
フェロー称号贈呈者一覧（五十音順）【928名】

カナ氏名 漢字氏名 贈呈年度 推薦ソサイエティ
A ABBAS　JAMALIPOUR ABBAS　JAMALIPOUR 2010 通信
J JIAN　YANG JIAN　YANG 2015 通信
T TADAO　MURATA TADAO　MURATA 2003 基礎・境界
Y YONG-JIN　PARK 朴　容震 2006 情報・システム
Z ZHISHENG　NIU ZHISHENG　NIU 2007 通信
ア アイカワ　マサヨシ 相川　正義 2001 エレクトロニクス

アイキヨウ　タカシ 相京　隆 2016 情報・システム
アイザワ　キヨハル 相澤　清晴 2012 情報・システム
アイソ　ヒデオ 相磯　秀夫 2000 情報・システム
アイダ　マサキ 会田　雅樹 2019 通信
アイハラ　カズユキ 合原　一幸 2006 基礎・境界
アオキ　タケシ 青木　武 2000 エレクトロニクス
アオキ　トシハル 青木　利晴 2001 通信
アオキ　ヨシナオ 青木　由直 2000 情報・システム
アオヤマ　トモノリ 青山　友紀 2004 通信
アカイワ　ヨシヒコ 赤岩　芳彦 2001 通信
アカクラ　タカコ 赤倉　貴子 2018 情報・システム
アカサキ　イサム 赤崎　勇 2002 エレクトロニクス
アカツカ　タカオ 赤塚　孝雄 2010 情報・システム
アキバ　シゲユキ 秋葉　重幸 2005 エレクトロニクス
アグサ　キヨシ 阿草　清滋 2005 情報・システム
アサイ　コウタロウ 浅井　光太郎 2014 情報・システム
アサイ　ヒデキ 浅井　秀樹 2013 基礎・境界
アサダ　マサヒロ 浅田　雅洋 2012 エレクトロニクス
アサタニ　コウイチ 淺谷　耕一 2001 通信
アサノ　シヨウイチロウ 浅野　正一郎 2002 通信
アサミ　トオル 浅見　徹 2006 情報・システム
アソ　ヒロトモ 阿曽　弘具 2003 情報・システム
アソウ　ヒデキ 麻生　英樹 2014 情報・システム
アダチ　アケオ 足立　暁生 2003 情報・システム
アダチ　ジユン 安達　淳 2007 情報・システム
アダチ　フミユキ 安達　文幸 2007 通信
アベ　ケイイチ 阿部　圭一 2000 情報・システム
アベ　タケオ 阿部　威郎 2008 通信
アマノ　ヒデハル 天野　英晴 2015 情報・システム
アマミヤ　マコト 雨宮　真人 2001 情報・システム
アマリ　シユンイチ 甘利　俊一 2001 基礎・境界
アメミヤ　フジオ 雨宮　不二雄 2009 通信
アライ　イクオ 荒井　郁男 2003 通信
アライ　シゲヒサ 荒井　滋久 2011 エレクトロニクス
アライ　ヒロユキ 新井　宏之 2009 通信
アラカワ　カオル 荒川　薫 2010 基礎・境界
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アラカワ　ヤスヒコ 荒川　泰彦 2005 エレクトロニクス
アラキ　キヨミチ 荒木　純道 2007 エレクトロニクス
アラキ　ソウイチロウ 荒木　壮一郎 2008 通信
アリキ　ヤスオ 有木　康雄 2009 情報・システム
アリモト　スグル 有本　卓 2000 基礎・境界
アワイ　イクオ 粟井　郁雄 2002 エレクトロニクス
アンドウ　マコト 安藤　眞 2009 エレクトロニクス
アンドウ　ヤスヒロ 安東　泰博 2004 エレクトロニクス
イエダ　ノブアキ 家田　信明 2009 通信
イガ　ケンイチ 伊賀　健一 2000 エレクトロニクス
イガラシ　ヨシヒデ 五十嵐　善英 2001 情報・システム
イクノ　ヒロヨシ 生野　浩正 2002 エレクトロニクス
イケウチ　カツシ 池内　克史 2006 情報・システム
イケガミ　テツシ 井家上　哲史 2016 通信
イケガミ　テツヒコ 池上　徹彦 2000 エレクトロニクス
イケグチ　トオル 池口　徹 2018 基礎・境界
