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北海道 手島 昌一 ｱﾝｸﾞﾙﾄﾗｲ(株) 埼玉県 渡部 義晴 東京都 矢野 宏 応用計測研究所(株)
福島県 與那嶺 三吉 茨城県 石田 一 〃 田口 伸 American Supplier Inst. Inc.
宮城県 柱 博志 ｱﾙﾌﾟｽ電気(株) 〃 鴨下 隆志 応用計測研究所(株) 〃 土屋 元彦
〃 菊地 富男 KTS&C(自営) 〃 池嶋 昭一 理想科学工業(株) 〃 嘉指 伸一 嘉指技術品質研究所
〃 三森 智之 ｱﾙﾌﾟｽ電気(株) 栃木県 大工原 友幸 ｶﾙｿﾆｯｸｶﾝｾｲ(株) 〃 杉山 一宏 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ(株)

福島県 白木 信 ｱﾙﾊﾟｲﾝ(株) 埼玉県 高木 俊雄 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾃｸﾉﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ(株) 〃 深澤 宏 (株)ｱﾙﾋﾞｵﾝ
〃 山野 竹秀 ｱﾙﾊﾟｲﾝ(株) 〃 小島 洋一 TI ｱｻﾋ(株) 〃 日座 和典 (株)日立製作所

宮城県 大久保 克俊 (株)仙台ﾆｺﾝ 栃木県 高久 馨 (有)高久総合研究所 〃 黄 廷  彬 悟達客股?有限公司
〃 小野 元久 宮城教育大学 埼玉県 鷺谷 武明 ﾎﾞｯｼｭ(株) 〃 澤田 位

北海道 飯田 憲一 北海道立総合研究機構 栃木県 青木 昭夫 帝京大学 〃 飛田 啓輔 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ(株)
岩手県 和合 健 地方独立行政法人岩手県工業技術ｾﾝﾀｰ 埼玉県 正道寺 勉 日本工業大学 〃 松坂 昌司 松坂ﾃｨｰｴﾑｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ(株)
青森県 木村 英俊 鶴田町立鶴田中学校 千葉県 矢野 耕也 日本大学 〃 小木曽 元一 (株)IHI
福島県 植 英規 福島工業高等専門学校 群馬県 石井 克明 群馬県繊維工業試験場 〃 大村 欽也 ｷﾔﾉﾝ(株)

埼玉県 斎藤 之男 芝浦工業大学 〃 越水 重臣 産業技術大学院大学
神奈川県 立林 和夫 群馬県 久米原 宏之 地域産学官連携ものづくり研究機構 〃 河内 理 宇宙航空研究開発機構

〃 救仁郷 誠 富士ｾﾞﾛｯｸｽ(株) 〃 櫻井 文仁 群馬工業高等専門学校 〃 中島 尚登 東京慈恵会医科大学
〃 白井 則歳 富士ﾌｲﾙﾑ(株)
〃 細川 哲夫 (株)ﾘｺｰ 長野県 増田 雪也 (有)増田技術事務所 静岡県 森 輝雄 森技術士事務所
〃 宇田川 浩二 富士ｾﾞﾛｯｸｽ(株) 富山県 林 裕人 有限会社ｱｲｳｴﾙ 岐阜県 吉野 節己 三宝化学工業(株)
〃 浜田 和孝 Hamada Quality Solution 石川県 林 憲一 (株)ﾉﾄｱﾛｲ 愛知県 神谷 幸克 (有)ｶﾐﾔｼﾝｸﾀﾝｸ
〃 吉澤 正孝 ｸｵﾘﾃｨ･ﾃﾞｨｰﾌﾟ･ｽﾏｰﾂ有限責任事業組合 長野県 山田 修 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ(株) 岐阜県 桃井 和久 ｴｰｻﾞｲ(株)
〃 上杉 伸二 富士技術経営研究所 山梨県 木下 秀明 ﾃﾙﾓ(株) 静岡県 望月 茂利 医薬技術 MSﾃｸﾉ
〃 近岡 淳 (有)近岡技術経営研究所 富山県 山崎 幸子 YKK(株) 愛知県 芝野 広志
〃 小原 和世 三菱電機(株) 福井県 慈道 圭司 (株)松浦機械製作所 〃 井上 清和 (有)ｱｲﾃｯｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
〃 茂木 徹 日産自動車(株) 富山県 水谷 淳之介 富山高等専門学校 〃 棚橋 真種 ブラザー工業(株)
〃 佐々木 康夫 (株)ﾘｺｰ 山梨県 望月 敬也 帝京第三高等学校 岐阜県 松永 孝義 岐阜県科学技術振興ｾﾝﾀｰ
〃 西野 眞司 日産自動車(株) 福井県 五味 伸之 福井工業高等専門学校 静岡県 針幸 達也 静岡県工業技術研究所
〃 宮城 善一 明治大学 愛知県 北 英紀 名古屋大学
〃 中島 建夫 東京電機大学 広島県 金築 利旺 (株)あじかん 〃 岩本 伸夫 中部品質管理協会
〃 梶谷 誠 電気通信大学 〃 喜多 秀紀 喜多設計研究所
〃 飯田 孝久 慶応義塾大学 〃 深堀 貢 ﾏﾂﾀﾞ(株) 福岡県 稲永 英和 ｱｽﾞﾋﾞﾙ金門(株)
〃 高橋 和仁 神奈川県産業技術ｾﾝﾀｰ 岡山県 小野 正幸 DOWA IPｸﾘｴｲｼｮﾝ(株) 長崎県 春名 一志 三菱電機(株)

広島県 武重 伸秀 ﾏﾂﾀﾞ(株) 福岡県 成田 秀夫 (株)安川電機
兵庫県 井上 克彦 (株)ｱｻﾋ技研 〃 桑原 修 広島市工業技術ｾﾝﾀｰ 〃 山口 和也 MOST(同)
大阪府 原 和彦 鳥取県 小幡 文雄 鳥取大学大学院 〃 五島 伸洋 TOTO(株)
京都府 加茂 政行 (株)堀場ｴｽﾃｯｸ 高知県 山口 信次 高知工科大学 〃 楢原 弘之 九州工業大学
大阪府 清水 豊 合同会社 ｵﾌｨｽﾜｲ･ｴｽ 香川県 岩永 禎之 四国職業能力開発大学校 佐賀県 平井 智紀 佐賀県工業技術ｾﾝﾀｰ
滋賀県 越山 卓 (有)ｷｭｰｲｰｴﾑ 徳島県 西野 精一 阿南工業高等専門学校
〃 中尾 誠仁 (株)ﾈｵｽ 岡山県 山口 大造 津山工業高等専門学校

京都府 荘所 義弘 村田機械(株)
大阪府 太田 勝之 (株)ｼﾏﾉ
〃 原 宣宏 摂南大学

滋賀県 奥村 進 公立大学法人滋賀県立大学
奈良県 榎 真一 奈良工業高等専門学校

※ 地区(選挙区)および都道府県は、代議員選任時点(2016/9/16)の会員登録住所に基づく。
   ( 2018年度代議員選挙の選挙区・都道府県と異なる場合があります。)
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