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⽇本応⽤数理学会 2020（令和 2）年度 役員 

 

会⻑ １名（定数１名） 

岡本 久 学習院⼤学 

 

副会⻑ ３名（定数３名） 

今関 修 ⿅島建設（株） 

梶原 健司 九州⼤学 

櫻井 鉄也 筑波⼤学 

 

理事２０名（定数２０名） 

⽯村 直之 中央⼤学 

今関 修 ⿅島建設（株） 

岡澤 健介 ⽇本製鉄（株） 

岡本 久 学習院⼤学 

荻⽥ 武史 東京⼥⼦⼤学 

梶原 健司 九州⼤学 

神⼭ 雅⼦ （公財）鉄道総合技術研究所 

⿑藤 宣⼀ 東京⼤学 

櫻井 鉄也 筑波⼤学 

佐藤 ⼤輔 ⽇本電信電話（株） 
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関川 浩 東京理科⼤学 

⽥辺 隆⼈ （株）NTT データ数理システム 

⼟屋 卓也 愛媛⼤学 

直野 健 （株）⽇⽴製作所 

永井 敦 津⽥塾⼤学 

中⼝ 悦史 東京医科⻭科⼤学 

降籏 ⼤介 ⼤阪⼤学 

丸野 健⼀ 早稲⽥⼤学 

森⼭ 園⼦ ⽇本⼤学 

⼭中 脩也 明星⼤学 

 

監事 ２名（定数２名） 

内⼭ 成憲 ⾸都⼤学東京 

尊⽥ 嘉之 AGC（株） 
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⽇本応⽤数理学会 2020（令和 2）年度 代表会員  

120 名（定員 122 名） 

 

合原 ⼀幸 東京⼤学 

秋⼭ 浩⼀郎 （株）東芝 

畔上 秀幸 名古屋⼤学 

⽯井 惠三 （株）くいんと 

⽯⽥ 祥⼦ 明治⼤学 

⽯村 直之 中央⼤学 

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 エクォス・リサーチ（株） 

伊藤 聡 （公財）計算科学振興財団 

伊藤 聡 統計数理研究所 

伊藤 弘道 東京理科⼤学 

井上 啓 ⼭陽⼩野⽥市⽴⼭⼝東京理科⼤学 

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） 
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今倉 暁 筑波⼤学 

今関 修 ⿅島建設（株） 

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 

内⼭ 成憲 東京都⽴⼤学 

梅⽥ 裕平 （株）富⼠通研究所 

⼤⽯ 進⼀ 早稲⽥⼤学 

岡澤 健介 ⽇本製鉄（株） 

緒⽅ 隆盛 ⽇本電気（株） 

岡本 久 学習院⼤学 

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 
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⽚峯 英次 岐⾩⼯業⾼等専⾨学校 

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 

河合 孝純 東京都市⼤学 

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 

岸本 ⼀男 筑波⼤学名誉教授／東京理科⼤学 

久保⽥ 光⼀ 中央⼤学 

倉橋 貴彦 ⻑岡技術科学⼤学 

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 

⿑藤 宣⼀ 東京⼤学 

坂上 貴之 京都⼤学 

櫻井 鉄也 筑波⼤学 

櫻⽥ 英樹 ⽇本電信電話（株） 

佐古 和恵 早稲⽥⼤学 

佐々⽊ 多希⼦ 茨城⼯業⾼等専⾨学校 

佐藤 ⼤輔 ⽇本電信電話（株） 

篠原 靖志 （⼀財）電⼒中央研究所 
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代⽥ 健⼆ 愛知県⽴⼤学 

杉⼭ ⽂⼦ 京都⼤学 

杉⼭ 将 （国研）理化学研究所／東京⼤学 

鈴⽊ ⼤慈 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 

関根 順 ⼤阪⼤学 

善甫 康成 法政⼤学 

曽我部 知広 名古屋⼤学 

尊⽥ 嘉之 AGC（株） 

⾼⽊ 剛 東京⼤学 

⾼島 克幸 三菱電機（株） 

⾼⽥ 章 ロンドン⼤学 

⾼橋 桂⼦ （国研）海洋研究開発機構 

⾼橋 ⼤輔 早稲⽥⼤学 

⾼橋 俊彦 （株）カジマアイシーティ 

多⽥野 寛⼈ 筑波⼤学 

⽥辺 隆⼈ （株）NTT データ数理システム 

張 紹良 名古屋⼤学 

塚⽥ 恭章 関東学院⼤学 
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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 

直野 健 （株）⽇⽴製作所 

永井 敦 津⽥塾⼤学 

中⼝ 悦史 東京医科⻭科⼤学 

中島 研吾 東京⼤学 

中村 振⼀郎 （国研）理化学研究所 

中村 佳正 京都⼤学 

⻑⼭ 雅晴 北海道⼤学 

奈良 ⾼明 東京⼤学 

⻄浦 廉政 北海道⼤学名誉教授 

⻄村 直志 京都⼤学 

萩⽥ 真理⼦ お茶の⽔⼥⼦⼤学 

速⽔ 謙 国⽴情報学研究所 

福⽥ 亜希⼦ 芝浦⼯業⼤学 

藤⽥ 景⼦ 富⼭⼤学 

降籏 ⼤介 ⼤阪⼤学 

堀之内 成明 （株）豊⽥中央研究所 

松尾 和⼈ 神奈川⼤学 
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松尾 宇泰 東京⼤学 

松本 純⼀ （国研）産業技術総合研究所 

丸野 健⼀ 早稲⽥⼤学 

村重 淳 茨城⼤学 

村松 正和 電気通信⼤学 

室⽥ ⼀雄 東京都⽴⼤学 

森⼝ 聡⼦ 東京都⽴⼤学 

森⼭ 園⼦ ⽇本⼤学 

⾕⼝ 隆晴 神⼾⼤学 

柳⽥ 英⼆ 東京⼯業⼤学 

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 

由良 ⽂孝 公⽴はこだて未来⼤学 

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 ⿃取⼤学 

渡邊 芳英 同志社⼤学 

  

以上 

 