イケダ　カツオ 池田　克夫 2000 情報・システム
イケダ　テツオ 池田　哲夫 2008 通信
イケダ　ヒロマサ 池田　博昌 2000 通信
イケハラ　マサアキ 池原　雅章 2015 基礎・境界
イザワ　タツオ 伊澤　達夫 2001 エレクトロニクス
イシイ　ケンイチロウ 石井　健一郎 2003 情報・システム
イシイ　ヒロユキ 石井　啓之 2020 エレクトロニクス
イシイ　ロクヤ 石井　六哉 2002 基礎・境界
イシオ　ヒデキ 石尾　秀樹 2004 通信
イシカワ　ヒロシ 石川　浩 2012 エレクトロニクス
イシカワ　ヒロシ 石川　博 2010 情報・システム
イシカワ　ヒロシ 石川　宏 2000 通信
イシカワ　マサトシ 石川　正俊 2012 情報・システム
イシカワ　マスミ 石川　眞澄 2007 情報・システム
イシカワ　ヨウヘイ 石川　容平 2010 エレクトロニクス
イシカワ　ヨシハル 石川　佳治 2020 情報・システム
イシグロ　タツオ 石黒　辰雄 2000 情報・システム
イシザキ　シユン 石崎　俊 2001 基礎・境界
イシダ　オサム 石田　修 2013 通信
イシダ　トオル 石田　亨 2008 情報・システム
イシノ　フクヤ 石野　福彌 2000 情報・システム
イシバシ　タダオ 石橋　忠夫 2003 エレクトロニクス
イシバシ　ユタカ 石橋　豊 2010 通信
イシハラ　トモヒロ 石原　智宏 2011 通信
イシワラ　ヒロシ 石原　宏 2002 エレクトロニクス
イソタ　ヨウジ 礒田　陽次 2013 エレクトロニクス
イタクラ　テツロウ 板倉　哲朗 2012 基礎・境界
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イタクラ　フミタダ 板倉　文忠 2000 情報・システム
イタバシ　シユウイチ 板橋　秀一 2002 情報・システム
イチカワ　アキラ 市川　熹 2002 情報・システム
イチカワ　ハルヒサ 市川　晴久 2007 通信
イヅツ　マサユキ 井筒　雅之 2002 エレクトロニクス
イデ　ヒデト 井出　英人 2008 情報・システム
イド　セイイチ 伊土　誠一 2000 情報・システム
イトウ　アキノリ 伊藤　彰則 2017 情報・システム
イトウ　キヨオ 伊藤　清男 2005 エレクトロニクス
イトウ　キヨヒコ 伊藤　精彦 2003 通信
イトウ　ケンタロウ 伊東　謙太郎 2002 エレクトロニクス
イトウ　コウイチ 伊藤　公一 2007 通信
イトウ　コウシロウ 伊藤　興史郎 2004 通信
イトウ　ススム 伊東　晋 2008 情報・システム
イトウ　タカヤス 伊藤　貴康 2001 情報・システム
イトウ　タケシ 伊藤　武 2001 通信
イトウ　タダシ 伊東　匡 2017 通信
イトウ　ヒロマサ 伊藤　弘昌 2003 エレクトロニクス
イトウ　ヤスヒコ 伊藤　泰彦 2002 通信
イナガキ　トシユキ 稲垣　敏之 2008 基礎・境界
イナガキ　ヤスヨシ 稲垣　康善 2000 情報・システム
イナダ　コウイチ 稲田　浩一 2001 通信
イノウエ　カツロウ 井上　克郎 2008 情報・システム
イノウエ　セイイチ 井上　誠一 2000 情報・システム
イノウエ　タカヒロ 井上　高宏 2012 基礎・境界
イノウエ　ノブオ 井上　伸雄 2001 通信
イノウエ　ヒロシ 井上　浩 2005 エレクトロニクス
イノウエ　マスギ 井上　真杉 2020 通信
イノウエ　ミチコ 井上　美智子 2018 情報・システム
イノクチ　セイジ 井口　征士 2001 情報・システム
イハラ　トシオ 井原　俊夫 2007 通信
イバラキ　トシヒデ 茨木　俊秀 2000 情報・システム
イフクベ　トオル 伊福部　達 2001 情報・システム
イマイ　ケイコ 今井　桂子 2015 情報・システム
イマイ　ハジメ 今井　元 2002 エレクトロニクス
イマイ　ヒデキ 今井　秀樹 2001 基礎・境界
