
会　長 池上　文夫 （拓殖大）

副会長 （在　京） 永井　　淳 （東　芝） 大越　孝敬 （東　大）

（地　方） 岩崎　俊一 （東北工大） 古賀　利郎 （九　大）

理　事 青木　利晴 （ＮＴＴ） 佐々木　元 （日　電）

(総務)

理　事 秋山　　稔 （東　大） 西川　清史 （ＮＴＴ）

(会計)

理　事 持田　侑宏 （富士通） 村岡　洋一 （早　大）

(編集) 青山　友紀 （ＮＴＴ） 後藤　　敏 （日　電）

理　事 富永　英義 （早　大） 下村　尚久 （東　芝）

(企画)

理　事 安達　三郎 （東北大） 堀口　孝雄 （ＮＴＴ）

(調査)

監　事 柳沢　　健 （東工大） 黒川　兼行 （富士通研）

（在　 京） 綾木　和雄 （日　電） 池田　博昌 （ＮＴＴ）

岩垂　好裕 （日　電） 大瀧　泰郎 （通信政策局）

後藤　尚久 （東工大） 池上　徹彦 （ＮＴＴ）

石黒　辰雄 （日　電） 大附　辰夫 （早　大）

武田　康嗣 （日　立） 辻井　重男 （東工大）

（地　 方） 板倉　文忠 （名　大） 牛島　和夫 （九　大）

大西　良一 （三菱電機） 大見　忠弘 （東北大）

長尾　　真 （京　大） 伊藤　精彦 （北　大）

伊藤　貴康 （東北大） 茨木　俊秀 （京　大）

白川　　功 （阪　大） 宮川　達夫 （静岡大）

（会長指名） 池田　哲夫 （名工大） 岡本　充夫 （近畿大）

柏木　　寛 （電総研） 児玉　勝彦 （ＪＲ東日本）

田中　重信 （藤倉電線） 高橋　進一 （慶　大）

辻野次郎丸 （神奈川大） 丸林　　元 （長岡技科大）

御子柴晃一 （日立電線） 渡辺　正信 （日本無線）

石沢　禎弘 （ＮＡＳＤＡ） 要　　祐一 （広島工大）

佐々木玲一 （松下電器） 篠田　庄司 （中央大）

中原　恒雄 （住友電工） 張本　昌弘 （沖電気）

畚野　信義 （通信総研） 村田　　浩 （古河電工）

山本　海三 （ＮＨＫ） 山本　英雄 （ＫＤＤ）

北海道 櫻庭　一郎 （北　大） 東　北 稲場　文男 （東北大）

東　京 末松　安晴 （東工大） 信　州 丸林　　元 （長岡技科大）

北　陸 奥村　善久 （金沢工大） 東　海 涌井　　裕 （ＮＴＴ）

関　西 長尾　　真 （京　大） 中　国 福嶋　美文 （広島大）

四　国 島田　　稔 （阿南高専） 九　州 横田　　剛 （ＮＴＴ）

研委長 榎本　　肇 （芝浦工大）

規格長 柳井　久義 （芝浦工大）

編集長 関口　利男 （武蔵工大）

ESG: 伊理　正夫 （東　大） C G: 五嶋　一彦 （ＮＴＴ）

E G: 末田　　正 （阪　大） ISG: 高木　幹雄 （東　大）

評
　
議
　
員

支
部
長

平成元年～平成2年（通常総会　1.5.20）



会　長 熊谷　信昭 （阪　大）

副会長 （在　京） 大越　孝敬 （東　大） 末松　安晴 （東工大）

（地　方） 古賀　利郎 （九　大） 稲場　文男 （東北大）

理　事 佐々木　元 （日　電） 甘利　俊一 （東　大）

(総務)

理　事 西川　清史 （ＮＴＴ） 高梨　裕文 （富士通研）

(会計)

理　事 青山　友紀 （ＮＴＴ） 後藤　　敏 （日　電）

(編集) 中村　道治 （日　立） 原島　　博 （東　大）

理　事 下村　尚久 （東　芝） 田崎　公郎 （ＮＴＴ）

(企画)

理　事 堀口　孝雄 （沖電気） 柳川　隆之 （日　電）

(調査)

