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公益社団法人移行後の最初の代表理事候補者，理事候補者，代議員候補者
(50音順敬称略)

平成24年 4 月25日に開催いたしました第76回通常社員総会において，公益社団法人移行後の代表理事候補者，理事候補

者，代議員候補者を選任しましたので，ご報告いたします．

(注「候補者」と記載した理由は，新法人の設立登記が就任の留保条件となっているためです)

代表理事候補者

掛下 知行 大阪大学大学院工学研究科教授

理事候補者(20名)　　　　　

(1 事業年度10名)

鵜飼 重治 北海道大学大学院工学研究院教授

掛下 知行 大阪大学大学院工学研究科教授

金武 直幸 名古屋大学大学院工学研究科教授

佐々木 元 広島大学工学研究院教授

佐藤 一則 長岡技術科学大学工学部教授

津崎 兼彰 物質・材料研究機構センター長

西田 稔 九州大学大学院総合理工学研究院教授

原 信義 東北大学大学院工学研究科教授

福富 洋志 横浜国立大学大学院工学研究院教授

古原 忠 東北大学金属材料研究所教授

(2 事業年度10名)

大庭 卓也 島根大学総合理工学部教授

興戸 正純 名古屋大学大学院工学研究科教授

河村 能人 熊本大学大学院自然科学研究科教授

白井 泰治 京都大学大学院工学研究科教授

鈴木 亮輔 北海道大学大学院工学研究院教授

新家 光雄 東北大学金属材料研究所所長・教授

西方 篤 東京工業大学大学院理工学研究科教授

松田 健二 富山大学大学院理工学研究部教授

御手洗容子 物質・材料研究機構グループリーダー

南埜 宜俊 大阪大学大学院工学研究科教授

代議員候補者(96名)　　　　　　

(1 事業年度48名)

北海道地区

鵜飼 重治 北海道大学大学院工学研究院教授

(2 事業年度48名)