イミヤ　アツシ 井宮　淳 2015 情報・システム
イワイ　ヒサト 岩井　誠人 2017 通信
イワイ　ヒロシ 岩井　洋 2009 エレクトロニクス
イワサキ　カズヒコ 岩崎　一彦 2013 情報・システム
イワシタ　カツシ 岩下　克 2008 通信
イワタ　アツシ 岩田　穆 2003 エレクトロニクス
イワタ　アツシ 岩田　淳 2017 通信
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イワタ　シゲキ 岩田　茂樹 2009 情報・システム
イワマ　カズオ 岩間　一雄 2005 情報・システム
イワムラ　ケイイチ 岩村　惠市 2019 情報・システム
イワモト　ミツマサ 岩本　光正 2010 エレクトロニクス
ウエダ　ダイスケ 上田　大助 2007 エレクトロニクス
ウエタ　テツシ 上田　哲史 2020 基礎・境界
ウエダ　ナオノリ 上田　修功 2009 情報・システム
ウエダ　ヒロタダ 上田　博唯 2004 情報・システム
ウエダ　ヒロミ 上田　裕巳 2005 通信
ウエダ　ヨシスケ 上田　睆亮 2001 基礎・境界
ウエノ　シユウイチ 上野　修一 2006 基礎・境界
ウエノ　ハルキ 上野　晴樹 2001 情報・システム
ウエノハラ　ヒロユキ 植之原　裕行 2019 エレクトロニクス
ウエバ　マサズミ 上羽　正純 2014 通信
ウエハラ　カズヒロ 上原　一浩 2012 通信
ウエマツ　トモヒコ 植松　友彦 2013 基礎・境界
ウエムラ　シユンスケ 植村　俊亮 2002 情報・システム
ウサミ　キミヨシ 宇佐美　公良 2019 基礎・境界
ウサミ　マサシ 宇佐見　正士 2012 エレクトロニクス
ウシオ　トシミツ 潮　俊光 2008 基礎・境界
ウシジマ　カズオ 牛島　和夫 2000 情報・システム
ウシダ　アキオ 牛田　明夫 2002 基礎・境界
ウスイ　シロウ 臼井　支朗 2002 情報・システム
ウタカ　カツユキ 宇髙　勝之 2008 通信
ウチイケ　ヘイジユ 内池　平樹 2002 エレクトロニクス
ウチダ　セイイチ 内田　誠一 2018 情報・システム
ウチダ　タツオ 内田　龍男 2003 エレクトロニクス
ウチヤマ　クニオ 内山　邦男 2006 エレクトロニクス
ウノ　トオル 宇野　亨 2008 通信
ウノ　ヒロシ 宇野　浩司 2013 通信
ウメノ　マサヨシ 梅野　正義 2001 エレクトロニクス
ウメヒラ　マサヒロ 梅比良　正弘 2008 通信
ウラノ　ヨシヨリ 浦野　義頼 2006 通信
ウルシダニ　シゲオ 漆谷　重雄 2015 通信
エイホ　シゲル 英保　茂 2004 情報・システム
エガワ　テツアキ 江川　哲明 2004 通信
エジリ　マサカズ 江尻　正員 2000 情報・システム
エジリ　マサヨシ 江尻　正義 2000 通信
エダガワ　ノボル 枝川　登 2014 通信
エチゴ　ヒロシ 越後　宏 2008 通信
エチゼン　イサオ 越前　功 2016 情報・システム
エトウ　ミノル 栄藤　稔 2013 情報・システム
エノキ　タカトモ 榎木　孝知 2016 エレクトロニクス
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エノモト　タダヨシ 榎本　忠儀 2001 エレクトロニクス
エムラ　カツミ 江村　克己 2009 通信
エンドウ　テツロウ 遠藤　哲郎 2006 基礎・境界
オイエ　ユウジ 尾家　祐二 2003 通信
オウ　ケンセイ 王　建青 2011 通信
オオイシ　シンイチ 大石　進一 2006 基礎・境界
オオウチ　カズヒロ 大内　一弘 2004 エレクトロニクス
オオガ　ジユロウ 大賀　寿郎 2001 基礎・境界
オオガネ　タケオ 大鐘　武雄 2015 通信
オオキ　エイジ 大木　英司 2013 通信
オオゴシ　ハルキ 大越　春喜 2013 通信
