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平成 21·22 年度常設委員会　委員構成

組織委員会（順不同）

氏　名 所　属 氏　名 所　属

委員長 里　　達雄 東京工業大学 委　員 美浦　康宏 九州大学名誉教授

副委員長 金武　直幸 名古屋大学 〃 小島　　陽 長岡技術科学大学名誉教授

〃 吉田　英雄 住友軽金属工業㈱ 〃 茂木　徹一 千葉工業大学

委　員 神尾　彰彦 東京工業大学名誉教授 〃 池野　　進 富山大学

〃 菅野　幹宏 東京大学名誉教授 〃 浅見　重則 古河スカイ㈱

〃 小林　俊郎 豊橋技術科学大学名誉教授 〃 池田　勝彦 関西大学

総合計画委員会委員（順不同）

氏　名 所　属 氏　名 所　属

委員長 金武　直幸 名古屋大学 委　員 熊井　真次 東京工業大学

副委員長 吉田　英雄 住友軽金属工業㈱ 〃 高山　善匡 宇都宮大学

委　員 浅見　重則 古河スカイ㈱ 〃 新家　光雄 東北大学

〃 池田　勝彦 関西大学 〃 堀田　善治 九州大学

〃 加藤　数良 日本大学 〃 南埜　宜俊 大阪大学

財務委員会委員（順不同）

氏　名 所　属 氏　名 所　属

委員長 吉田　英雄 住友軽金属工業㈱ 委　員 南埜　宜俊 大阪大学

副委員長 金武　直幸 名古屋大学 〃 相浦　　直 ㈱神戸製鋼所

委　員 池田　勝彦 関西大学 〃 浅見　重則 古河スカイ㈱

〃 加藤　数良 日本大学 〃 岡本　一郎 日本軽金属㈱

〃 新家　光雄 東北大学 〃 谷川　久男 三菱アルミニウム㈱

〃 堀田　善治 九州大学 〃 柳本　　茂 昭和電工㈱

総務委員会委員（順不同）

氏　名 所　属 氏　名 所　属

委員長 浅見　重則 古河スカイ㈱ 委　員 石川　和徳 古河スカイ㈱

副委員長 本保元次郎 千葉工業大学 〃 熊谷　誠二 住友軽金属工業㈱

委　員 伊藤　吾朗 茨城大学 〃 坂下　満雄 三協立山アルミ㈱

〃 木村　　南 国立東京工業高等専門学校 〃 櫻井　健夫 ㈱神戸製鋼所

〃 久保田正広 日本大学 〃 佐藤　昭一 昭和電工㈱

〃 近藤　勝義 大阪大学 〃 堀内　省志 日本軽金属㈱

〃 戸田　裕之 豊橋技術科学大学 〃 渡部　　晶 三菱アルミニウム㈱

〃 松田　健二 富山大学
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企画委員会委員（順不同）

氏　名 所　属 氏　名 所　属

委員長 池田　勝彦 関西大学 委　員 宇都　秀之 住友軽金属工業㈱

副委員長 柳本　　茂 昭和電工㈱ 〃 橘内　　透 ヤマハ発動機㈱

〃 谷川　久男 三菱アルミニウム㈱ 〃 斉藤　和也 ホンダエンジニアリング㈱

委　員 加藤　数良 日本大学 〃 塩田　正彦 日本軽金属㈱

〃 久保木　孝 電気通信大学 〃 東海林　了 古河スカイ㈱

〃 関　　史江 東京大学 〃 武田　明直 *3 三菱アルミニウム㈱

〃 市野　良一 名古屋大学 〃 斎藤　　洋 *4 三菱アルミニウム㈱

〃 廣澤　渉一 横浜国立大学 〃 外山　猛敏 ㈱デンソー

〃 坂本　幸弘 千葉工業大学 宮手　幸裕 *1 昭和電工㈱

〃 浅見　重則 古河スカイ㈱ 〃 久幸　晃二 *2 昭和電工㈱

〃 安藤　裕幸 ㈱神戸製鋼所 〃 村井　　勉 三協立山アルミ㈱

〃 板倉　浩二 日産自動車㈱

*1： H21. 5–H21. 12，*2： H22. 1�宮手委員後任，*3： H21. 5–H22.3，*4： H22. 3�武田委員後任

編集委員会委員（順不同）

氏　名 所　属 氏　名 所　属

委員長 高山 善匡 宇都宮大学 委　員 鎌土　重晴 長岡技術科学大学

副委員長 土田　孝之 日本軽金属㈱ 〃 神戸　洋史 日産自動車㈱

担当理事 世利　修美 室蘭工業大学 〃 黒木　康徳 ㈱ IHI
〃 桑原　利彦 東京農工大学 〃 才川　清二 ㈱アーレスティ

委　員 ○小山　克己 古河スカイ㈱ 〃 小橋　　眞 名古屋大学

〃 ○篠嶋　　妥 茨城大学 〃 斎藤　尚文 産業技術総合研究所

〃 ○柴柳　敏哉 大阪大学 〃 佐藤　英一 宇宙航空研究開発機構

〃 ○櫻井　健夫 ㈱神戸製鋼所 〃 鈴木真由美 東北大学

〃 ○中山　栄浩 山梨大学 〃 高橋　　進 日本大学

〃 ○多田　清志 昭和電工㈱ 〃 戸田　裕之 豊橋技術科学大学

〃 ○廣澤　渉一 横浜国立大学 〃 仲井　清眞 愛媛大学

〃 ○松田　健二 富山大学 〃 難波江元広 古河スカイ㈱

〃 ○箕田　　正 *1 住友軽金属工業㈱ 〃 新家　光雄 *3 東北大学

〃 ○日比野　淳 *2 住友軽金属工業㈱ 〃 成島　尚之 *4 東北大学

〃 ○山口恵太郎 三菱アルミニウム㈱ 〃 野田　和彦 芝浦工業大学

〃 池田　勝彦 関西大学 〃 春名　　匠 関西大学

〃 岩堀　弘昭 ㈱豊田中央研究所 〃 堀川敬太郎 大阪大学

〃 井上　博史 大阪府立大学 〃 堀田　善治 九州大学

〃 植田　利樹 ㈱神戸製鋼所 〃 三浦　博己 電気通信大学

〃 大笹　憲一 秋田大学 〃 水越　秀雄 住友軽金属工業㈱

〃 奥田　浩司 京都大学 〃 向井　敏司 物質・材料研究機構
〃 小野　幸子 工学院大学 〃 本保元次郎 千葉工業大学

〃 樫原　恵蔵 和歌山工業高等専門学校 〃 山本　厚之 兵庫県立大学

〃 加藤　数良 日本大学 〃 吉田　　誠 早稲田大学

〃 金谷　輝人 岡山理科大学

○：編集幹事

*1： H21. 5–H21. 10，*2： H21. 11�箕田委員後任，*3： H21. 5–H22. 3，*4： H22. 4�新家委員後任
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研究委員会委員（順不同）