監　事 黒川　兼行 （富士通研） 池田　博昌 （ＮＴＴ）

（在　 京） 池上　徹彦 （ＮＴＴ） 石黒　辰雄 （日　電）

大附　辰夫 （早　大） 武田　康嗣 （日　立）

辻井　重男 （東工大） 加藤　康雄 （日　電）

貝淵　俊二 （ＮＴＴ） 富永　英義 （早　大）

持田　侑宏 （富士通） 渡辺　貞一 （東　芝）

（地　 方） 伊藤　精彦 （北　大） 伊藤　貴康 （東北大）

茨木　俊秀 （京　大） 白川　　功 （阪　大）

宮川　達夫 （静岡大） 安達　三郎 （東北大）

板倉　文忠 （名　大） 榑松　　明 （ＡＴＲ）

西　　哲生 （九　大） 吉田　　進 （京　大）

（会長指名） 石沢　禎弘 （ＮＡＳＤＡ） 要　　祐一 （広島工大）

佐々木玲一 （松下電器） 篠田　庄司 （中央大）

中原　恒雄 （住友電工） 張本　昌弘 （沖電気）

2.7 二瓶　公志 （沖電気）

畚野　信義 （通信総研） 村田　　浩 （古河電工）

山本　海三 （ＮＨＫ） 山本　英雄 （ＫＤＤ）

伊藤　貞男 （岩崎通信機） 音居　久雄 （三菱電線工業）

柏木　　寛 （電総研） 兒島　俊弘 （玉川大）

児玉　勝彦 （ＪＲ東日本） 袖山　忠一 （長岡技科大）

高橋　進一 （慶　大） 辻野次郎丸 （神奈川大）

室谷　正芳 （三菱電機） 森　　直一 （アンリツ）

北海道 森下　俊三 （ＮＴＴ） 東　北 梅　　良之 （ＮＴＴ）

東　京 桑原　守二 （ＮＴＴ） 信　州 真柄　成一 （ＮＴＴ）

北　陸 小泉　卓也 （福井大） 東　海 鈴村　宜夫 （名工大）

関　西 山本　誠實 （ＮＴＴ） 中　国 中山　　浩 （ＮＴＴ）

四　国 牛田　明夫 （徳島大） 九　州 長田　　正 （九　大）

研委長 榎本　　肇 （芝浦工大）

規格長 柳井　久義 （芝浦工大）

編集長 関口　利男 （武蔵工大）

ESG: 有本　　卓 （東　大） C G: 安田　靖彦 （東　大）

E G: 佐々木昭夫 （京　大） ISG: 辻　　三郎 （阪　大）

評
　
議
　
員

支
部
長

平成2年～平成3年（通常総会　2.5.19）



会　長 岩﨑　昇三 （ＮＴＴ）

副会長 （在　京） 末松　安晴 （東工大） 堀内　和夫 （早　大）

（地　方） 稲場　文男 （東北大） 葉原　耕平 （ＡＴＲ）

理　事 甘利　俊一 （東　大） 千葉　正人 （ＮＴＴ）

(総務) 3.7 吹抜　敬彦 （日　立）

理　事 高梨　裕文 （富士通研） 石黒　辰雄 （日　電）

(会計)

理　事 中村　道治 （日　立） 原島　　博 （東　大）

(編集) 山口　治男 （ＮＴＴ） 村野　和雄 （富士通研）

理　事 田崎　公郎 （ＮＴＴ） 加藤　孝雄 （日　立）

(企画)

理　事 柳川　隆之 （日　電） 大附　辰夫 （早　大）

(調査)