オオサワ　ヒサシ 大沢　寿 2003 エレクトロニクス
オオシマ　カズヨシ 大島　一能 2009 通信
オオタ　ヤスジ 大田　恭士 2020 基礎・境界
オオタ　ユウイチ 大田　友一 2004 情報・システム
オオタ　ユウゾウ 太田　有三 2015 基礎・境界
オオタニ　タカヒコ 大谷　隆彦 2000 基礎・境界
オオツキ　タツオ 大附　辰夫 2000 基礎・境界
オオツキ　トモアキ 大槻　知明 2015 通信
オオニシ　ノボル 大西　昇 2007 情報・システム
オオニシ　リヨウイチ 大西　良一 2001 情報・システム
オオノ　ヤスオ 大野　泰夫 2005 エレクトロニクス
オオハシ　マサハル 大橋　正治 2014 通信
オオハシ　マサヨシ 大橋　正良 2015 通信
オオヒラ　タカシ 大平　孝 2014 エレクトロニクス
オオマチ　シンイチロウ 大町　真一郎 2017 情報・システム
オオモリ　シンゴ 大森　慎吾 2003 通信
オオモリ　ユタカ 大森　裕 2008 エレクトロニクス
オオヤマ　ノボル 大山　昇 2000 通信
オカ　イクオ 岡　育生 2020 基礎・境界
オガイ　ミキオ 小粥　幹夫 2008 通信
オカダ　タダノブ 岡田　忠信 2007 通信
オカダ　ナオユキ 岡田　直之 2000 基礎・境界
オカダ　リユウゾウ 岡田　隆三 2020 情報・システム
オカベ　ヤスオ 岡部　寿男 2012 通信
オカベ　ヨウイチ 岡部　洋一 2005 エレクトロニクス
オカモト　エイジ 岡本　栄司 2003 基礎・境界
オカモト　ケンイチ 岡本　謙一 2005 通信
オカモト　サトル 岡本　聡 2006 通信
オカモト　タツアキ 岡本　龍明 2003 基礎・境界
オカモト　トシオ 岡本　敏雄 2010 情報・システム
オガワ　アキラ 小川　明 2002 基礎・境界
オガワ　ケンスケ 小川　憲介 2018 エレクトロニクス
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オガワ　ヒデミツ 小川　英光 2000 情報・システム
オガワ　ヒロヨ 小川　博世 2005 エレクトロニクス
オガワ　ヤスタカ 小川　恭孝 2008 通信
オクムラ　コオシ 奥村　浩士 2003 基礎・境界
オクムラ　ハルヒコ 奥村　治彦 2012 エレクトロニクス
オゼキ　カズヒコ 尾関　和彦 2003 情報・システム
オゼキ　タケシ 小関　健 2001 通信
オナガ　ケンヂ 翁長　健治 2000 基礎・境界
オナカ　ヒロシ 尾中　寛 2012 通信
オノ　キンジ 小野　欽司 2001 情報・システム
オノ　フミタカ 小野　文孝 2004 通信
オノエ　セイゾウ 尾上　誠蔵 2013 通信
オノエ　モリオ 尾上　守夫 2000 基礎・境界
オノダ　ミツヨシ 小野田　光宣 2013 エレクトロニクス
オノデラ　ヒデトシ 小野寺　秀俊 2007 基礎・境界
オヤナギ　シゲル 小柳　滋 2004 情報・システム

カ カイオ　ナオト 海生　直人 2012 基礎・境界
カクシヨ　コウ 角所　考 2017 情報・システム
カゴシマ　ケンイチ 鹿子嶋　憲一 2005 通信
カサイ　タクミ 笠井　琢美 2002 情報・システム
カサイ　リヨウタ 笠井　良太 2005 エレクトロニクス
カサハラ　シヨウジ 笠原　正治 2018 通信
カサハラ　マサオ 笠原　正雄 2000 基礎・境界
カザマ　ヒロシ 風間　宏志 2011 通信
カシキ　カンシロウ 樫木　勘四郎 2015 通信
カシノ　クニオ 柏野　邦夫 2018 情報・システム
カジハラ　セイジ 梶原　誠司 2015 情報・システム
カシマ　ノリオ 加島　宜雄 2010 通信
カシワ　タツヤ 柏　達也 2016 エレクトロニクス
カスカワ　アキヒコ 粕川　秋彦 2016 エレクトロニクス
カタオカ　ノブヒロ 片岡　信弘 2011 情報・システム
カタノ　タダオ 片野　忠夫 2001 通信
