック） 

 稗田 純子 （名古屋大） 

 村岡 祐治 （岡山大） 

 村田 博雅 （産総研） 

 本村 大成 （産総研） 

《真空技術部会》   

部会長 ： 関口 信一 （荏原製作所） 

副部会長： 山本 将博 （高エネ研） 

委員  ： 石榑 文昭 （アルバック） 

 
上野 啓司 

太田 智男 

（埼玉大） 

（島津製作所） 

 加藤 茂樹 （高エネ研） 

 早田 康成 （筑波大） 

 
高宮 祐二 

土佐 正弘 

（大亜真空） 

（物材機構） 

 中村  恵 （キヤノンアネルバ） 

 藤原 幸雄 （産総研） 

 守山 佳彦 （華為技術日本） 

 吉田  肇 （産総研） 

《マイクロビームアナリシス技術部会》 

部会長 ： 大門  寛 （豊田理研） 

副部会長： 大岩  烈 （シエンタオミクロン） 

副部会長： 松尾 二郎 （京都大） 

事業部長：   

ALC 国際会議 大岩  烈 （シエンタオミクロン） 

SISS国際会議 青柳 里果 （成蹊大） 

研修ｾﾐﾅｰ 鈴木  茂 （東北大） 

研究会 白木  将 （日本工業大） 

庶務部長： 白木  将 （日本工業大） 

庶務副部長 粟田 正吾 （堀場製作所） 

庶務副部長 永井 滋一 （三重大） 

庶務副部長 中原  仁 （名古屋大） 

顧問  ： 二瓶 好正 （東京大） 

顧問  ： 越川 孝範 （大阪電気通信大） 

顧問  ： 齋藤 弥八 （豊田理研） 

顧問  ： 本間 芳和 （東京理科大） 

委員長 ：   

顕彰 本間 芳和 （東京理科大） 

国際協力 竹内 孝江 （奈良女子大） 

IUMAS 福谷 克之 （東京大） 

幹事  ： 大堀 謙一 （堀場製作所） 

 孝橋 照生 （日立製作所） 

 佐藤 智重 （日本電子） 

 眞田 則明 （アルバック・ファイ） 

 鮫島純一郎 （東レリサーチセンター） 

 杉山 昌章 （大阪大） 

 堂前 和彦 （高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ） 

 永富 隆清 （旭化成） 

 日比野浩樹 （関西学院大） 

 水谷 五郎 （北陸先端大） 

 安江 常夫 （大阪電気通信大） 

 圦本 尚義 （北海道大） 

 高野 明雄 （トヤマ） 

 重川 秀実 （筑波大） 

 大柿 真毅 （日立ハイテクサイエンス） 

 長谷川修司 （東京大） 

 八坂 行人 （日立ハイテクサイエンス） 

 北村 壽朗 （島津製作所） 

 林  俊一 （日鉄テクノロジー） 

《若手研究部会》 

委員長 ： 一ノ倉 聖 （東京工業大） 

委員  ： 國貞 雄治 （北海道大） 

 杉本 敏樹 （分子研） 

 武安光太郎 （筑波大） 

 永村 直佳 （物材機構） 

 南谷 英美 （分子研） 

東北・北海道支部（35名） 



担当理事： 藤川 安仁 （弘前大） 

支部長 ： 藤川 安仁 （弘前大） 

副支部長： 島田 敏宏 （北海道大） 

庶務幹事： 遠田 義晴 （弘前大） 

会計幹事： 増田  亮 （弘前大） 

幹事  ： 朝倉 清高 （北海道大） 

 池田 正則 （日本大） 

 伊藤 嘉亮 （福島ハイテク） 

 植杉 克弘 （室蘭工業大） 

 岡嶋 孝治 （北海道大） 

 