監　事 池田　博昌 （ＮＴＴ） 岩垂　好裕 （名　大）

（在　 京） 加藤　康雄 （日　電） 貝淵　俊二 （ＮＴＴ）

富永　英義 （早　大） 持田　侑宏 （富士通）

渡辺　貞一 （東　芝） 伊澤　達夫 （ＮＴＴ）

佐々木　元 （日　電） 下村　尚久 （東　芝）

村岡　洋一 （早　大） 八星　禮剛 （富士通）

（地　 方） 安達　三郎 （東北大） 板倉　文忠 （名　大）

榑松　　明 （ＡＴＲ） 西　　哲生 （九　大）

吉田　　進 （京　大） 稲垣　康善 （名　大）

武部　　幹 （金沢大） 寺田　浩詔 （阪　大）

長尾　　真 （京　大） 野口　正一 （東北大）

（会長指名） 伊藤　貞男 （岩崎通信機） 音居　久雄 （三菱電線工業）

柏木　　寛 （電総研） 兒島　俊弘 （玉川大）

児玉　勝彦 （ＪＲ東日本） 袖山　忠一 （長岡技科大）

高橋　進一 （慶　大） 辻野次郎丸 （神奈川大）

室谷　正芳 （三菱電機） 森　　直一 （アンリツ）

石沢　禎弘 （ＮＡＳＤＡ） 岩橋　栄治 （東京理科大）

日下　秀夫 （ＮＨＫ） 田中　重信 （藤倉電線）

中原　恒雄 （住友電工） 二瓶　公志 （沖電気）

福井　　徹 （松下電器） 畚野　信義 （通信総研）

御子柴晃一 （日立電線） 山本　英雄 （ＫＤＤ）

北海道 栃内　香次 （北　大） 東　北 安達　三郎 （東北大）

東　京 大越　孝敬 （東　大） 信　州 山崎　一生 （信州大）

北　陸 龍山　智栄 （富山大） 東　海 内山　　晋 （名　大）

関　西 山下　一美 （阪市大） 中　国 翁長　健治 （広島大）

四　国 大沢　　寿 （愛媛大） 九　州 吉田　　将 （九工大）

研委長 榎本　　肇 （芝浦工大）

規格長 柳井　久義

編集長 関口　利男 （武蔵工大）

ESG: 白川　　功 （阪　大） C G: 後藤　尚久 （東工大）

E G: 高橋　　清 （東工大） ISG: 牛島　和夫 （九　大）

評
　
議
　
員

支
部
長

平成3年～平成4年（通常総会　3.5.18）



会　長 末松　安晴 （東工大）

副会長 （在　京） 堀内　和夫 （早　大） 辻井　重男 （東工大）

（地　方） 葉原　耕平 （ＡＴＲ） 安達　三郎 （東北大）

理　事 吹抜　敬彦 （日　立） 富永　英義 （早　大）

(総務)

理　事 石黒　辰雄 （ＮＥＣ） 小山　正樹 （ＮＴＴ）

(会計)

理　事 山口　治男 （ＮＴＴ） 村野　和雄 （富士通研）

(編集) 渡辺　貞一 （東　芝） 浦野　義頼 （ＫＤＤ）

理　事 加藤　孝雄 （日　立） 石川　　宏 （ＮＴＴ）

(企画)

理　事 大附　辰夫 （早　大） 今井　秀樹 （横浜国大）

(調査)

