
代議員名簿
(2022年6月3日定時総会終了後～2024年6月定時総会終了まで）

 2023年4月10日

支部名 通NO 氏名 所属機関 支部名 通NO 氏名 所属機関

東北北海道支部 1 忠永　清治 北海道大学 東海支部 ◆84 牛込　伸隆 (株)ＴＹＫ 

12名 2 山根　久典 東北大学 29名 ◆85 太田　滋俊 美濃窯業(株) 

3 斎藤　英俊 長岡技術科学大学 86 大槻　主税 名古屋大学 

4 岡元　智一郎 長岡技術科学大学 87 大矢　豊 岐阜大学 

5 大野　智也 北見工業大学 88 長田　実 名古屋大学 

6 林　滋生 秋田大学 ◆89 尾堂　真一 日本特殊陶業(株) 

7 二階堂　満 一関工業高等専門学校 90 加藤　誠二 ヤマカ陶料(株) 

8 木村　勇雄 新潟大学 ◆91 加藤　博 (株)ノリタケカンパニーリミテド 

9 鵜沼　英郎 山形大学 92 小島　多喜男 日本特殊陶業(株) 

10 西井　準治 北海道大学 ◆93 小林　茂 日本ガイシ(株) 

11 滝沢　博胤 東北大学 94 小林　雄一 愛知工業大学 

12 藤原　巧 東北大学 95 坂本　渉 中部大学 

関東支部 13 相澤　守 明治大学 ◆96 桜井　聡 伊藤忠セラテック(株) 

68名 14 明渡　純 産業技術総合研究所 ◆97 獅山　有邦 （一財）ファインセラミックスセンター 

15 粟津　浩一 産業技術総合研究所 ◆98 志手　秀司 共立マテリアル(株) 

◆16 池本　義永 クアーズテック（株） ◆99 志満津　孝 (株)豊田中央研究所 

17 板谷　清司 上智大学 ◆100 白井　康裕 (株)ＬＩＸＩＬ　

18 一ノ瀬　昇 早稲田大学 101 高田　雅介 （一財）ファインセラミックスセンター 

◆19 伊東　弘之 板硝子協会 102 竹内　繁樹 あいち産業科学技術総合センター産業技術センター　

20 稲熊　宜之 学習院大学 ◆103 松原　弘一 岐阜県セラミックス研究所 

21 井上　博之 東京大学 105 新野　真紀子 日本ガイシ(株) 