氏　名 所　属 氏　名 所　属

委員長 堀田　善治 *1 九州大学 委　員 堀川敬太郎 大阪大学

副委員長 吉田　英雄 住友軽金属工業㈱ 〃 松田　健二※ 富山大学

委　員 穴田　　博＊ 富山大学 〃 村田　　眞＊ 電気通信大学

〃 伊藤　吾朗※ 茨城大学 〃 相浦　　直※ *2 ㈱神戸製鋼所

〃 井上　博史＊ 大阪府立大学 〃 岡田　　浩 日本軽金属㈱

〃 興戸　正純＊※ 名古屋大学 〃 金山　孝範 昭和電工㈱

〃 加藤　数良＊ 日本大学 〃 神戸　洋史＊ 日産自動車㈱

〃 金武　直幸※ 名古屋大学 〃 齋藤　　洋 三菱アルミニウム㈱

〃 鎌土　重晴＊※ 長岡技術科学大学 〃 櫻井　健夫 ㈱神戸製鋼所

〃 熊井　真次※ 東京工業大学 〃 渋江　和久 *3 住友軽金属工業㈱

〃 桑原　利彦 東京農工大学 〃 内田　秀俊 *4 住友軽金属工業㈱

〃 世利　修美 室蘭工業大学 〃 高橋　　明＊ 住友軽金属工業㈱

〃 新家　光雄※ 東北大学 〃 戸次洋一郎 古河スカイ㈱

〃 羽賀　俊雄 大阪工業大学 〃 細見　和弘＊ 住友軽金属工業㈱

*：各研究部会長，※：常設部会長，*1：常設部会長 H21. 5–10，*2： H21. 11追加，*3： H21. 5–H22.3，*4：�渋江委員後任

広報委員会委員（順不同）

氏　名 所　属 氏　名 所　属

委員長 南埜　宜俊 大阪大学 委　員 安藤　裕幸 ㈱神戸製鋼所

副委員長 三輪　謙治 産業技術総合研究所 〃 石川　和徳 古河スカイ㈱

〃 沖　　善成 三協立山アルミ㈱ 〃 岩井　一郎 昭和電工㈱

委　員 久保田正広 日本大学 〃 齋藤　　洋 三菱アルミニウム㈱

〃 小林　正和 豊橋技術科学大学 〃 塩田　正彦 日本軽金属㈱

〃 手塚　裕康 東京工業大学 〃 志賀　信道 住友軽金属工業㈱

〃 春名　　匠 関西大学

国際交流委員会（順不同）

氏　名 所　属 氏　名 所　属

委員長 熊井　真次 東京工業大学 委　員 松田　健二 富山大学

担当理事 小野　幸子 工学院大学 〃 相浦　　直 ㈱神戸製鋼所

副委員長 伊藤　吾朗 茨城大学 〃 麻野　雅三 三菱アルミニウム㈱

〃 浅見　重則 古河スカイ㈱ 〃 坂口　雅司 昭和電工㈱

委　員 梅澤　　修 横浜国立大学 〃 櫻井　健夫 ㈱神戸製鋼所

〃 柴柳　敏哉 大阪大学 〃 土田　孝之 日本軽金属㈱

〃 高山　善匡 宇都宮大学 〃 平野　清一 住友軽金属工業㈱

支部長会（順不同）

氏　名 支部名 氏　名 所　属

委員長 新家　光雄 東北支部 委員 松田　健二 北陸支部

担当理事 仲井　清眞 中国四国支部 〃 吉田　英雄 東海支部

委　員 世利　修美 *1 北海道支部 〃 古城　紀雄 *3 関西支部

〃 高橋　英徳 *2 北海道支部 〃 杉本　隆史 *4 関西支部

〃 本保元次郎 関東支部 〃 中島　英治 九州支部

*1： H21. 5–H22. 3，*2： H22. 4�世利支部長後任，*3： H21. 5–H22. 3，*2： H22.4�古城支部長後任
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大会運営会議委員（順不同）