監　事 岩垂　好裕 （名　大） 青木　利晴 （ＮＴＴ）

（在　 京） 伊澤　達夫 （ＮＴＴ） 佐々木　元 （ＮＥＣ）

下村　尚久 （東　芝） 村岡　洋一 （早　大）

八星　禮剛 （富士通） 甘利　俊一 （東　大）

井上　誠一 （ＫＤＤ） 高梨　裕文 （富士通研）

立川　敬二 （ＮＴＴ） 橋本　　勉 （三菱電機）

（地　 方） 稲垣　康善 （名　大） 武部　　幹 （金沢大）

寺田　浩詔 （阪　大） 長尾　　真 （京　大）

野口　正一 （東北大） 青木　由直 （北　大）

牛島　和夫 （九　大） 木村　磐根 （京　大）

千葉　正人 （ＮＴＴ） 森永　規彦 （阪　大）

（会長指名） 石沢　禎弘 （ＮＡＳＤＡ） 岩橋　栄治 （東京理科大）

日下　秀夫 （ＮＨＫ） 田中　重信 （藤倉電線）

4.10 大場　吉延 （ＮＨＫ）

中原　恒雄 （住友電工） 二瓶　公志 （沖電気）

福井　　徹 （松下電器） 畚野　信義 （通信総研）

御子柴晃一 （日立電線） 山本　英雄 （ＫＤＤ）

音居　久雄 （三菱電線工業） 柏木　　寛 （電総研）

田崎　三郎 （愛媛大） 西野　孝平 （日本無線）

冨加見昌男 （ＪＲ東日本） 宮崎　保光 （豊橋技科大）

村田　　浩 （古河電工） 森　　真作 （慶　大）

山崎　一生 （信州大） 吉田　典可 （広島大）

北海道 高橋　　徹 （ＮＴＴ） 東　北 岡村　敏光 （ＮＴＴ）

4.7 川内　　武 （ＮＴＴ）

東　京 宮津純一郎 （ＮＴＴ） 信　州 鹿野　哲生 （信州大）

北　陸 内山　　登 （ＮＴＴ） 東　海 北村　　隆 （ＮＴＴ）

4.6 東山　福男 （ＮＴＴ）

関　西 新田　恒治 （松下電器） 中　国 中山　　浩 （ＮＴＴ）

4.7 伊藤　靖士 （ＮＴＴ）

四　国 千葉　正人 （ＮＴＴ） 九　州 牛島　和夫 （九　大）

研委長 榎本　　肇 （芝浦工大）

規格長 柳井　久義

編集長 関口　利男 （武蔵工大）

ESG: 羽鳥　光俊 （東　大） C G: 池田　博昌 （ＮＴＴ）

E G: 多田　邦雄 （東　大） ISG: 稲垣　康善 （名　大）

評
　
議
　
員

支
部
長

平成4年～平成5年（通常総会　4.5.23）



会　長 大越　孝敬 （融合研）

副会長 （在　京） 辻井　重男 （東工大） 黒川　兼行 （富士通研）

（地　方） 安達　三郎 （東北大） 長尾　　眞 （京　大）

理　事 富永　英義 （早　大） 池上　徹彦 （ＮＴＴ）

(総務)

理　事 小山　正樹 （ＮＴＴ） 塚田　啓一 （松下電器）

(会計)

理　事 渡辺　貞一 （東　芝） 浦野　義頼 （ＫＤＤ）

(編集) 加藤　修三 （ＮＴＴ） 伊賀　健一 （東工大）

理　事 石川　　宏 （ＮＴＴ） 板倉　文忠 （名　大）

(企画)

理　事 今井　秀樹 （東　大） 小川　圭祐 （ＮＴＴ）

(調査)

