
名称（人員） 委員長 副委員長 委員(庶務)

運営 都築孝宜 加藤修司 伊藤博行 川嶋繁勝 森田満夫 安達一成 蜂須賀　豊 上野耕司 吉田　豊 上原治一 森田満夫 富田孝行 加藤修司 鵜飼愛一郎

（１３） 名南工長 刈谷工長 名南工頭 工業校長会長 産ﾌｪｱ準備 工研広報 問題集 総合研究大会 総合競技大会 顕彰検定 作品審査 ロボット競技 自動車部会 セラミック部会

坂井秀輝 委員会長 委員会長 委員会長 委員会長 委員会長 委員会長 委員会長 委員会長 電気部会

市工業長 愛知工長 岡崎工長 一宮工長  起 工長 佐織工長 豊橋工長 春日井工長 岡崎工長 半田工長 刈谷工長 瀬戸窯長

工研広報 安達一成 間瀬好康 鵜飼俊二 櫻井穂高 熊澤孝夫 熊澤浩明 酒井清司 田中良明

（９） 一宮工長 鶴城丘長 一宮工頭 愛知工 一宮工 一宮工 鶴城丘高 名南工

鈴木節也

一宮工

問題集 蜂須賀 豊 植田泰司 近藤有三 八木　亮 並川政義 大久保勤彦 稲生浩次 星川拓哉 林　雅彦 ←（注１）

（１０） 起工長 市工芸長 起工頭 佐織工 豊田工 半田工 碧南工 岡崎工 岡崎工

脇田昌積

起工 （機械） （電子機械） （電気） （建築） （土木） （化学）

総合研究大会 上野耕司 植田泰司 津田茂緒 舟橋　修 鈴木節也 尾﨑成実 佐々木　博 明珍和男 中村孝典 尾関義人 佐藤恒徳 片山　勤 都島竜二

（１４） 佐織工長 市工芸長 佐織工頭 愛知工 一宮工 起工 春日井工 豊田工 豊橋工 三谷水高 市工芸 大同大大同 名古屋工

佐藤敬之介

総合競技大会 吉田 豊 蜂須賀　豊 加藤一史 上野耕司 上原治一 森田満夫 安部則男 富田孝行 蜂須賀　豊 ←（注２）

（１８） 豊橋工長  起 工長 豊橋工頭 佐織工長 春日井工長 岡崎工長 小牧工長 半田工長  起 工長

小久保寿也 和地伸浩 山田宏章 後藤真吾 三浦準一 小笠原　渉 林　雅彦 ←（注３）

豊橋工 半田工 刈谷工 一宮工 岡崎工 豊橋工 岡崎工

（機械製図） （旋盤） （電気工事） （電子回路） （測量） （化学分析）

顕彰検定 上原治一 安部則男 磯部明嗣 上原治一 加藤修司 吉田 豊 加藤修司 安達一成 富田孝行 蜂須賀 豊 鵜飼愛一郎 蜂須賀 豊 蜂須賀 豊

（２０） 春日井工長 小牧工長 春日井工頭 春日井工長 刈谷工長 豊橋工長 刈谷工長 一宮工長 半田工長 起工長 瀬戸窯長 起工長 起工長

加藤誠治 森　　忠 熊田伸次 中村昭広 高木永幸 大橋正佳 柴田智広 松田真樹 南部次郎 岩田正剛 鵜飼辰彦 ←（注４）

春日井工 岡崎工 市工業 豊橋工 刈谷工 愛知工 半田工 小牧工 瀬戸窯 起工 起工

（機械） （自動車） （電子機械） （電気） （建築） （土木） （化学） （ｾﾗﾐｯｸ） （ﾃｷｽﾀｲﾙ） (デザイン)

作品審査 森田満夫 鈴木 研 長谷川 昇 森　　忠 熊田伸次 中村昭広 高木永幸 大橋正佳 柴田智広 松田真樹 南部次郎 岩田正剛 鵜飼辰彦 ←（注４）

（１４） 岡崎工長 三谷水長 岡崎工頭 岡崎工 市工業 豊橋工 刈谷工 愛知工 半田工 小牧工 瀬戸窯 起工 起工

鈴木美樹

岡崎工 （機械） （自動車） （電子機械） （電気） （建築） （土木） （化学） （ｾﾗﾐｯｸ） （ﾃｷｽﾀｲﾙ） (デザイン)

産ﾌｪｱ準備 森田満夫 加藤修司 長谷川　昇 山本公浩 清水寿浩 伊藤博行 山本忠幸 水野俊治 近藤有三 神谷弘一 服部光博

（３０） 岡崎工長 刈谷工長 岡崎工頭 刈谷工頭 半田工頭 名南工頭 碧南工頭 市工芸頭 起工頭 豊田工頭 愛知工

渡部一喜 松田真樹 小林健吾 日比野浩 山口勝己 小池章生 野辺　朗 五藤祐司 森　　忠 熊田伸次 中村昭広 高木永幸 大橋正佳

鈴木美樹 小牧工 小牧工 佐織工 瀬戸窯 常滑 豊橋工 名南工 市工芸 岡崎工 市工業 豊橋工 刈谷工 愛知工(定)

岡崎工 柴田智弘 南部次郎 岩田正剛 鵜飼辰彦 小林祐太

半田工 瀬戸窯業 起工 起工 岡崎工

ロボット競技 富田孝行 川村　昌宏 清水寿浩 山本忠幸 高島公行 伊藤彰浩 椙田　靖 加藤良和 福山宏明

（３４） 半田工長 豊川工長 半田工頭 碧南工頭 名南工頭 一宮工頭 鶴城丘頭 瀬戸窯頭 市工業頭

吉田　　豊 友田稔昭 黒木政幸 泉亭　毅 脇田廣信 稲生浩次 渡会　功 道高良雄 森野正行 中村宏樹 安西　治 片山智一 塩月琢也 村松正敏

豊橋工長 半田工 半田工 豊橋工 豊川工 碧南工 碧南工 佐織工 市工芸 名南工 名南工 愛知工 春日井工 瀬戸窯 一宮工

坂部貴司 加藤寛久 川原英範 木村　正 寺岡憲秀 亀山晃一 中村昭広 酒井清司 近藤祥代 藤森貴仁 山下恭生

一宮工 起工 刈谷工 小牧工 豊田工 豊橋工 鶴城丘 鶴城丘 瀬戸窯 市工業

（注１）研究部会代表 （注２）各競技委員長 （注３）各競技庶務 （注４）各部会長
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安達一成

一宮工長

（建築製図・木工加工）

北川章夫

豊橋工