氏　名 所　属 氏　名 所　属

委員長 加藤　数良 日本大学 委　員 松田　健二 富山大学

副委員長 岡本　一郎 日本軽金属㈱ 〃 本保元次郎 千葉工業大学

委　員 阿相　英孝 工学院大学 〃 櫻井　健夫 ㈱神戸製鋼所

〃 青木孝史朗 芝浦工業大学 〃 東海林　了 古河スカイ㈱

〃 伊藤　吾朗 茨城大学 〃 高井　俊宏 三協立山アルミ㈱

〃 鎌土　重晴 長岡技術科学大学 〃 谷川　久男 三菱アルミニウム㈱

〃 北薗　幸一 首都大学 〃 浜野　秀光 *1 昭和電工㈱

〃 小林　郁夫 東京工業大学 〃 久幸　晃二 *2 昭和電工㈱

〃 鈴木真由美 東北大学 〃 堀内　省志 日本軽金属㈱

〃 廣澤　渉一 横浜国立大学 〃 渡辺　良夫 住友軽金属工業㈱

〃 松澤　和夫 東京都立産業技術高等専門学校

*1： H21. 5–H21. 12，*2： H22. 1�浜野委員後任

軽金属学会参与会委員（順不同）

委　員　名 所　　　属

田端　祥久 経済産業省製造産業局　非鉄金属課長

田口　勝健 アサヒビール㈱　酒類研究開発本部　容器包装研究所長

二宮　　崇 川崎重工業㈱　航空宇宙カンパニー　技術本部　研究部材料技術課　上級専門職

岡本　達雄 ㈱竹中工務店　執行役員

鈴木　康文 (財)鉄道総合技術研究所　研究開発推進室　主幹研究員

清水　真樹 ㈱デンソー　材料技術部　部長

山田　茂雄 トヨタ自動車㈱　シャシー統括部長

熊本　　隆 日産自動車㈱　技術開発本部　材料技術部　部長

寺門　一佳 日立オートモティブシステムズ㈱　パワートレイン＆電子事業部主管技師

牛尾　英明 *3 ㈱本田技術研究所　栃木研究所　上席研究員

川辺 剛 *4 ㈱本田技術研究所　技術企画ブロック　主任研究員

伊藤　義康 *1 ㈱東芝　電力・社会システム技術開発センター技監
石渡　　裕 *2 ㈱東芝　電力・社会システム技術開発センター主幹
入江　隆博 三井造船㈱　技術本部　技術理事

酒井　茂男 三菱重工業㈱　技術本部名古屋研究所　所長

里　　達雄 会長：東京工業大学　教授

金武　直幸 副会長：名古屋大学　教授

池田　勝彦 理事：関西大学　教授

小野　幸子 理事：工学院大学　教授

加藤　数良 理事：日本大学　教授

桑原　利彦 理事：東京農工大学　教授

世利　修美 理事：室蘭工業大学　教授

仲井　清眞 理事：愛媛大学　教授

新家　光雄 理事：東北大学　教授

堀田　善治 理事：九州大学　教授

南埜　宜俊 理事：大阪大学　教授

三輪　謙治 理事：産業技術総合研究所　主幹研究員

本保元次郎 理事：千葉工業大学　教授

池野　　進 監事：富山大学　教授

熊井　真次 常設委員長：東京工業大学　教授

高山　善匡 常設委員長：宇都宮大学准　教授

吉田　英雄 副会長（参与会委員長）：住友軽金属工業㈱　常務研究員

相浦　　直　 理事（参与会副委員長）：㈱神戸製鋼所　アルミ・銅事業部門　技術部担当部長
浅見　重則 理事：古河スカイ㈱　技術顧問

岡本　一郎 理事：日本軽金属㈱　取締役　常務執行役員

沖　　善成 理事：三協立山アルミ㈱顧問

谷川　久男 理事：三菱アルミニウム㈱　監査役

柳本　　茂　 理事：昭和電工㈱　技術顧問

福岡　　潔　 監事：ハイドロアルミニウム・ジャパン㈱　技術顧問
高杉　篤美 (社)日本アルミニウム協会　理事

大園　智哉 (社)軽金属学会　事務局長

合計 39 *1： H21. 5–H21. 10，*2： H21. 11�伊藤委員後任，*3： H21. 5–H22. 2，*4： H22. 2�牛尾委員後任
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ICAA12 組織委員会・実行委員会委員（順不同）