監　事 青木　利晴 （ＮＴＴ） 佐々木　元 （ＮＥＣ）

（在　 京） 甘利　俊一 （東　大） 井上　誠一 （ＫＤＤ）

高梨　裕文 （富士通研） 立川　敬二 （ＮＴＴ）

橋本　　勉 （三菱電機） 石黒　辰雄 （ＮＥＣ）

小野　欽司 （学術情報ｾﾝﾀｰ） 吹抜　敬彦 （日　立）

福富　秀雄 （住友電工） 三木　哲也 （ＮＴＴ）

（地　 方） 青木　由直 （北　大） 牛島　和夫 （九　大）

木村　磐根 （京　大） 千葉　正人 （ＮＴＴ）

森永　規彦 （阪　大） 雨宮　真人 （九　大）

伊藤　精彦 （北　大） 川上彰二郎 （東北大）

三原　種昭 （ＮＴＴ） 山本　平一

（会長指名） 音居　久雄 （三菱電線） 柏木　　寛 （電総研）

田崎　三郎 （愛媛大） 西野　孝平 （日本無線）

冨加見昌男 （ＪＲ東日本） 宮崎　保光 （豊橋技科大）

5.7 佐々木孝一 （ＪＲ東日本） 森　　真作 （慶　大）

村田　　浩 （古河電工） 吉田　典可 （広島大）

山崎　一生 （新潟大） 大場　吉延 （ＮＨＫ）

稲田　浩一 （フジクラ） 黒田　　隆 （アンリツ）

大原　国明 （岩崎通信機） 二瓶　公志 （沖電気）

寺島　信義 （ＡＴＲ） 畚野　信義 （通信総研）

初田　　健 （北海道工大） 5.7 吉村　和幸 （通信総研）

御子柴晃一 （日立電線） 森河　　悠 （ＮＡＳＤＡ）

北海道 永井　信夫 （北　大） 東　北 高木　　相 （東北大）

東　京 永井　　淳 （東　芝） 信　州 袖山　忠一 （長岡技科大）

北　陸 松浦　弘毅 （金沢大） 東　海 楠　　菊信 （豊橋技科大）

関　西 西原　　浩 （阪　大） 中　国 吉田　典可 （広島大）

四　国 為貞　建臣 （徳島大） 九　州 三原　種昭 （ＮＴＴ）

研委長 古賀　利郎 （九　大）

規格長 柳井　久義

編集長 植之原道行 （ＮＥＣ）

ESG: 篠田　庄司 （中　大） C G: 進士　昌明 （東海大）

E G: 浜川　圭弘 （阪　大） ISG: 当麻　喜弘 （東工大）

評
　
議
　
員

支
部
長

平成5年～平成6年（通常総会　5.5.22）

（奈良先端科学技術
　大学院大）



会　長 宮津純一郎 （ＮＴＴ）

副会長 （在　京） 黒川　兼行 （富士通研） 後藤　尚久 （東工大）

（地　方） 長尾　　眞 （京　大） 寺田　浩詔 （阪　大）

理　事 池上　徹彦 （ＮＴＴ） 下村　尚久 （東　芝）

(総務)

理　事 塚田　啓一 （松下電器） 青山　友紀 （ＮＴＴ）

(会計)

理　事 加藤　修三 （ＮＴＴ） 伊賀　健一 （東工大）

(編集) 小林　功郎 （ＮＥＣ） 小川　英光 （東工大）

理　事 板倉　文忠 （名　大） 愛澤　慎一 （ＮＴＴ）

(企画)

理　事 小川　圭祐 （ＮＴＴ） 伊藤　隆司 （富士通研）

(調査)

