
年度 会長 副会長

杉田　 博 (機)小浜　大 (自)大角　忠廣 (子)戸田　徳幸 (電)山本　忠幸

坂野上 義 (情)黒柳　宜夫 (建)中野　剛夫 (土)田中　靖司 (化)板倉　朝臣

市川　 優 (セ)杉本　準一郎 (繊)大関　肇 (デ)本多　武文

杉田　 博 (機)小浜　大 (自)大角　忠廣 (子)戸田　徳幸 (電)山本　忠幸

高野　紘一 (情)黒柳　宜夫 (建)林　良永 (土)水野　晴夫 (化)山田　雅規

糟谷　紘一 (セ)佐野　悟 (繊)足立　耕一 (デ)浅井　敏

神谷　光保 (機)小浜　大 (自)大角　忠廣 (子)戸田　徳幸 (電)山本　忠幸

高野　紘一 (情)船橋　健二 (建)林　良永 (土)水野　晴夫 (化)山田　雅規

糟谷　紘一 (セ)佐野　悟 (繊)足立　耕一 (デ)浅井　敏

河西　壽彦 (機)小浜　大 (自)大角　忠廣 (子)佐久間　正彦 (電)馬嶋　俊作

高野　紘一 (情)船橋　健二 (建)石川　博武 (土)鵜飼　俊二 (化)尾崎　陽光

糟谷　紘一 (セ)杉本　準一郎 (繊)大林　宏 (デ)丸山　克己

稲葉　一八 (機)榎本　勲 (自)山口　恭敏 (子)佐久間　正彦 (電)馬嶋　俊作

因幡　富昭 (情)大隅　健治 (建)石川　博武 (土)鵜飼　俊二 (化)尾崎　陽光

糟谷　紘一 (セ)杉本　準一郎 (繊)大林　宏 (デ)丸山　克己

稲葉　一八 (機)榎本　勲 (自)浅野　宗男 (子)佐久間　正彦 (電)馬嶋　俊作

因幡　富昭 (情)大隅　健治 (建)黒宮　弘行 (土)熊崎　整人 (化)森　和博

村田　豊博 (セ)井本　匡 (繊)杉村　重樹 (デ)永井　浩

稲葉　一八 (機)清水　景一郎 (自)浅野　宗男 (子)牧　真吾 (電)猪子　悟志

因幡　富昭 (情)福山　宏明 (建)黒宮　弘行 (土)熊崎　整人 (化)森　和博

水野　義三 (セ)井本　匡 (繊)杉村　重樹 (デ)永井　浩

大場 　稔 (機)清水　景一郎 (自)星野　正英 (子)前田　吉丸 (電)神谷　弘一

市川　直啓 (情)福山　宏明 (建)横井　尚治 (土)柴田　正光 (化)青井　孝

水野　義三 (セ)松本　浩治 (繊)稲波　弘明 (デ)佐藤　慈男

大場　 稔 (機)齋藤　和亮 (自)星野　正英 (子)前田　吉丸 (電)神谷　弘一

市川　直啓 (情)内田　素昭 (建)横井　尚治 (土)柴田　正光 (化)青井　孝

水野　義三 (セ)松本　浩治 (繊)稲波　弘明 (デ)佐藤　慈男

鈴木　恒男 (機)齋藤　和亮 (自)原　正信 (子)前田　吉丸 (電)渡邉　勝己

市川　直啓 (情)畔栁　明 (建)横井　孝俊 (土)中村　義信 (化)松崎　清身

今村　博文 (セ)北村　祥子 (繊)岩田　勉 (デ)速川　雅久

鈴木　恒男 (機)岩田　正剛 (自)原　正信 (子)神田　勝弘 (電)渡邉　勝己

市川　直啓 (情)小島　誠一 (建)横井　孝俊 (土)佐藤　恒德 (化)松崎　清身

大島　知恭 (セ)北村　祥子 (テ)岩田　勉 (デ)速川　雅久

鈴木　恒男 (機)岩田　正剛 (自)星野　正英 (子)神田　勝弘 (電)大橋　一生

朝倉　隆司 (建)九町　武志 (土)田中　貴裕 (化)伊藤　公雄 (セ)北村　祥子

大島　知恭 (テ)岩田　勉 (デ)金井　充

北村　知明 (機)安田　信道 (自)小島　常雄 (子)山田　勉 (電)大橋　一生

百合草信夫 (建)九町　武志 (土)田中　貴裕 (化)伊藤　公雄 (セ)松本　浩治

大島　知恭 (テ)岩田　勉 (デ)金井　充

森田　満夫 (機)松浦　勝紀 (自)渡部　一喜 (子)山田　勉 (電)五十嵐　崇文

百合草信夫 (建)蟹江　政志 (土)菅原　正之 (化)板倉　朝臣 (セ)松本　浩治

加藤　謁雄 (テ)岩田　勉 (デ)服部　高好

森田　満夫 (機)矢野　剛男 (自)渡部　一喜 (子)渡会　功 (電)三浦　準一

百合草信夫 (建)蟹江　政志 (土)菅原　正之 (化)板倉　朝臣 (セ)松本　浩治

加藤　謁雄 (テ)今井　文啓 (デ)服部　高好

竹本　禎久 (機)矢野　剛男 (自)家田　康弘 (子)渡会　功 (電)野村　清隆

植田　泰司 (建)足立　透 (土)熊崎　整人 (化)鈴木　千明 (セ)北村　祥子

伊藤　博行 (テ)岩田　正剛 (デ)山口　勝己

竹本　禎久 (機)森　忠 (自)家田　康弘 (子)中村　昭広 (電)神谷　匠

植田　泰司 (建)足立　透 (土)富永　建也 (化)鈴木　千明 (セ)南部　次郎

伊藤　博行 (テ)岩田　正剛 (デ)山口　勝己

加藤　修司 (機)森　忠 (自)熊田　伸次 (子)中村　昭広 (電)髙木　永幸

坂井　秀輝 (建)大橋　正佳 (土)柴田　智広 (化)松田　真樹 (セ)南部　次郎

伊藤　博行 (テ)岩田　正剛 (デ)鵜飼　辰彦

加藤　修司 (機)長谷川　一也 (自)熊田　伸次 (子)山田　裕久 (電)髙木　永幸

坂井　秀輝 (建)中野　隆良 (土)柴田　智広 (化)松田　真樹 (セ)中野　喜得

安田　信道 (デ)鵜飼　辰彦

富田　孝行 (機)長谷川　一也 (自)星野　正英 (子)山田　裕久 (電)森　　孝彦

坂井　秀輝 (建)稲生　浩次 (土)古橋　信二 (化)林　　雅彦 (セ)村上　修一

安田　信道 (デ)山口　真樹

平成８年度

平成18年度

部会長
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長谷川　昇

森田　満夫

北村　知明

都築　孝宜

都築　孝宜

都築　孝宜

都築　孝宜

堀口　通安

菅谷　和司

菅谷　和司

北村　知明

北村　知明

堀口　通安

平成12年度

平成11年度

平成10年度

平成９年度

平成13年度

永屋　達夫

永屋　達夫

都築　俊介

都築　俊介

都築　俊介

　(機)機械部会　(自)自動車部会　(子)電子機械部会　　(電)電気部会　(情)情報部会　　　　　(建)建築部会
　(土)土木部会　(化)化学部会　　(セ)セラミック部会　(繊)繊維部会　(テ)テキスタイル部会　(デ)デザイン部会

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成17年度

平成16年度

平成15年度

平成14年度

長谷川　昇

北村　知明
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平成20年度
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平成23年度