カタヤマ　タクヤ 片山　卓也 2000 情報・システム
カタヤマ　マサアキ 片山　正昭 2008 通信
カツトウ　ジロウ 甲藤　二郎 2015 情報・システム
カトウ　カズトシ 加藤　和利 2020 エレクトロニクス
カトウ　ケイゾウ 加藤　景三 2018 エレクトロニクス
カトウ　シユウゾウ 加藤　修三 2004 通信
カトウ　ナオキ 加藤　直樹 2018 情報・システム
カトウ　ネイ 加藤　寧 2012 通信
カトウ　ヒロカズ 加藤　博一 2014 情報・システム
カドタ　ミチオ 門田　道雄 2011 基礎・境界
カドワキ　ナオト 門脇　直人 2013 通信
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カナイ　ヒロシ 金井　浩 2013 基礎・境界
カナタニ　ケンイチ 金谷　健一 2012 情報・システム
カナデ　タケオ 金出　武雄 2003 情報・システム
カネカワ　ノブヤス 金川　信康 2017 情報・システム
カネコ　トシノブ 金子　敏信 2003 基礎・境界
カネコ　マサヒデ 金子　正秀 2008 情報・システム
カネコ　ミネオ 金子　峰雄 2019 基礎・境界
カノウ　サダヒコ 加納　貞彦 2003 通信
カマエ　タカヒコ 釜江　尚彦 2002 情報・システム
カミ　ヨシオ 上　芳夫 2007 通信
カミヤ　タケシ 神谷　武志 2000 エレクトロニクス
カメダ　ヒサオ 亀田　壽夫 2004 情報・システム
カメヤマ　ミチタカ 亀山　充隆 2006 エレクトロニクス
カラサワ　ヨシオ 唐沢　好男 2007 通信
カワイ　マコト 川合　誠 2007 通信
カワカミ　ヒデアキ 川上　英昭 2005 エレクトロニクス
カワグチ　ヒトシ 河口　仁司 2006 通信
カワゴエ　キョウジ 川越　恭二 2014 情報・システム
カワシマ　コウノスケ 川島　幸之助 2007 通信
カワセ　マサアキ 川瀬　正明 2002 通信
カワチ　マサオ 河内　正夫 2003 エレクトロニクス
カワト　ミツオ 川人　光男 2004 情報・システム
カワマタ　アキラ 川又　晃 2001 基礎・境界
カワマタ　マサユキ 川又　政征 2011 基礎・境界
カワムラ　シンイチ 川村　信一 2014 基礎・境界
カン　タイシユン 韓　太舜 2002 基礎・境界
ガンベ　ヒロヒサ 雁部　洋久 2007 通信
キクチ　カズロウ 菊池　和朗 2004 エレクトロニクス
キクチ　ヒサカズ 菊池　久和 2006 基礎・境界
キクノ　トオル 菊野　亨 2005 情報・システム
キクマ　ノブヨシ 菊間　信良 2010 通信
キシノ　カツミ 岸野　克巳 2005 エレクトロニクス
キセ　コウイチ 黄瀬　浩一 2016 情報・システム
キダ　タクロウ 木田　拓郎 2001 基礎・境界
キタ　ヤスヨ 喜多　泰代 2012 情報・システム
キタガワ　ノリヒサ 喜多川　儀久 2005 エレクトロニクス
キタガワ　ヒロユキ 北川　博之 2006 情報・システム
キタザワ　ヒトシ 北澤　仁志 2005 基礎・境界
キタハシ　タダヒロ 北橋　忠宏 2000 情報・システム
キタムラ　ヤスヒコ 北村　泰彦 2011 情報・システム
キタヤマ　ケンイチ 北山　研一 2004 通信
キタワキ　ノブヒコ 北脇　信彦 2002 情報・システム
キダワラ　ユタカ 木俵　豊 2019 情報・システム
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キツレガワ　マサル 喜連川　優 2005 情報・システム
キドデ　マサツグ 木戸出　正継 2004 情報・システム
キノシタ　コウゾウ 樹下　行三 2000 情報・システム
キノシタ　テツオ 木下　哲男 2006 情報・システム
キムラ　ジヨウジ 木村　丈治 2011 通信
キムラ　シンジ 木村　晋二 2015 基礎・境界
キムラ　タツヤ 木村　達也 2000 エレクトロニクス