監　事 佐々木　元 （ＮＥＣ） 高梨　裕文 （富士通研）

（在　 京） 石黒　辰雄 （ＮＥＣ） 小野　欽司 （学術情報ｾﾝﾀｰ）

吹抜　敬彦 （日　立） 福富　秀雄 （住友電工）

三木　哲也 （ＮＴＴ） 石川　定美 （ＮＴＴ）

泉　　武博 （ＮＨＫ） 釜江　尚久 （ﾋｭｰﾚｯﾄ・ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ）

村谷　拓郎 （ＫＤＤ） 渡辺　貞一 （東　芝）

（地　 方） 雨宮　真人 （九　大） 伊藤　精彦 （北　大）

川上彰二郎 （東北大） 三原　種昭 （ＮＴＴ）

山本　平一 （奈良先端大） 岩垂　好裕 （名　大）

小柴　正則 （北　大） 迫江　博昭 （九　大）

堂下　修司 （京　大） 米山　　努 （東北大）

（会長指名） 稲田　浩一 （フジクラ） 大場　吉延 （ＮＨＫ）

大原　国明 （岩崎通信機） 黒田　　隆 （アンリツ）

寺島　信義 （ＡＴＲ） 二瓶　公志 （沖電気）

初田　　健 （北海道工大） 吉村　和幸 （通信総研）

御子柴晃一 （日立電線） 森河　　悠 （ＮＡＳＤＡ）

稲尾　勝三 （古河電工） 内田　一徳 （福岡工大）

神林　紀嘉 （長岡技科大） 小泉　卓也 （福井大）

佐々木孝一 （ＪＲ東日本） 桜井　伸篤 （東洋通信機）

田崎　三郎 （愛媛大） 田村浩一郎 （電総研）

森　　真作 （慶　大） 吉田　典可 （広島大）

北海道 川内　　武 （ＮＴＴ） 東　北 山口　宏二 （ＮＴＴ）

7.3 涌井　　裕 （ＮＴＴ）

東　京 辻井　重男 （中　大） 信　州 白川　英俊 （ＮＴＴ）

北　陸 服部　進実 （金沢工大） 東　海 宮川　達夫 （静岡大）

関　西 石井　康一 （三菱電機） 中　国 伊藤　靖士 （ＮＴＴ）

6.10 上野谷拓也 （ＮＴＴ）

四　国 板谷　良平 （新居浜高専） 九　州 西　　哲生 （九　大）

研委長 古賀　利郎 （九　大）

規格長 柳井　久義

編集長 植之原道行 （ＮＥＣ）

ESG: 原島　　博 （東　大） C G: 富永　英義 （早　大）

E G: 遠山　嘉一 （富士通） ISG: 都倉　信樹 （阪　大）

評
　
議
　
員

支
部
長

平成6年～平成7年（通常総会　6.5.14）



堀内　和夫 （早　大）

（在　京） 後藤　尚久 （東工大） 甘利　俊一 （東　大）

（地　方） 寺田　浩詔 （阪　大） 佐々木昭夫 （京　大）

下村　尚久 （東　芝） 石黒　辰雄 （ＮＥＣ）

青山　友紀 （ＮＴＴ） 吹抜　洋司 （東　芝）

小林　功郎 （ＮＥＣ） 小川　英光 （東工大）

太田　直久 （ＮＴＴ）

愛澤　慎一 （ＮＴＴ）

伊藤　隆司 （富士通研）

前田　　稔 （日　立）

ESS: 原島　　博 （東　大） C  S: 富永　英義 （早　大）

E  S: 遠山　嘉一 （富士通） ISS: 都倉　信樹 （阪　大）

高梨　裕文 （富士通研） 伊澤　達夫 （ＮＴＴ）

（在　 京） 石川　定美 （ＮＴＴ） 泉　　武博 （ＮＨＫ）

釜江　尚久 （ﾋｭｰﾚｯﾄ・ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ） 村谷　拓郎 （ＫＤＤ）

渡辺　貞一 （東　芝） 池上　徹彦 （ＮＴＴ）

内田　直也 （古河電工） 佐々木　元 （ＮＥＣ）

島田　禎晋 安田　　浩 （ＮＴＴ）

（地　 方） 岩垂　好裕 （名　大） 小柴　正則 （北　大）

迫江　博昭 （九　大） 堂下　修司 （京　大）

米山　　努 （東北大） 伊藤　精彦 （北　大）

池田　博昌 （阪　大） 板倉　文忠 （名　大）

小山　正樹 （奈良先端大） 吉田　　進 （京　大）

（会長指名） 稲尾　勝三 （古河電工） 内田　一徳 （福岡工大）

神林　紀嘉 （長岡技科大） 小泉　卓也 （福井大）

佐々木孝一 （ＪＲ東日本） 桜井　伸篤 （東洋通信機）

田崎　三郎 （愛媛大） 田村浩一郎 （電総研）

森　　真作 （慶　大） 吉田　典可 （広島市大）

石井　康一 （三菱電機） 越智　成之 （ソニー）

古賀　利郎 （久留米工大） 篠田　庄司 （中　大）

二瓶　公志 （沖電気） 藤井　一明 （国際電気）

森河　　悠 （ＮＡＳＤＡ） 吉村　和幸 （通信総研）

山崎　泰弘 （ＡＴＲ） 7.7 古濱　洋治 （通信総研）

山下　貞彦 （松下電器）

北海道 鈴木　勝裕 （北海道工大） 東　北 米山　　努 （東北大）

東　京 立川　敬二 （ＮＴＴ） 信　州 齋藤　義明 （新潟大）

北　陸 小林　喬郎 （福井大） 東　海 片桐　清志 （ＮＴＴ）

関　西 奥田　昌宏 （阪府大） 中　国 廣瀬　全孝 （広島大）

四　国 吉岡　正紀 （ＮＴＴ） 九　州 上野　文男 （熊本電波高専）

北海道 小川　吉彦 （北　大） 東　北 川合　英俊 （いわき明星大）

東　京 高原　幹夫 （山梨大） 信　州 大下眞二郎 （信州大）

北　陸 木村　春彦 （金沢大） 東　海 石井　直宏 （名工大）

関　西 今西　　茂 （関西大） 中　国 重広　孝則 （広島工大）

四　国 小野　和雄 （愛媛大） 九　州 石塚　興彦 （宮崎大）

柳井　久義

植之原道行 （ＮＥＣ）

(企画・調査)