◆22 今井　俊夫 デンカ（株） 106 橋本　忠範 三重大学 

23 上川　直文 千葉大学 107 橋本　雅美 （一財）ファインセラミックスセンター 

24 大倉　利典 工学院大学 108 坂　えり子 名城大学

25 大橋　直樹 物質・材料研究機構 109 福田　功一郎 名古屋工業大学 

26 大矢根　綾子 産業技術総合研究所 110 藤田　悟 (株)豊田中央研究所 

27 小川　賢治 東ソー（株） 111 松田　厚範 豊橋技術科学大学 

28 梶原　浩一 東京都立大学 112 松原　一郎 産業技術総合研究所

29 川村　知栄 太陽誘電（株） 関西支部 113 細倉　匡 （株）村田製作所

30 熊田　伸弘 山梨大学 27名 114 今中　信人 大阪大学

31 黒田　一幸 早稲田大学 115 内野　隆司 神戸大学

32 神津　薫 国士舘大学 116 胡内　章 （株）ニッカトー

33 小嶋　芳行 日本大学 117 田中　勝久 京都大学

34 小西　幸宏 太陽誘電（株） 118 三井　博子 東レ（株）

35 坂井　悦郎 東京工業大学 119 幸塚　広光 関西大学

36 目　義雄 物質・材料研究機構 ◆120 久保寺　紀之 （株）村田製作所

37 篠崎　和夫 東京工業大学 ◆121 中村　嘉孝 パナソニック インダストリー（株）

◆38 島村　琢哉 AGC（株） 122 林　晃敏 大阪公立大学

◆39 清水　正 セントラル硝子（株） 123 山本　真理 大阪産業技術研究所

40 菅原　義之 早稲田大学 124 青井　芳史 龍谷大学

41 鈴木　達 物質・材料研究機構 125 辰巳砂　昌弘 大阪公立大学

42 鈴木　久男 静岡大学 126 中島　靖 第一稀元素化学工業（株）

43 須山　章子 東芝エネルギーシステムズ（株） 127 高橋　雅英 大阪公立大学

44 瀬川　浩代 物質・材料研究機構 ◆128 大西　宏司 （株）ニッカトー

45 単　躍進 宇都宮大学 129 長谷川　真也 パナソニック（株）

46 130 服部　明彦 日本板硝子（株）

47 多々見　純一 横浜国立大学 131 平尾　一之 京都市成長産業創造センター

48 田中　優実 東京理科大学 132 北村　直之 産業技術総合研究所

49 樽田　誠一 信州大学 133 関野　徹 大阪大学

50 崔　京九 ＴＤＫ（株） ◆134 有岡　雅行 日本電気硝子（株）

51 手嶋　勝弥 信州大学 ◆135 森　重樹 日本板硝子（株）

52 手束　聡子 千葉科学大学 ◆136 山村　幸治 日本山村硝子（株）

◆53 登坂　正一 太陽誘電（株） 137 山崎 博樹 日本電気硝子（株）

54 徳留　弘優 ＴＯＴＯ（株） 138 若杉　隆 京都工芸繊維大学

55 中島　光一 茨城大学 ◆139 高田　修一 TOMATEC（株）

56 中島　章 東京工業大学 中国四国支部 140 犬丸　啓 広島大学

57 永田　肇 東京理科大学 9名 141 福原　実 岡山理科大学

58 中村　美穂 University of Turku 142 藤代　史 高知大学

59 西村　聡之 物質・材料研究機構 143 青野　宏通 愛媛大学

60 橋本　和明 千葉工業大学 144 難波　徳郎 岡山大学

◆61 鳩野　広典 ＴＯＴＯ（株）茅ヶ崎工場 145 増井　敏行 烏取大学

62 花屋　実 群馬大学 146 森賀　俊広 徳島大学

◆63 岡田　智 三菱マテリアル（株）イノベーションセンター ◆147 竹内　和彦 黒崎播磨（株）備前工場

64 原田　耕一 （株）東芝 ◆148 有馬　慎弥 （株）セラテクノ備前工場

65 樋口　昌史 東海大学 九州支部 ◆149 江川　和宏 黒崎播磨（株）

◆66 不死原　正文 太平洋セメント（株） 12名 ◆150 岩尾　慶一 岩尾磁器工業（株）

67 藤原　忍 慶應義塾大学 ◆151 岩崎 史哲 （株）トクヤマ

◆68 藤原　弘之 品川リフラクトリーズ（株） ◆152 毛利　茂樹 日本タングステン（株）

69 細野　秀雄 東京工業大学 153 古田　祥知子 佐賀県窯業技術センター

70 堀田　照久 産業技術総合研究所 154 山田　浩志 産業技術総合研究所

71 前田　敬 東京理科大学 155 大瀧　倫卓 九州大学

72 宮下　徳彦 三井金属鉱業（株） 156 松田　元秀 熊本大学

73 本橋　輝樹 神奈川大学 157 藤森　宏高 山口大学

74 安盛　敦雄 東京理科大学 158 鮫島　宗一郎 鹿児島大学

75 柳田　さやか （地独）東京都立産業技術研究センター 159 植田　和茂 九州工業大学

◆76 矢野　友三郎 （一社）日本ファインセラミックス協会 160 松永　直樹 宮崎大学

77 山下　仁大 東京医科歯科大学

78 山本　文子 芝浦工業大学 ◆色が付いている代議員は、特別会員代表者として代議員になられている方です．

79 脇原　徹 東京大学

80 綿打　敏司 山梨大学

北陸支部 ◆81 中村　元 信越化学工業（株）磁性材料研究所

3名 82 露本　伊佐男 金沢工業大学

83 佐伯　淳 富山大学

・通No.46の候補者は逝去されましたため空欄としております。