鈴木 亮輔 北海道大学大学院工学研究院教授

桃野 正 室蘭工業大学大学院教授

東北地区

中村 崇 東北大学多元物質科学研究所教授

那須 稔雄 山形大学地域教育文化学部教授

原 信義 東北大学大学院工学研究科教授

古原 忠 東北大学金属材料研究所副所長・教授

吉澤 正人 岩手大学工学部教授

粉川 博之 東北大学大学院工学研究科教授

進藤 大輔 東北大学多元物質科学研究所教授

鈴木 茂 東北大学多元物質科学研究所教授

高梨 弘毅 東北大学金属材料研究所副所長・教授

新家 光雄 東北大学金属材料研究所所長・教授

関東地区

阿部 英司 東京大学工学系研究科准教授

植森 龍治 新日本製鐵株鉄鋼研究所部長

遠藤 裕寿 日立電線株技術研究所部長

太田 弘道 茨城大学工学部教授

大村 孝仁 物質・材料研究機構グループリーダー

加藤 隆彦 株日立製作所日立研究所主管研究員

熊井 真次 東京工業大学大学院総合理工学研究科教授

桜井 寛 日産自動車株材料技術部主担

津崎 兼彰 物質・材料研究機構センター長

丹羽 直毅 工学院大学名誉教授

塙 隆夫 東京医科歯科大学生体材料工学研究所教授

春山 修身 東京理科大学理工学部教授

福富 洋志 横浜国立大学大学院工学研究院教授

星野 俊幸 JFE スチール株スチール研究所部長

増田 千利 早稲田大学理工学術総合研究所教授

峯村 哲郎 日立金属株開発センター副センター長

三宅 行一 三井金属鉱業株総合研究所研究員

矢作 政隆 JX 日鉱日石金属株技術部長

相浦 直 株神戸製鋼所アルミ銅事業部門部長

浅沼 博 千葉大学大学院工学研究科教授

小豆島 明 横浜国立大学大学院工学研究院教授

伊藤 公久 早稲田大学基幹理工学部教授

今井 潔 株東芝電力・社会システム技術開発センター主査

大堀 學 日本精工株基盤技術研究所所長

岸本 康夫 株JFE スチールスチール研究所部長

木村 薫 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授

小林 政信 千葉工業大学工学部教授

近藤 義宏 防衛大学校システム工学群教授

神保 至 東海大学工学部教授

成田 正幸 株本田技術研究所主任研究員

西方 篤 東京工業大学大学院理工学研究科教授

錦織 卓郎 株IHI 経営企画部部長

野瀬 哲郎 新日本製鐵株鉄鋼研究所部長

水上 英夫 住友金属工業株総合技術研究所主任研究員

御手洗容子 物質・材料研究機構グループリーダー

森田 一樹 東京大学生産技術研究所教授

吉永 直樹 新日本製鐵株技術開発本部部長
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東海地区

金武 直幸 名古屋大学大学院工学研究科教授

小坂井孝生 名古屋工業大学大学院工学研究科教授

清水 哲也 大同特殊鋼株特殊鋼研究所所長

鈴木 眞一 株東海テクノリサーチ(勤務先変更)

牧 清二郎 三重大学大学院工学研究科教授

荒谷 昌利 JFE スチール株スチール研究所主任研究員

伊崎 昌伸 豊橋技術科学大学大学院工学研究科教授

上宮 成之 岐阜大学工学部教授

興戸 正純 名古屋大学大学院工学研究科教授

松本 章宏 産業技術総合研究所研究グループ長

森 元秀 トヨタ自動車株有機材料技術部室長(部署変更)

北陸信越地区

佐藤 一則 長岡技術科学大学工学部教授

清水 保雄 信州大学工学部教授

羽木 秀樹 福井工業大学工学部教授

岸 陽一 金沢工業大学教授

松田 健二 富山大学大学院理工学研究部教授

関西地区

池松 陽一 新日本製鐵株技術開発本部部長

太田 元基 日立金属株開発センター研究員

沖 幸男 近畿大学理工学部教授

掛下 知行 大阪大学大学院工学研究科教授

酒井 明 京都大学大学院工学研究科教授

佐藤 嘉洋 大阪市立大学大学院工学研究科教授

藤田 直也 大阪府立産業技術総合研究所課長

道場 康二 川崎重工業株技術技術研究所材料研究部長

柳谷 彰彦 山陽特殊製鋼株常務取締役粉末事業部長

飴山 惠 立命館大学理工学部教授

香月 太 住友金属工業株総合技術研究所部長

鴨志田真一 日新製鋼株技術研究所主任研究員

白井 泰治 京都大学大学院工学研究科教授

竹中 俊英 関西大学化学生命工学部教授

畑野 等 株神戸製鋼所材料研究所材質制御研究室長

南埜 宜俊 大阪大学大学院工学研究科教授

森 茂生 大阪府立大学大学院工学研究科教授

山本 厚之 兵庫県立大学大学院工学研究科教授

中国四国地区

金谷 輝人 岡山理科大学工学部教授

佐々木 元 広島大学工学研究院教授

高橋 明彦 新日鐵住金ステンレス株研究センター長

仲井 清眞 愛媛大学大学院理工学研究科教授

大庭 卓也 島根大学総合理工学部教授

久保田邦親 日立金属株安来工場主任研究員

陳 中春 鳥取大学大学院工学研究科教授

九州地区

恵良 秀則 九州工業大学大学院工学研究院教授

西田 稔 九州大学大学院総合理工学研究院教授

村井 暢宏 株住友金属小倉商品開発部部長

鎌田 政智 三菱重工業株長崎研究所次長

河村 能人 熊本大学大学院自然科学研究科教授

事業年度の任期公益社団法人の登記日から，新法人の最初に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結のときまで

事業年度の任期公益社団法人の登記日から，新法人の 2 回目に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結のときまで

◇ ◇ ◇


