
東北・北海道支部（北海道、青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島）
新･留任（定員数） 氏　　名 所        属 職　名

関口　　力 東北三吉工業㈱ 取締役

千葉　晶彦 東北大学 金属材料研究所 教授
松浦　清隆 北海道大学大学院 工学研究科 教授
小野　　平 新日本製鐡㈱　棒線事業部　室蘭製鐡所　圧延工場 マネジャー
藤田　文夫 東北大学大学院　工学研究科　金属フロンティア工学専攻 教授
黒田　充紀 山形大学大学院　理工学研究科　機械システム工学専攻 教授

北関東・信越支部（埼玉、群馬、栃木、長野、新潟）
新･留任（定員数） 氏　　名 所        属 職　名

青木　隆行 群馬県立東毛産業技術センター センター長
荻原　利之 ㈱オギハラ　技術部 担当課長
納　　康弘 昭和電工㈱　アルミニウム事業部門 チーフリサーチャー
北里　敬輔 古河電気工業㈱　メタル総合研究所 部長
古閑　伸裕 日本工業大学　工学部 教授
佐藤　一男 新潟県県央地域地場産業振興センター 総務部次長
神　　雅彦 日本工業大学　工学部 准教授
杉井　伸吾 新潟県工業技術総合研究所 専門研究員
斎藤　　栄 足利工業大学 機械工学科 教授
斉藤　克彦 サンデン㈱　製造本部　生産技術開発部 部長
瀧澤　英男 三菱マテリアル㈱ 中央研究所 金属加工ﾌﾟﾛｾｽ開発ｾﾝﾀｰ 主任研究員
内海　能亜 埼玉大学 教育学部 准教授
北澤　君義 信州大学　工学部　環境機能工学科 教授
山崎　栄一 新潟県工業技術総合研究所 参事
吉田　元之 ㈱野島製作所　テクニカルセンター 執行役員 ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ長

東関東支部（茨城、千葉）
新･留任（定員数） 氏　　名 所        属 職　名

岩倉　昭太 ㈱日立製作所　日立工業専門学院 教授
岡田　　光 住友金属工業㈱ 総合技術研究所 グループ長
小川　　茂 新日本製鐵㈱　技術開発本部 フェロー
小山　秀夫 千葉大学大学院 工学研究科 准教授
末廣　正芳 新日本製鐵㈱ 技術開発本部 センター所長
中村　和彦 千葉工業大学 工学部 教授
向井　敏司 (独)物質・材料研究機構　新構造材料センター グループリーダー
吉武　明英 JFEスチール㈱　スチール研究所 技監
伊藤　吾朗 茨城大学　工学部　機械工学科 教授
伊藤　　操 木更津工業高等専門学校 教授
稲積　　透 JFEスチール㈱　スチール研究所　薄板加工技術研究部 部長
江藤　　学 住友金属工業㈱　総合技術研究所　鋼板プロセス研究開発部 部長研究員
酒井　丈夫 京葉ブランキング工業㈱ 技術部長
高橋　　進 日本大学　生産工学部　機械工学科 教授

東京・南関東支部（東京、神奈川、山梨）
新･留任（定員数） 氏　　名 所        属 職　名

岩崎　孝行 ㈱ＩＨＩターボ　生産センター 課長
占部　俊明 ＪＦＥスチール㈱　薄板セクター部 主任部員（部長）
大竹　尚登 東京工業大学大学院　理工学研究科 准教授
春日　幸生 玉川大学　工学部 教授
片岡　征二 湘南工科大学　工学部 教授
桑原　利彦 東京農工大学大学院　共生科学技術研究院 教授
榊原　正義 協同油脂㈱　技術本部 常務取締役 技術本部長
新仏　利仲 ㈱ニッセー 代表取締役 社長
藤川真一郎 日産自動車㈱　パワートレイン生産技術本部 エキスパートリーダー
星野　倫彦 日本大学　理工学部 教授
真鍋　健一 首都大学東京大学院　理工学研究科 教授
村田　良美 明治大学　理工学部 専任講師
山崎　一正 日本金属㈱ 常務取締役 営業開発部門長
青木孝史朗 芝浦工業大学　工学部　機械機能工学科 准教授
加賀　慎一 三菱日立製鉄機械㈱　技術開発部 部長
川井　謙一 横浜国立大学大学院　工学研究院　機能の創生部門 教授
木村　昌平 日産自動車㈱ 執行役員
木村　　南 東京工業高等専門学校　機械工学科 教授
小林　具実 東洋製罐㈱綜合研究所　調査企画室 室長
小山　純一 ㈱アマダ 技術研究所 ラボ長研究員
塩見　誠規 工学院大学　グローバルエンジニアリング学部　機械創造学科 教授
鈴木　利雄 アイダエンジニアリング㈱　開発本部　成形技術センター マネージャ
高石　和年 東芝ジーイータービンコンポーネンツ㈱ 常勤監査役
廣井　徹麿 東京都立産業技術高等専門学校　ものづくり工学科 教授
淵脇　忠夫 ㈱秦野精密 代表取締役
柳本　　潤 東京大学　生産技術研究所第二部 教授

