
 

 

⽇本応⽤数理学会 2016（平成 28）年度 役員 

 

会⻑ １名（定数１名） 

⼤⽯ 進⼀ 早稲⽥⼤学 

 

副会⻑ ３名（定数３名） 

畔上 秀幸 名古屋⼤学 

岩⽥ 覚 東京⼤学 

⾼島 克幸 三菱電機（株） 

 

理事２０名（定数２０名） 

畔上 秀幸 名古屋⼤学 

井⼿ 貴範 アイシン・エィ・ダブリュ(株) 

今井 桂⼦ 中央⼤学 

今⻄ 悦⼆郎 (株)神⼾製鋼所 

岩⽥ 覚 東京⼤学 

⼤⽯ 進⼀ 早稲⽥⼤学 

⼤⼭ 達雄 政策研究⼤学院⼤学 

⼩川 知之 明治⼤学 

荻⽥ 武史 東京⼥⼦⼤学 

⽚岡 ⼀朗 (株)⽇⽴製作所 

國府 寛司 京都⼤学 

櫻井 鉄也 筑波⼤学 



 

 

佐古 和恵 ⽇本電気(株) 

関川 浩 東京理科⼤学 

⾼島 克幸 三菱電機（株） 

友枝 明保 武蔵野⼤学 

中⼝ 悦史 東京医科⻭科⼤学 

松尾 宇泰 東京⼤学 

⼭本 野⼈ 電気通信⼤学 

吉⽥ 真紀 （国研）情報通信研究機構 

 

監事 ２名（定数２名） 

今井 隆太 みずほ情報総研（株） 

時弘 哲治 東京⼤学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

⽇本応⽤数理学会 2016（平成 28）年度 代表会員 

119 名（定数 122 名） 

 

合原 ⼀幸 東京⼤学 

秋葉 博 東京⼤学 

秋⼭ 浩⼀郎 (株)東芝 

畔上 秀幸 名古屋⼤学 

池⽥ 勉 ⿓⾕⼤学 

⽯井 惠三 (株)くいんと 

⽯渡 恵美⼦ 東京理科⼤学 

⽯渡 哲哉 芝浦⼯業⼤学 

⽯渡 通徳 ⼤阪⼤学 

磯 祐介 京都⼤学 

井⼿ 貴範 アイシン・エィ・ダブリュ(株) 

伊藤 聡 （国研）理化学研究所 

伊藤 弘道 東京理科⼤学 

井ノ⼝ 順⼀ 筑波⼤学 

今井 桂⼦ 中央⼤学 

今井 隆太 みずほ情報総研(株) 

今⻄ 悦⼆郎 (株)神⼾製鋼所 

今村 俊幸 （国研）理化学研究所 

岩﨑 雅史 京都府⽴⼤学 

岩⽥ 覚 東京⼤学 



 

 

岩宮 敏幸 （国研）宇宙航空研究開発機構 

上⼭ ⼤信 明治⼤学 

宇治野 秀晃 群⾺⼯業⾼等専⾨学校 

内⼭ 成憲 ⾸都⼤学東京 

内⼭ 匡 ＮＴＴアドバンステクノロジ（株） 

梅野 健 京都⼤学 

江澤 良孝 東洋⼤学 

⼤⽯ 進⼀ 早稲⽥⼤学 

⼤塚 厚⼆ 広島国際学院⼤学 

⼤⼭ 達雄 政策研究⼤学院⼤学 

緒⽅ 隆盛 ⽇本電気(株) 

岡本 久 京都⼤学 

⼩川 知之 明治⼤学 

荻⽥ 武史 東京⼥⼦⼤学 

奥⽥ 洋司 東京⼤学 

奥⽥ 昌宏 キヤノン(株) 

奥富 秀俊 東芝情報システム(株) 

尾崎 克久 芝浦⼯業⼤学 

梶原 健司 九州⼤学 

梶原 毅 岡⼭⼤学 

⽚岡 ⼀朗 (株)⽇⽴製作所 

⽚桐 孝洋 名古屋⼤学 情報基盤センター 

⾦児 純司 (株)富⼠通研究所 



 