委 員 長 里　　達雄 東京工業大学

副委員長 吉田　英雄 住友軽金属工業㈱

委　　員　 相浦　　直 ㈱神戸製鋼所

〃 浅見　重則 古河スカイ㈱

組織委員会 〃 坂口　雅司 昭和電工㈱

〃 熊井　真次 東京工業大学

〃 伊藤　吾朗 茨城大学

〃 村田　　眞 電気通信大学

〃 小林　俊郎 豊橋技術科学大学名誉教授

委 員 長 熊井　真次 東京工業大学

副委員長 土田　孝之 日本軽金属㈱

〃 高山　善匡 宇都宮大学

主　　査 梅澤　　修 横浜国立大学

委　　員　 戸田　裕之 豊橋技術科学大学

〃 松田　健二 富山大学

〃 中山　栄浩 山梨大学

サーキュラー・プログラム編成 〃 三浦　博己 電気通信大学

〃 小山　克己 古河スカイ㈱

〃 植田　利樹 ㈱神戸製鋼所

〃 神戸　洋史 日産自動車㈱

〃 黒木　康徳 ㈱ IHI
主　　査 高山　善匡 宇都宮大学

委　　員 柴柳　敏哉 大阪大学

〃 山本　厚之 兵庫県立大学

〃 桑原　利彦 東京農工大学

論文審査・論文集編纂 〃 世利　修美 室蘭工業大学

〃 堀田　善治 九州大学

〃 笹嶋　　妥 茨城大学

〃 箕田　　正 住友軽金属工業㈱

〃 中井　　学 ㈱神戸製鋼所実行委員会
主　　査 熊井　真次 東京工業大学

委　　員 廣澤　渉一 横浜国立大学

〃 手塚　裕康 東京工業大学

〃 小林　郁夫 東京工業大学

会場・講演会・バンケット
〃 野田　和彦 芝浦工業大学

〃 本保元次郎 千葉工業大学

〃 細田　秀樹 東京工業大学

〃 川畑　常眞 富山大学

〃 櫻井　健夫 ㈱神戸製鋼所

〃 鈴木　健太 日本軽金属㈱

主　　査 土田　孝之 日本軽金属㈱

委　　員 平野　清一 住友軽金属工業㈱

〃 加藤　良知 昭和電工㈱
展示・エクスカーション・工場見学

〃 石川　和徳 古河スカイ㈱

〃 櫻井　健夫 ㈱神戸製鋼所

〃 麻野　雅三 三菱アルミニウム㈱

〃 久保田正広 日本大学

外部委託
ホームページ，受付・登録，登録料，

浦田　葉子
ICSコンベンションセンター

ツアー，招聘状，ビザ

事務局 会　計・その他 大園　智哉 軽金属学会
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平成 21 年度軽金属論文賞・論文新人賞選考委員会委員 ◎印：委員長