キムラ　ヒデアキ 木村　秀明 2020 エレクトロニクス
キムラ　ヒデトシ 木村　英俊 2000 通信
キヤ　ヒトシ 貴家　仁志 2009 基礎・境界
キユウマ　カズオ 久間　和生 2009 情報・システム
キヨ　ズイホウ 許　瑞邦 2004 エレクトロニクス
キヨキ　ヤスシ 清木　康 2019 情報・システム
キリハ　ヨシアキ 桐葉　佳明 2018 通信
クシビキ　ジユンイチ 櫛引　淳一 2007 基礎・境界
クドウ　カズヒロ 工藤　一浩 2011 エレクトロニクス
クドウ　ヒロユキ 工藤　博幸 2014 情報・システム
クドウ　ミネイチ 工藤　峰一 2018 情報・システム
クニイ　ヒデコ 國井　秀子 2010 情報・システム
クノ　ヨシノリ 久野　義徳 2018 情報・システム
クボタ　シユウジ 久保田　周治 2009 通信
クボノ　タカヨシ 窪野　隆能 2003 エレクトロニクス
クマガイ　サダトシ 熊谷　貞俊 2002 基礎・境界
クモザキ　キヨミ 雲崎　清美 2011 通信
クリタ　タキオ 栗田　多喜夫 2009 情報・システム
クレマツ　アキラ 榑松　明 2000 情報・システム
クロカワ　フジオ 黒川　不二雄 2018 通信
クロサワ　カオル 黒沢　馨 2013 基礎・境界
クロダ　タダヒロ 黒田　忠広 2013 エレクトロニクス
クロダ　ミチコ 黒田　道子 2014 エレクトロニクス
クロヤナギ　ノリヨシ 畔柳　功芳 2001 通信
クワバラ　ノブオ 桑原　伸夫 2011 通信
クワバラ　ヒサオ 桑原　尚夫 2003 情報・システム
クワハラ　ヒデオ 桑原　秀夫 2005 通信
ゲンダ　コウイチ 源田　浩一 2018 通信
コウダ　トオル 香田　徹 2004 基礎・境界
コウノ　リユウジ 河野　隆二 2003 基礎・境界
コガ　トシオ 古閑　敏夫 2011 通信
コガ　トシロウ 古賀　利郎 2000 基礎・境界
コガ　ヨシアキ 古賀　義亮 2001 情報・システム
コガ　リユウジ 古賀　隆治 2008 通信
コクブン　ヤスオ 國分　泰雄 2005 エレクトロニクス
コクボ　マサル 小久保　優 2020 基礎・境界
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フェロー称号贈呈者一覧（五十音順）【928名】

コクラ　クニオ 小倉　邦男 2011 通信
コザワ　トキノリ 小澤　時典 2001 基礎・境界
コシバ　マサノリ 小柴　正則 2002 エレクトロニクス
ゴシマ　ヒサトシ 五嶋　久寿 2004 通信
コシモト　ヤスヒロ 越本　泰弘 2005 エレクトロニクス
コダマ　シンゾウ 児玉　慎三 2001 基礎・境界
コツカ　ヨウジ 小塚　洋司 2007 通信
ゴトウ　ゲンスケ 後藤　源助 2003 エレクトロニクス
ゴトウ　サトシ 後藤　敏 2003 基礎・境界
ゴトウ　トシナリ 後藤　俊成 2003 エレクトロニクス
ゴトウ　マサタカ 後藤　真孝 2020 情報・システム
ゴトウ　ムネヒロ 後藤　宗弘 2003 情報・システム
コニシ　カズノリ 小西　和憲 2000 情報・システム
コニシ　ヨシヒコ 小西　善彦 2012 通信
コバタケ　ヒデフミ 小畑　秀文 2005 情報・システム
コバヤシ　キンゴ 小林　欣吾 2003 基礎・境界
コバヤシ　コウジロウ 小林　孝次郎 2001 情報・システム
コバヤシ　コウロウ 小林　功郎 2006 エレクトロニクス
コバヤシ　シユンスケ 小林　駿介 2000 エレクトロニクス
コバヤシ　タカオ 小林　隆夫 2011 情報・システム
コバヤシ　テツロウ 小林　哲郎 2000 エレクトロニクス
コバヤシ　ヒサシ 小林　久志 2004 情報・システム
コバヤシ　ヨシオ 小林　禧夫 2001 エレクトロニクス
コヒヤマ　ケンジ 小檜山　賢二 2002 通信
ゴミ　ヒロアキ 五味　裕章 2016 情報・システム