小川 修一 

上條 利夫 

組頭 広志 

（東北大） 

（鶴岡高専） 

（東北大） 

 倉林  徹 （秋田大） 

 小林 康之 （弘前大） 

 米田 忠弘 （東北大） 

 佐野 正人 （山形大） 

 四方 潤一 （日本大） 

 鈴木  茂 （東北大） 

 須藤 彰三 （東北大） 

 高木 浩一 

高草木 達 

（岩手大） 

（北海道大） 
 高桑 雄二 （東北大） 
 中澤日出樹 （弘前大） 

 七尾 英孝 （岩手大） 

 庭野 道夫 （東北福祉大） 

 羽田野剛司 （日本大） 

 吹留 博一 （東北大） 

 松本 祐司 （東北大） 

 丸山 耕一 （秋田高専） 

 村越  敬 

矢代  航 

（北海道大） 

（東北大） 

 山口 有朋 

山本  達 

（産総研） 

（東北大） 

 淀川 信一 （秋田大） 

監査  ： 虻川 匡司 （東北大） 

関東支部（35名） 

担当理事： 松田  巌 （東京大） 

支部長 ： 松田  巌 （東京大） 

副支部長： 田澤 豊彦 （日本電子） 

副支部長： 多持隆一郎 （日立ハイテク） 

副支部長： 小嗣 真人 （東京理科大） 

監査  ： 中嶋  健 （東京工業大） 

会計   ： 深谷 有喜 （原子力機構） 

庶務   ： 阿部  仁 （高エネ研） 

幹事  ： 秋久保一馬 （ＩＨＩ） 

 大岩  烈 （シエンタオミクロン） 

 岡本  薫 （三菱ケミカル） 

 神谷潤一郎 （原子力機構） 

 北村 未歩 （高エネ研） 

 小鍋  哲 （法政大） 

 近藤 剛弘 （筑波大） 

 近藤  寛 （慶應大） 

 清水 徹英 （東京都立大） 

 清水 亮太 （東京工業大） 

 鈴木真粧子 （群馬大学） 

 関場大一郎 （筑波大学） 

 高山あかり （早稲田大） 

 近松  彰 （東京大） 

 中辻  寛 （東京工業大） 

 中村  恵 （キヤノンアネルバ） 

 永村 直佳 

野中 辰夫 

（物材機構） 

（住化分析センター） 

 長谷川修司 （東京大） 

 長谷川哲也 （東京大） 

 林  智広 （東京工業大） 

 廣瀬  靖 

藤田 大介 

（東京大） 

（物材機構） 

 本間 芳和 （東京理科大） 

 前重 和伸 （ＡＧＣ） 

 簔原 誠人 （産総研） 

 宮内 良広 （防衛大学校） 

 山崎 詩郎 （東京工業大） 

中部支部（57名） 

担当理事： 渡邊 佳英 （豊田中研） 

支部長 ： 渡邊 佳英 （豊田中研） 

副支部長： 佐藤 英樹 （三重大） 

副支部長： 下村  勝 （静岡大） 



庶務  ： 中谷 真人 （名古屋大） 

会計  ： 木村 高志 （名古屋工業大） 

広報  ： 竹内和可奈 （愛知工業大） 

幹事  ： 赤井 大輔 （豊橋技術科学大） 

 池田 浩也 

石川由加里 

（静岡大） 

（ファインセラミックスセンター） 

 市川  洋 

市村 正也 

（名古屋工業大） 

（名古屋工業大） 

 伊藤 貴司 （岐阜大） 

 猪川  洋 （静岡大） 

 岩田  太 （静岡大） 

 内橋 貴之 （名古屋大） 

 大下 祥雄 （豊田工業大） 

 岡野 忠弘 （名古屋科学機器） 

 小川 大輔 （中部大） 

 尾上  順 （名古屋大） 

 
河原 敏男 

岸  直希 

（中部大） 

（名古屋工業大） 

 熊谷 慎也 （名城大） 

 齋藤 永宏 （名古屋大） 

 財満 鎭明 （名城大） 

 澤田 和明 （豊橋技術科学大） 

 清水  皇 （デンソー） 

 城  貞晴 （愛知学院大） 

 白石 賢二 （名古屋大） 

 種村 眞幸 （名古屋工業大） 