氏　名 所　属 氏　名 所　属

◎吉田　英雄 住友軽金属工業㈱ 福富　洋志 横浜国立大学

奥田　浩司 京都大学 三浦　博己 電気通信大学

桑原　利彦 東京農工大学 吉田　　誠 早稲田大学

小橋　　眞 名古屋大学 岡田　　浩 日本軽金属㈱

佐藤　英一 宇宙航空研究開発機構 梶原　桂 ㈱神戸製鋼所

柴柳　敏哉 大阪大学 渋江　和久 住友軽金属工業㈱

世利　修美 室蘭工業大学 多田　清志 昭和電工㈱

中村　　守 産業技術総合研究所 難波江元広 古河スカイ㈱

新家　光雄 東北大学 山口恵太郎 三菱アルミニウム㈱

平成 21 年度選考委員会　委員構成

平成21年度軽金属論文賞・論文新人賞推薦委員会委員 ◎印：委員長

氏　名 所　属 氏　名 所　属

◎熊井　真次 東京工業大学 松田　健二 富山大学

池田　勝彦 関西大学 本保元次郎 千葉工業大学

加藤　数良 日本大学 山本　厚之 兵庫県立大学

鎌土　重晴 長岡技術科学大学 神戸　洋史 日産自動車㈱

篠嶋　　妥 茨城大学 小山　克己 古河スカイ㈱

斎藤　尚文 産業技術総合研究所 崔　　　祺 三菱アルミニウム㈱

中山　栄浩 山梨大学 植田　利樹 ㈱神戸製鋼所

小野　幸子 工学院大学 土田　孝之 日本軽金属㈱

高山　善匡 宇都宮大学 山ノ井智明 昭和電工㈱

戸田　裕之 豊橋技術科学大学 箕田　　正 住友軽金属工業㈱

堀田　善治 九州大学

第 44 回小山田記念賞選考委員会委員（順不同） ◎印：委員長

氏　名 所　属 氏　名 所　属

◎南埜　宜俊 大阪大学 神戸　洋史 日産自動車㈱

桑原　利彦 東京農工大学 小池　俊勝 ヤマハ発動機㈱

戸田　裕之 豊橋技術科学大学 児玉　　彰 ホンダエンジニアリング㈱

新家　光雄 東北大学 坂口　雅司 昭和電工㈱

堀田　善治 九州大学 菅井　義裕 三菱アルミニウム㈱

松田　健二 富山大学 土田　孝之 日本軽金属㈱

三輪　謙治 産業技術総合研究所 外山猛敏 ㈱デンソー

本保元次郎 千葉工業大学 林　　壮一 トヨタ自動車㈱

石川　和徳 古河スカイ㈱ 水越　秀雄 住友軽金属工業㈱

稲葉　　隆 ㈱神戸製鋼所

第 27 回軽金属奨励賞選考委員会委員（順不同） ◎印：委員長

氏　名 所　属 氏　名 所　属

◎加藤　数良 日本大学 堀川敬太郎 大阪大学

赤堀　俊和 東北大学 松澤　和夫 東京都立産業技術高等専門学校

久保木　孝 電気通信大学 納　　康弘 昭和電工㈱

小林　郁夫 東京工業大学 熊谷　正樹 住友軽金属工業㈱

近藤　勝義 大阪大学 黒田　　周 三菱アルミニウム㈱

中山　栄浩 山梨大学 櫻井　健夫 ㈱神戸製鋼所

廣澤　渉一 横浜国立大学 東海林　了 古河スカイ㈱

船見　国男 千葉工業大学 堀　　久司 日本軽金属㈱
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第 8回軽金属躍進賞選考委員会委員（順不同） ◎印：委員長