楊　明 首都大学東京大学院　システムデザイン研究科 教授
吉田　一也 東海大学　工学部　精密工学科 教授

留任（8名）

留任（3名）

留任（8名）

留任（13名）

平成23年度（第47期）代議員

新任（3名）

新任（7名）

新任(6名)

新任（15名）



北陸支部（富山、石川、福井）
新･留任（定員数） 氏　　名 所        属 職　名

新川　真人 福井大学　工学部 助教
瀬川　明夫 金沢工業大学　工学部 准教授
吉田　潤二 日本高周波鋼業㈱　富山製造所技術部 室長
高辻　則夫 富山大学 大学院　理工学研究部（工学） 教授
西田　憲二 コマツ産機㈱　開発本部 本部長
村中　貴幸 福井工業高等専門学校　機械工学科 准教授

東海支部（静岡、愛知、岐阜、三重）
新･留任（定員数） 氏　　名 所        属 職　名

上野　完治 ジヤトコ㈱ 生産部門 主管
加藤　浩三 岐阜工業高等専門学校　機械工学科 教授
河端　良和 JFEスチール㈱　知多製造所 主任部員
児島　澄人 名古屋市工業研究所　機械金属部 室長
鈴木　　正 ㈱ユニバンス　先行開発部 主管
棚瀬　幸彦 旭サナック㈱　金型事業部 理事
土屋　能成 ㈱豊田中央研究所　材料基盤研究部 主任研究員
萩田　雅俊 アイシン精機㈱　　車体生技部 グループマネージャー
早川  邦夫 静岡大学　工学部 准教授
牧　清二郎 三重大学大学院　工学研究科 教授
水越　秀雄 住友軽金属工業㈱  研究開発センター 主席研究員
三輪　謙治 (独)産業技術総合研究所　サステナブルマテリアル研究部門 主幹研究員
森下　弘一 トヨタ自動車㈱　鍛圧・表改生技部 主査
山中万三三 トヨタ車体㈱　経営企画部 主担当員
湯川　伸樹 名古屋大学大学院　工学研究科 准教授
石川　孝司 名古屋大学　大学院工学研究科　マテリアル理工学専攻 教授
石原　貞男 愛知製鋼㈱ 常務取締役
五十川幸宏 大同特殊鋼㈱　研究開発本部　プロセス技術開発センター          　 理事
伊藤　克浩 アイコクアルファ㈱　ＣＦ事業部 シニアマネージャー
大西　章孔 ㈱ダッド 取締役社長
加古　恵造 津田工業㈱ 第２生産技術部 部長
金武　直幸 名古屋大学　大学院工学研究科　マテリアル理工学専攻 教授
北村　憲彦 名古屋工業大学　大学院工学研究科　機能工学専攻 准教授
小森　和武 大同大学 工学部　総合機械工学科 教授
佐野　秀男 住友軽金属工業㈱　研究開発センター　第六部 部長
杉山　　聡 ㈱デンソー　生産技術開発部　第１生技開発室 室長
田中　繁一 静岡大学　工学部　機械工学科 准教授
友清　寿雅 新日本製鐵㈱　名古屋技術研究部 主幹研究員
中島　将木 アイシン・エィ・ダブリュ㈱　生技開発部 主席研究員
難波　直人 三菱自動車工業㈱ 　生産技術本部 板金樹脂生産技術部 マネージャー
望月　　哲 ヤマハ発動機㈱　技術本部生産技術統括部　生産技術部 部長
森　謙一郎 豊橋技術科学大学　機械工学系 教授
山田　　毅 三菱重工業㈱　名古屋航空宇宙システム製作所　研究部 グループ長
横尾　芳樹 トヨタ自動車㈱  鍛圧・表改生技部 技術企画室 主幹
王　　志剛 岐阜大学　工学部　機械システム工学科 教授