コミヤ　カズミ 小宮　一三 2009 通信
コミヤ　セイイチ 古宮　誠一 2010 情報・システム
コヤマ　フミオ 小山　二三夫 2009 エレクトロニクス
コヤマ　マサキ 小山　正樹 2001 通信
コヤマダ　ヤヘイ 小山田　弥平 2007 通信

サ サイトウ　タダオ 齊藤　忠夫 2001 通信
サイトウ　トシミチ 斉藤　利通 2009 基礎・境界
サイトウ　ノブジ 斎藤　伸自 2000 通信
サイトウ　ヒデオ 斎藤　英雄 2016 情報・システム
サイトウ　ヒロシ 斎藤　洋 2006 通信
サカイ　クニオ 坂井　邦夫 2003 情報・システム
サカイ　コウ 酒井　宏 2019 情報・システム
サカイ　シユウイチ 坂井　修一 2011 情報・システム
サカイ　テツシ 酒井　徹志 2004 エレクトロニクス
サカイ　マサヒコ 酒井　正彦 2013 情報・システム
サカイ　ヨウイチ 坂井　陽一 2005 通信
サカイ　ヨシノリ 酒井　善則 2001 通信
サカキ　ヒロユキ 榊　裕之 2001 エレクトロニクス
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フェロー称号贈呈者一覧（五十音順）【928名】

サカグチ　ケイ 阪口　啓 2018 通信
サカグチ　ユタカ 阪口　豊 2017 情報・システム
サカザワ　シゲユキ 酒澤　茂之 2016 情報・システム
サカタ　シヨウジロウ 阪田　省二郎 2002 基礎・境界
サカタ　シロウ 阪田　史郎 2008 通信
サカニワ　コウイチ 坂庭　好一 2002 通信
サカベ　トシキ 坂部　俊樹 2011 情報・システム
サガヤマ　シゲキ 嵯峨山　茂樹 2010 情報・システム
サクライ　タカヤス 桜井　貴康 2009 エレクトロニクス
ササオカ　ヒデイチ 笹岡　秀一 2009 通信
ササキ　アキオ 佐々木　昭夫 2000 エレクトロニクス
ササキ　ノブオ 佐々木　伸夫 2017 エレクトロニクス
ササキ　ハジメ 佐々木　元 2000 エレクトロニクス
ササキ　ユタカ 佐々木　豊 2007 通信
ササセ　イワオ 笹瀬　巌 2007 通信
ササベ　ヒロユキ 雀部　博之 2000 エレクトロニクス
サトウ　ケンイチ 佐藤　健一 2003 通信
サトウ　シンイチ 佐藤　真一 2015 情報・システム
サトウ　ススム 佐藤　進 2007 エレクトロニクス
サトウ　タクロウ 佐藤　拓朗 2014 通信
サトウ　トオル 佐藤　亨 2006 通信
サトウ　モトユキ 佐藤　源之 2018 エレクトロニクス
サトウ　ヨシノブ 佐藤　吉信 2004 基礎・境界
サトウ　ヨシノブ 佐藤　嘉伸 2015 情報・システム
サナダ　ユキトシ 眞田　幸俊 2016 通信
サノ　エイイチ 佐野　栄一 2011 エレクトロニクス
サノ　マサキ 佐野　雅己 2010 基礎・境界
サバ　タカヒコ 佐波　孝彦 2016 通信
サルワタリ　マサトシ 猿渡　正俊 2003 通信
サワ　コウイチロウ 澤　孝一郎 2002 エレクトロニクス
サワダ　ヒロシ 澤田　宏 2018 基礎・境界
サワダ　ヤスジ 澤田　康次 2003 基礎・境界
サワハシ　マモル 佐和橋　衛 2015 通信
サワヤ　クニオ 澤谷　邦男 2005 通信
サンペイ　セイイチ 三瓶　政一 2007 通信
シイナ　ツヨシ 椎名　毅 2014 情報・システム
シオカワ　タカヤス 塩川　孝泰 2005 通信
シオザワ　トシユキ 塩沢　俊之 2003 エレクトロニクス
シオモト　コウヘイ 塩本　公平 2007 通信
シカダ　ミノル 鹿田　實 2006 通信
シシクイ　ヨシアキ 鹿喰　善明 2019 情報・システム
シノダ　コウイチ 篠田　浩一 2020 情報・システム
シノダ　シヨウジ 篠田　庄司 2000 基礎・境界
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シノナガ　ヒデユキ 篠永　英之 2009 通信