監　事

理　事

(ｿｻｲｴﾃｨ会長)

編集長

支
部
長

学
生
会
顧
問

評
　
議
　
員

→　7.11.20 高木　幹雄　（東　大）規格長

理　事

理　事

理　事

(編集)

(会計)

理　事

(総務)

理　事

平成7年～平成8年（通常総会　7.5.20）

副会長

会　長

(企画)

理　事

(調査)



辻井　重男 （中　大）

（在　京） 甘利　俊一 （理科学研究所） 青木　利晴 （ＮＴＴ）

（地　方） 佐々木昭夫 （大阪電通大） 川上彰二郎 （東北大）

石黒　辰雄 （ＮＥＣ） 加藤　邦紘 （ＮＴＴ）

吹抜　洋司 （東　芝） 伊土　誠一 （ＮＴＴ）

太田　直久 （ＮＴＴ） 白川　　功 （阪　大）

前田　　稔 （日　立） 岡村　敏光 （ＮＴＴ）

ESS: 笠原　正雄 （京都工繊大） C  S: 三木　哲也 （電通大）

E  S: 伊賀　健一 （東工大） ISS: 稲垣　康善 （名　大）

伊澤　達夫 （ＮＴＴ） 今井　秀樹 （東　大）

（在　 京） 池上　徹彦 （ＮＴＴ） 内田　直也 （古河電工）

佐々木　元 （ＮＥＣ） 島田　禎晋 （ｵﾌﾟﾄｳｪｰﾌﾞ研究所）

安田　　浩 （ＮＴＴ） 相磯　秀夫 （慶　大）

加藤　孝雄 （日　立） 片木　孝至 （三菱電機）

倉本　　實 （NTT DoCoMo） 鈴木　滋彦 （ＮＴＴ）

（地　 方） 伊藤　精彦 （北　大） 池田　博昌 （阪　大）

板倉　文忠 （名　大） 小山　正樹 （奈良先端大）

吉田　　進 （京　大） 青木　由直 （北　大）

池田　克夫 （京　大） 仙石　正和 （新潟大）

西　　哲生 （九　大） 宮原　秀夫 （阪　大）

（会長指名） 石井　康一 （三菱電機） 越智　成之 （ソニー）

古賀　利郎 （久留米工大） 篠田　庄司 （中　大）

二瓶　公志 （沖電気） 藤井　一明 （国際電気）

森河　　悠 （ＮＡＳＤＡ） 古濱　洋治 （通信総研）

山崎　泰弘 （ＡＴＲ） 山下　貞彦 （松下電器）

稲田　浩一 （フジクラ） 内山　明彦 （早　大）

佐々木孝一 （ＪＲ東日本） 田村浩一郎 （電総研）

遠山　嘉一 （富士通） 西澤　台次 （ＮＨＫ）

西野　孝平 （日本無線） 廣瀬　全孝 （広島大）

松浦　弘毅 （金沢大） 村谷　拓郎 （ＫＤＤ）

北海道 朝倉　利光 （北　大） 東　北 大竹　伸一 （ＮＴＴ）

東　京 後藤　尚久 （拓殖大） 信　州 柳沢武三郎 （信州大）

東　海 畑　　雅恭 （名工大） 北　陸 中山　　剛 （富山大）

関　西 吉田　健一 （住友電工） 中　国 上野谷拓也 （ＮＴＴ）

四　国 小野　和雄 （愛媛大） 9.24 髙橋　勝巳 （ＮＴＴ）

九　州 迫江　博昭 （九　大）

北海道 林　　義男 （北見工大） 東　北 佐藤　光男 （東北工大）

東　京 三谷　政昭 （東京電機大） 信　州 小林　敏志 （新潟大）

東　海 早川　尚夫 （名　大） 北　陸 谷口　慶治 （福井大）

関　西 小嶋　敏孝 （大阪電通大） 中　国 重広　孝則 （広島工大）

四　国 入谷　忠光 （徳島大） 九　州 井上　高宏 （熊本大）

高木　幹雄 （東　大）

植之原道行 （ＮＥＣ）

理　事

(ｿｻｲｴﾃｨ会長)

平成8年～平成9年（通常総会　8.5.18）

(企画・調査)