関西支部（滋賀、京都、奈良、和歌山、大阪、兵庫）
新･留任（定員数） 氏　　名 所        属 職　名

岡嶋　一晃 ㈱メタルアート　技術部 主査
樫本　宏志 ㈱三和鋲螺製作所 代表取締役社長
川口　達治 パナソニック電工㈱　生産技術研究所 主幹研究員
草場　芳昭 住友金属工業㈱　総合技術研究所 部長研究員
小寺　秀俊 京都大学大学院　工学研究科 教授
白川　信彦 大阪府立産業技術総合研究所　機械金属部 主任研究員
宅田　裕彦 京都大学大学院　エネルギー科学研究科 教授
仲町　英治 同志社大学　生命医科学部 教授
羽賀　俊雄 大阪工業大学　工学部 教授
長谷部忠司 神戸大学大学院　工学研究科 准教授
前田　恭志 ㈱神戸製鋼所　技術開発本部 専門部長
宮本　博之 同志社大学 理工学部 教授
山中　雅仁 ㈱ヤマナカゴーキン 専務取締役
秋山　雅義 京都工芸繊維大学大学院　工芸科学研究科 教授
宇都宮　裕 大阪大学大学院　工学研究科 教授
片山　傳生 同志社大学　生命医科学部 教授
富澤　　淳 住友金属工業㈱　総合技術研究所 部長研究員
東　　健司 大阪府立大学大学院　工学研究科 教授
麻　　寧緒 ㈱JSOL　エンジニアリング本部 認定プロフェッショナル
馬渕　　守 京都大学大学院　エネルギー科学研究科 教授
三浦　洋介 新日本製鐵㈱　技術開発本部 主幹研究員
吉川　佳伸 三菱重工業㈱　神戸造船所　機械工作部 部長

留任（15名）

留任（13名）

新任（3名）

新任（20名）

新任（9名）

留任（3名）



中国・四国支部（鳥取、島根、岡山、広島、山口、香川、高知、愛媛、徳島）
新･留任（定員数） 氏　　名 所        属 職　名

小野　直人 新日鐵住金ステンレス㈱　商品開発部 マネジャー
上村　泰正 東洋鋼鈑㈱　生産本部 主事
品川　一成 香川大学　工学部 教授
清水　一郎 岡山大学大学院　自然科学研究科 准教授
冨田　省吾 JFEスチール㈱　スチール研究所 副所長
大木　順司 山口大学大学院 医学系研究科 准教授
岡部　卓治 広島工業大学 工学部機械システム工学科 教授
長町　拓夫 徳島大学 工学部 講師
堀井　健治 三菱日立製鉄機械㈱　広島事業所 技師長
吉田　朋久 日立金属㈱ 安来工場 帯鋼工場 主任技師

九州支部（福岡、佐賀、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）
新･留任（定員数） 氏　　名 所        属 職　名

上谷　俊平 鹿児島大学大学院　理工学研究科 准教授
竹下　哲郎 新日本製鐵㈱　八幡技術研究部 部長
丸茂　康男 熊本大学大学院　自然科学研究科 教授
山本　修治 新日本製鐵㈱　八幡技術研究部 主幹研究員
藤野　　真 新日本製鐵㈱　広畑製鐵所　薄板工場 部長
末吉　敏恭 琉球大学　工学部　機械システム工学科 准教授
永迫　弘行 日本鋳鍛鋼㈱　製造部 取締役　製造部長

代議員任期：   2年
代議員数　： 143名
留任(46期当選)72名
新任(47期当選)71名

新任（5名）

新任（3名）

留任（5名）

留任（4名）