 手老 龍吾 （豊橋技術科学大） 

 都外川真志 （浜名湖電装） 

 富取 正彦 （北陸先端大） 

 永井 滋一 （三重大） 

 中塚  理 （名古屋大） 

 新田 高洋 （岐阜大） 

 原  正則 （豊田工業大） 

 平井 信充 （鈴鹿高専） 

 平松美根男 （名城大） 

 藤原 裕司 （三重大） 

 堀尾 吉已 （大同大） 

 牧原 克典 （名古屋大） 

 三浦 浩治 （愛知教育大） 

 宮崎 誠一 （名古屋大） 

 村上 健司 （静岡大） 

 村上  泰 （信州大） 

 村田 純一 （浜松ホトニクス） 

 元廣 友美 （名古屋大） 

 柚原 淳司 

吉田 素朗 

（名古屋大） 

（大阪真空機器製作所） 

 吉村 雅満 （豊田工業大） 

 六田 英治 （名城大） 

 渡辺 義夫 （科学技術交流財団） 

監査  ： 安部 功二 （名古屋工業大） 

顧問  ： 一宮 彪彦 （名古屋大） 

 後藤 敬典 （名古屋工業大） 

 田部 道晴 （静岡大） 

 福田 安生 （静岡大） 

関西支部（36名） 
 

 

担当理事： 白藤  立 （大阪公立大） 

支部長 ： 白藤  立 （大阪公立大） 

副支部長： 本多 信一 （兵庫県立大） 

副支部長： 横溝 臣智 （コベルコ科研） 

庶務  ： 占部継一郎 （京都大） 

会計  ： 野内  亮 （大阪公立大） 

幹事  ： 

  

荒木 優希 

伊賀 敏治 

（立命館大） 

（大阪真空機器製作所） 

 大河内拓雄 （高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ） 

 奥田 太一 （広島大） 

 川畑 直之 （三菱電機） 

 川山  厳 

河本ゆう子 

（京都大） 

（大阪公立大） 

 坂口浩一郎 （岡山県立大） 

 澤田 大輔 （カネカテクノリサーチ） 

 末広 省吾 （住化分析センター） 

 須田 泰市 （東レリサーチセンター） 

 住友 弘二 （兵庫県立大） 

 田中  肇 （日鉄テクノロジー） 

 堂井  真 （リガク） 

 中嶋  薫 （京都大） 

 中島 秀郎 

長塚 直樹 

（島津製作所） 

（京都大） 



 成瀬 延康 （滋賀医科大） 

 西川 博昭 （近畿大） 

 濱田幾太郎 （大阪大） 

 廣瀬   潤 （堀場製作所） 

 福井 賢一 （大阪大） 

 福田 常男 （大阪公立大） 

 藤居 義和 （神戸大） 

 藤金 正樹 （パナソニック） 

 部家  彰 （兵庫県立大） 

 堀内  悠 （大阪公立大） 

 湊  淳一 （日本板硝子） 

 山田  亮 （大阪大） 

 吉越 章隆 （原子力機構） 

監査  ： 鈴木 基史 （京都大） 

九州支部（16名） 
 

 

担当理事： 白谷 正治 （九州大） 

支部長 ： 白谷 正治 （九州大） 

副支部長： 鈴木 孝将 （福岡大） 

庶務  ： 中川 剛志 （九州大） 

庶務  ： 碇  智徳 （宇部高専） 

会計  ： 前田 文彦 （福岡工業大） 

会計  ： 鈴木 恭一 （福岡工業大） 

広報  ： 田中  徹 （佐賀大） 

広報  ： 北崎  訓 （福岡工業大） 

企画  ： 高橋 和敏 （佐賀大） 

 川崎 仁晴 （佐世保高専） 

 田中  悟 （九州大） 

 篠原 正典 （福岡大） 

 大島多美子 （佐世保高専） 

 栗田 一成 （ＳＵＭＣＯ） 

 中村 雄吾 （ｿﾆー ｾﾐｺﾝﾀ゙ ｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸ゙ ） 

監査  ： 内藤 正路 （九州工業大） 

 