理　事

(総務)

理　事

理　事

副会長

会　長

(編集)

理　事

評
　
議
　
員

編集長

規格長

(会計)

支
部
長

学
生
会
顧
問

監　事



金子　尚志 （ＮＥＣ）

（在　京） 青木　利晴 （ＮＴＴ） 安田　靖彦 （早　大）

（地　方） 川上彰二郎 （東北大） 池田　博昌 （阪　大）

加藤　邦紘 （ＮＴＴ） 木村　達也 （ＮＥＣ）

伊土　誠一 （ＮＴＴ） 持田　侑宏 （富士通研）

白川　　功 （阪　大） 佐藤　健一 （ＮＴＴ）

岡村　敏光 （ＮＴＴ） 後藤　　敏 （ＮＥＣ）

ESS: 藤井　信生 （東工大） C  S: 石川　　宏 （ＮＴＴ）

E  S: 神谷　武志 （東　大） ISS: 村岡　洋一 （早　大）

今井　秀樹 （東　大） 池上　徹彦 （NTT-AT）

（在　 京） 相磯　秀夫 （慶　大） 加藤　孝雄 （日　立）

片木　孝至 （三菱電機） 倉本　　實 （NTT DoCoMo）

鈴木　滋彦 （ＮＴＴ） 伊賀　健一 （東工大）

飯塚　久夫 （ＮＴＴ） 大賀　寿郎 （富士通研）

小林　功郎 （ＮＥＣ） 安井　直彦 （三菱電機）

（地　 方） 青木　由直 （北　大） 池田　克夫 （京　大）

仙石　正和 （新潟大） 西　　哲生 （九　大）

宮原　秀夫 （阪　大） 雨宮　真人 （九　大）

雨宮　好仁 （北　大） 酒井　保良 （ＡＴＲ）

白鳥　則郎 （東北大） 山本　平一 （奈良先端大）

（会長指名） 稲田　浩一 （フジクラ） 内山　明彦 （早　大）

佐々木孝一 （ＪＲ東日本） 田村浩一郎 （電総研）

遠山　嘉一 （富士通） 西澤　台次 （ＮＨＫ）

西野　孝平 （日本無線） 廣瀬　全孝 （広島大）

松浦　弘毅 （金沢大） 村谷　拓郎 （ＫＤＤ）

今西　　茂 （関西大） 大島　正晃 （松下電器）

進士　昌明 （東海大） 鈴木　秀夫 （東　芝）

高原　幹夫 （山梨大） 築山　修治 （中　大）

二瓶　公志 （沖電気） 畑　　雅恭 （名工大）

古濱　洋治 （通信総研） 森河　　悠 （ＮＡＳＤＡ）

寺田　浩詔 （高知工科大）

北海道 涌井　　裕 （ＮＴＴ） 東　北 澤田　康次 （東北大）

7.25 永井　信夫 （北　大） 東　京 富永　英義 （早　大）

信　州 作田　共平 （長岡技科大） 東　海 小川　　明 （名　大）

北　陸 宮原　　誠 （北陸先端大） 関　西 小山　正樹 （奈良先端大）

中　国 阿江　　忠 （広島大） 四　国 矢野　　漣 （高知高専）

九　州 松尾　勇二 （ＮＴＴ）

北海道 栃内　香次 （北　大） 東　北 佐藤　光男 （東北工大）

東　京 関根　好文 （日　大） 信　州 中川　健治 （長岡技科大）

東　海 皆方　　誠 （静岡大） 北　陸 佐藤　圭祐 （富山高専）

関　西 太田　有三 （神戸大） 中　国 福政　　修 （山口大）

四　国 大沢　　寿 （愛媛大） 九　州 吉田　　宏 （鹿児島大）

高木　幹雄 （東京理科大）

植之原道行 （ＮＥＣ）編集長

副会長

会　長

規格長

評
　
議
　
員

学
生
会
顧
問

(会計)

理　事

(総務)

理　事

監　事

理　事

(ｿｻｲｴﾃｨ会長)

平成9年～平成10年（通常総会　9.5.17）

理　事

(編集)

理　事

(企画・調査)

支
部
長


