
名称（人員） 委員長 副委員長 委員(庶務)

工業校長会長 工業活性化 工研広報 問題集 総合研究大会 総合競技大会 顕彰検定

山口　直人 安田　信道 山本　忠幸 髙木　善則 佐藤　泰嗣 山口　直人 伊藤　彰浩

加納　修 愛総工長 佐織工長 半田工長 一宮工長 豊川工長 愛総工長 春日井工長

小牧工長 作品審査 ロボット競技 ものコン全国大会 機械 自動車 電子機械 電気

清水　寿浩 後藤　真吾 岡田　良弘 稲垣　孝臣 加納　修 加藤　良和 加納　修 安田　信道 山本　忠幸

名南工長 名南工頭 岡崎工長 碧南工長 小牧工長 刈谷工長 小牧工長 佐織工長 半田工長

福山　宏明 建築 土木 化学 セラミック デザイン

市工業長 石原　正道 髙木　善則 佐橋　庸寿 鶴田　昭博 相川　浩
市工芸長 一宮工長 起工長 瀬戸窯長 常滑長

渡部　一喜 住原　真一 九町　武志 下谷　拓 大野彰一朗 佐々木芳明 長尾　隆志
小牧工頭 愛総工 一宮工 岡崎工 起工 春日井工 刈谷工

安田　信道 清水　寿浩 中島　浩晶 服部　光博 齋木　大輔 成瀬　晴彦 山本　孝弘 村上　修一 石田　哲也 大佛　恒介

佐織工長 名南工長 一宮工頭 半田工頭 小牧工 佐織工 瀬戸窯 常滑 豊川工 豊田工

後藤　真吾 高木　康宏 細尾　真夫 加藤　秀樹 柘植　晶太
名南工頭 豊橋工 半田工 碧南工 名南工

野田　昌彦

山本　忠幸 水井　　久 半田工頭 田中　良明 鷲野　剛 山田　勉 愛葉　祐司

半田工長 豊田工長 稲垣　賀一 名南工 豊田工 半田工 半田工

半田工

中島　浩晶 （機械） （電子機械） （電気） （建築） （土木） （化学）

髙木　善則 鶴田　昭博 一宮工頭 横尾　裕明 西尾　雅士 豆塚　康次 冨山　正士 西尾　智之 清水　浩一

一宮工長 瀬戸窯長 田中　義晴 佐織工 起工 一宮工 佐織工 市工芸 愛総工 (部会代表)

一宮工

水野　恵介 鵜飼　秀明 月守　一彦 冨山　正士 鷲野　剛

佐藤　泰嗣 伊藤　彰浩 豊川工頭 起工 春日井工 佐織工 豊田工

豊川工長 春日井工長 浅沼　宣継 牧平　秀夫 山田　謙介 大西　徳和 都島　竜二

豊川工 三谷水産 市工芸 大同大大同 名古屋工

（機械製図）

佐藤　泰嗣 岡田　良弘 加藤　文彦 稲垣　孝臣 伊藤　博行 (競技委員長)

加藤　誠一 豊川工長 岡崎工長 鶴城丘長 碧南工長 名南工頭

愛総工頭 富田 啓作 (競技庶務)

山口　直人 加藤　良和 岡崎工

愛総工長 刈谷工長 （電子回路） （木材加工） （測量） （化学分析） （次期開催校）

山本　忠幸 石原　正道 髙木　善則 佐橋　庸寿 金澤　幸英 (競技委員長)

長谷川一也 半田工長 市工芸長 一宮工長 起工長 刈谷工頭

愛総工 川田 大介 鈴木 節也 松田 義治 清水 浩一 酒井　清司 (競技庶務)
愛総工 愛総工 一宮工 愛総工 刈谷工

（機械） （自動車） （電子機械） （電気） （建築）

加藤　良和 加納　修 安田　信道 山本　忠幸 石原　正道 (指導校長)

小川　義雄 刈谷工長 小牧工長 佐織工 半田工長 市工芸長

春日井工頭 佐伯　和幸 坂口　義雄 尾崎　晃仁 吉川　直宏 横井　孝俊 (部会長)

伊藤　彰浩 栗木　晴久 碧南工 小牧工 春日井工 刈谷工 半田工

春日井工長 岩倉総長 （土木） （化学） （セラミック） (デザイン)

髙木　善則 佐橋　庸寿 鶴田　昭博 相川　浩 (指導校長)

兼松　和弘 一宮工長 起工長 瀬戸窯長 常滑長

春日井工 松田　義治 古川　輝久 塩月　琢也 澤田　眞奈美 (部会長)
一宮工 起工 瀬戸窯 常滑

（機械） （自動車） （電子機械） （電気） （建築）

山本　公浩 佐伯　和幸 坂口　義雄 尾崎　晃仁 吉川　直宏 横井　孝俊 (部会長)

岡田　良弘 加藤　文彦 岡崎工頭 碧南工 小牧工 春日井工 刈谷工 半田工

岡崎工長 鶴城丘長 （土木） （化学） （セラミック） (デザイン)

早川　学 松田　義治 古川　輝久 塩月　琢也 澤田　眞奈美 (部会長)
岡崎工 一宮工 起工 瀬戸窯 常滑

福山 宏明 長谷川　昌 岡田　良弘 加藤　良和 安田　信道 山本　公浩 金澤　幸英

市工業長 愛産大工長 岡崎工長 刈谷工長 佐織工長 岡崎工頭 刈谷工頭

河村　和繁 五十嵐崇文 服部　光博 佐藤　恒徳 岡安　茂利 樋田 好彦 池田　毅

加納　修 鈴木　千明 瀬戸窯頭 豊田工頭 半田工頭 市工芸頭 愛総工 愛総工 愛総工

小牧工長 碧南工頭 菊池大輔 田中義晴 村田伸也 藤掛将司 疋田 仁美 近藤 義昭 家田雄也

一宮工 一宮工 岡崎工 起工 起工 起工 鶴城丘

稲垣　孝臣 櫻井 穂高 山田 公一 酒井 清司 鬼頭忠巳 細川泰史 吉田豊 藤森 貴仁

碧南工長 春日井工 春日井工 刈谷工 小牧工 小牧工 佐織工 瀬戸窯

田内定義 若山裕章 牧野裕也 中村孝典 柴　宜成 脇田　廣信 岡田　政幸

渡部　一喜 北川　章夫 瀬戸窯 豊川工 豊田工 豊橋工 半田工 碧南工 碧南工

小牧工頭 碧南工 大沼　勝弘 髙津　泰治 水野　昭広 須田　孝二 村田　勇真 神谷龍幸 宮田吉人

碧南工 碧南工 碧南工 碧南工 碧南工 名南工 市工業

脇坂美紀 山田 謙介 宮城弘憲

市工芸 市工芸 名古屋工
(旋盤作業部門) (電気工事部門) (化学分析部門) (運営)

伊藤　彰浩 岡田　良弘 稲垣　孝臣 佐橋　庸寿 大島　隆二

加納　修 春日井工長 渡部　一喜 山口　直人 岡崎工長 碧南工長 起工長 愛総工頭

小牧工長 清水　寿浩 小牧工頭 愛総工長 長谷川　一也 加古　修市 清水　浩一 野辺　朗
名南工長 愛総工 名南工 愛総工 愛総工

平成30年度　愛知県高等学校工業教育研究会委員会構成

（旋盤） （電気工事）
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