氏　名 所　属 氏　名 所　属

◎南埜　宜俊 大阪大学 松田　健二 富山大学

池田　勝彦 関西大学 本保元次郎 千葉工業大学

伊藤　吾朗 茨城大学 相浦　　直 ㈱神戸製鋼所

鎌土　重晴 長岡技術科学大学 齋藤　　洋 三菱アルミニウム㈱

熊井　真次 東京工業大学 佐藤　昭一 昭和電工㈱

桑原　利彦 東京農工大学 東海林　了 古河スカイ㈱

小橋　　眞 名古屋大学 平野　清一 住友軽金属工業㈱

佐藤　英一 宇宙航空研究開発機構 堀内　省志 日本軽金属㈱

土井　　稔 名古屋工業大学 村井　　勉 三協立山アルミ㈱

戸田　裕之 豊橋技術科学大学

第 32 回高橋記念賞選考委員会委員 ◎印：選考委員長

氏　名 所　属 氏　名 所　属

◎新家　光雄 東北大学 金武　直幸 名古屋大学

松浦　清隆 北海道大学 土井　　稔 名古屋工業大学

世利　修美 室蘭工業大学 三輪　謙治 産業技術総合研究所中部センター

小野　信市 ㈱日本製鋼所 渋江　和久 住友軽金属工業㈱

藤原　雅美 日本大学 木下　恭一 豊田自動織機㈱

永井　滋一 昭和電工㈱ 磯部　保明 ㈱デンソー

喜多　和彦 YKK AP㈱ 古城　紀雄 大阪大学

本保元次郎 千葉工業大学 池田　勝彦 関西大学

加藤　数良 日本大学 佃　　市三 昭和電工㈱

青木孝史朗 芝浦工業大学 坪内　憲二 ㈱シマノ

高橋　冬彦 ㈱アーレスティ 大中　　隆 ㈱日本アルミ

堀内　省志 日本軽金属㈱ 大城　直人 大紀アルミニウム工業所㈱

菊池　利明 古河スカイ㈱ 金谷　輝人 岡山理科大学

小林　郁夫 東京工業大学 田渕　　宏 住友化学㈱

渡部　　晶 三菱アルミニウム㈱ 仲井　清眞 愛媛大学

神戸　洋史 日産自動車㈱ 杉本　幸弘 マツダ㈱

松田　健二 富山大学 堀田　善治 九州大学

池野　　進 富山大学 河村　能人 熊本大学

村上　　哲 アイシン軽金属㈱ 長谷部光弘 九州工業大学

秋吉　勝海 新日軽㈱ 三久保　滋 九州三井アルミニウム工業㈱

新瀬　　誠 YKK AP㈱

第 1回軽金属女性未来賞選考委員会委員（順不同） ◎印：委員長

氏　名 所　属 氏　名 所　属

◎小野　幸子 工学院大学 世利　修美 室蘭工業大学

伊藤　吾朗 茨城大学 麻野　雅三 三菱アルミニウム㈱

鎌土　重晴 長岡技術科学大学 穴見　敏也 日本軽金属㈱

熊井　真次 東京工業大学 石川　和徳 古河スカイ㈱

小橋　　眞 名古屋大学 金山　孝範 昭和電工㈱

佐藤　英一 宇宙航空研究開発機構 櫻井　健夫 ㈱神戸製鋼所

柴柳　敏哉 大阪大学 坂下　満雄 三協立山アルミ㈱

関　　史江 東京大学 平野　清一 住友軽金属工業㈱
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第 13 回軽金属学会賞，第 12 回軽金属学会功労賞並びに第 8回軽金属功績賞選考委員会 ◎印：委員長