 

神⼭ 雅⼦ (公財)鉄道総合技術研究所 

川原 仁志 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 

儀我 美⼀ 東京⼤学 

菊池 昇 (株)豊⽥中央研究所 

菊地 ⽂雄 東京⼤学（名誉教授） 

⽊村 英紀 早稲⽥⼤学 

⽊村 正⼈ ⾦沢⼤学 

桑原 善太 三菱 UFJ 証券ホールディングス（株） 

國府 寛司 京都⼤学 

⼩机 わかえ 神奈川⼯科⼤学 

近藤 継男 (株)豊⽥中央研究所 

⿑藤 宣⼀ 東京⼤学 

坂上 貴之 京都⼤学 

坂元 国望 広島⼤学 

櫻井 鉄也 筑波⼤学 

佐古 和恵 ⽇本電気(株) 

佐々 成正 ⽇本原⼦⼒研究開発機構 

薩摩 順吉 武蔵野⼤学 

篠原 靖志 (⼀財)電⼒中央研究所 

東海林 まゆみ ⽇本⼥⼦⼤学 

代⽥ 健⼆ 愛知県⽴⼤学 

杉原 厚吉 明治⼤学 

杉原 正顯 ⻘⼭学院⼤学 



 

 

杉⼭ 将 東京⼤学 

鈴⽊ 貴 ⼤阪⼤学 

須⽥ 礼仁 東京⼤学 

関川 浩 東京理科⼤学 

善甫 康成 法政⼤学 

曽我部 知広 名古屋⼤学 

⾼島 克幸 三菱電機(株) 

⾼⽥ 章 旭硝⼦(株) 

髙⽥ 俊和 元 NEC 基礎研究所 

⾼橋 桂⼦ (独)海洋研究開発機構 

⾼橋 ⼤輔 早稲⽥⼤学 

⾼橋 俊彦 ⿅島建設(株) 

多⽥野 寛⼈ 筑波⼤学 

⽥端 正久 早稲⽥⼤学 

張 紹良 名古屋⼤学 

塚⽥ 恭章 ⽇本電信電話（株） 

⼟⾕ 隆 政策研究⼤学院⼤学 

⼟屋 卓也 愛媛⼤学 

時弘 哲治 東京⼤学 

友枝 明保 武蔵野⼤学 

中尾 充宏 九州⼤学（名誉教授） 

中⼝ 悦史 東京医科⻭科⼤学 

中島 研吾 東京⼤学 



 

 

中村 憲 ⾸都⼤学東京 

中村 振⼀郎 （国研）理化学研究所 

中村 正彰 元 ⽇本⼤学 

中村 佳正 京都⼤学 

奈良 ⾼明 東京⼤学 

⻄浦 廉政 東北⼤学 

⻄村 直志 京都⼤学 

萩⽥ 真理⼦ お茶の⽔⼥⼦⼤学 

萩⾕ 昌⼰ 東京⼤学 

萩原 ⼀郎 明治⼤学 

畑上 到 ⾦沢⼤学 

速⽔ 謙 国⽴情報学研究所 

福井 義成 （国研）海洋研究開発機構 

降籏 ⼤介 ⼤阪⼤学 

松尾 宇泰 東京⼤学 

松本 純⼀ （国研）産業技術総合研究所 

三井 斌友 名古屋⼤学（名誉教授） 

村重 淳 茨城⼤学 

室⽥ ⼀雄 ⾸都⼤学東京 

⾕⼝ 隆晴 神⼾⼤学 

柳⽥ 英⼆ 東京⼯業⼤学 

⽮部 邦明 (⼀財)電⼒中央研究所 

⼭⽥ 道夫 京都⼤学 



 

 

⼭中 脩也 明星⼤学 

⼭本 野⼈ 電気通信⼤学 

横張 孝志 (株)⽇⽴製作所 

吉⽥ 真紀 （国研）情報通信研究機構 

吉村 和之 ⽇本電信電話(株) 

渡邊 芳英 同志社⼤学 