氏　名 所　属・役　職

◎里　　達雄 東京工業大学教授

金武　直幸 名古屋大学教授

吉田　英雄 住友軽金属工業㈱常務研究員

池田　勝彦 関西大学教授

小野　幸子 工学院大学教授

加藤　数良 日本大学教授

桑原　利彦 東京農工大学教授

世利　修美 室蘭工業大学教授

仲井　清眞 愛媛大学教授

新家　光雄 東北大学教授

堀田　善治 九州大学教授

南埜　宜俊 大阪大学教授

三輪　謙治 産業技術総合研究所主幹研究員

本保元次郎 千葉工業大学教授

浅見　重則 古河スカイ㈱技術顧問

岡本　一郎 日本軽金属㈱取締役常務執行役員

相浦　　直 ㈱神戸製鋼所アルミ・銅カンパニー技術部担当部長
谷川　久男 三菱アルミニウム㈱監査役

沖　　善成 三協立山アルミ㈱顧問

柳本　　茂 昭和電工㈱技術顧問

池野　　進 富山大学教授

福岡　　潔 ハイドロアルミニウム・ジャパン㈱技術顧問

第 116 回春期大会実行委員会委員構成

役　割 氏　名 所　属 氏　名 所　属

実行委員長 世利　修美 室蘭工業大学 実行委員 岩渕　義孝 釧路工業高等専門学校

副実行委員長 松浦　清隆 北海道大学 高田　与男 ㈱コベルコ科研

小野　信市 ㈱日本製鋼所 境　　昌宏 室蘭工業大学

実行委員 高橋　英明 旭川工業高等専門学校 宮崎　　忠 旭川工業高等専門学校

橋　英徳 北海道立工業試験場 池田　慎一 苫小牧工業高等専門学校

鞘師　　守 北見工業大学 坂入　正敏 北海道大学大学院工学研究科

福地　正明 北海道職業能力開発短期大学校 茅野　林造 ㈱日本製鋼所

大笹　憲一 北海道大学 新井田要一 室蘭工業大学

佐藤　忠夫 室蘭工業大学 顧　問 石川　達雄 北海道大学名誉教授

斎藤　英之 室蘭工業大学 工藤　昌行 北海道大学名誉教授

大参　達也 北海道大学

第 117 回秋期大会実行委員会委員構成

役　割 氏　名 所　属 役　割 氏　名 所　属

実行委員長 村田　　眞 電気通信大学 実行委員 熊谷　誠二 住友軽金属工業㈱

副委員長 三浦　博己 電気通信大学 山中　雅人 ㈱ヤマナカゴーキン

幹　事 久保木　孝 電気通信大学 塩田　一路 工学院大学

実行委員 正田　良治 ㈱神戸製鋼所 関　　史江 東京大学

星野　倫彦 日本大学 鷹野　一朗 工学院大学

朝比奈敏勝 日本大学 田辺　　郁 千葉工業大学

一之瀬和夫 工学院大学 手塚　裕康 東京工業大学

伊藤　　操 木更津工業高等専門学校 浜野　秀光 昭和電工㈱

金　　英俊 ㈱アマダ 長海　博文 日本軽金属㈱

小山　省一 ㈱アマダ 松澤　和夫 東京都立産業技術高等専門学校

神戸　洋史 日産自動車株式会社 森　　謙介 古河スカイ㈱

木山　　啓 ホンダエンジニアリング㈱ 本保元次郎 千葉工業大学

高橋　和仁 電気通信大学 渡部　　晶 三菱アルミニウム㈱

久保田正広 日本大学 顧　問 越智　保雄 電気通信大学