シノハラ　ヒロミチ 篠原　弘道 2009 通信
シバタ　ツグミチ 柴田　随道 2015 エレクトロニクス
シバタ　ノリ 柴田　宣 2011 通信
シマムラ　カズノリ 島村　和典 2004 通信
シミズ　アキノブ 清水　昭伸 2016 情報・システム
シミズ　ヤスタカ 清水　康敬 2001 基礎・境界
シモジヨウ　シンジ 下條　真司 2010 通信
シモムラ　ナオヒサ 下村　尚久 2002 情報・システム
シヤクナガ　タケシ 尺長　健 2017 情報・システム
シヨウキ　ヒロキ 庄木　裕樹 2008 通信
シヨウゲン　カズヨシ 正源　和義 2010 通信
シヨウヤマ　マサヒト 庄山　正仁 2020 通信
シライ　カツヒコ 白井　克彦 2001 情報・システム
シライ　ヒロシ 白井　宏 2011 基礎・境界
シライ　ヨシアキ 白井　良明 2000 情報・システム
シラカワ　イサオ 白川　功 2000 基礎・境界
シラトリ　ノリオ 白鳥　則郎 2002 通信
シンクマ　リヨウイチ 新熊　亮一 2019 通信
ジンノ　ケンヤ 神野　健哉 2019 基礎・境界
ジンノ　マサヒコ 神野　正彦 2013 通信
ジンボ　ヤスヒコ 神保　泰彦 2018 情報・システム
シンリキ　マサノリ 神力　正宣 2008 通信
スエタ　タダシ 末田　正 2000 エレクトロニクス
スエナガ　ヤスヒト 末永　康仁 2001 情報・システム
スエマツ　ノリハル 末松　憲治 2020 エレクトロニクス
スエヨシ　トシノリ 末吉　敏則 2014 情報・システム
スガハラ　マサノリ 菅原　昌敬 2004 エレクトロニクス
スガムラ　ノボル 管村　昇 2005 情報・システム
スガワラ　ケンジ 菅原　研次 2008 情報・システム
スギエ　ノボル 杉江　昇 2000 情報・システム
スギハラ　コウキチ 杉原　厚吉 2006 情報・システム
スギモト　ヤスヒロ 杉本　泰博 2015 エレクトロニクス
スギヤマ　アキヒコ 杉山　昭彦 2011 基礎・境界
スギヤマ　タカトシ 杉山　隆利 2017 通信
スギヤマ　マサシ 杉山　将 2017 情報・システム
スサキ　ワタル 須﨑　渉 2011 エレクトロニクス
スズキ　ケンジ 鈴木　健司 2004 情報・システム
スズキ　コウジ 鈴木　幸治 2006 エレクトロニクス
スズキ　シゲヒコ 鈴木　滋彦 2001 通信
スズキ　ジヨウジ 鈴木　誠史 2001 情報・システム
スズキ　センイチ 鈴木　扇太 2017 エレクトロニクス
スズキ　トシノリ 鈴木　利則 2018 通信
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スズキ　ヒロシ 鈴木　博 2006 通信
スズキ　マサトシ 鈴木　正敏 2008 通信
スズキ　ヤスオ 鈴木　康夫 2008 通信
スズキ　ヤスユキ 鈴木　康之 2018 エレクトロニクス
スズキ　ヨウイチ 鈴木　陽一 2011 基礎・境界
スズキ　ヨシヒサ 鈴木　喜久 2002 基礎・境界
スズキ　リヨウジ 鈴木　良次 2002 情報・システム
スミ　カズヒコ 鷲見　和彦 2012 情報・システム
スヤマ　シロウ 陶山　史朗 2019 エレクトロニクス
セキ　ヒロユキ 関　浩之 2011 情報・システム
セキネ　マツオ 関根　松夫 2002 通信
センゴク　マサカズ 仙石　正和 2002 基礎・境界
センモト　サチオ 千本　倖生 2019 通信
ソネ　トシオ 曽根　敏夫 2001 基礎・境界
ソネ　ヒデアキ 曽根　秀昭 2009 エレクトロニクス
ソネハラ　ノボル 曽根原　登 2010 情報・システム

タ タカギ　タスク 高木　相 2000 通信
タカダ　ジユンイチ 高田　潤一 2012 通信
タカノ　タダシ 高野　忠 2004 通信
タカハシ　アキラ 高橋　玲 2016 通信
タカハシ　アツオ 高橋　篤夫 2000 エレクトロニクス
タカハシ　アツシ 高橋　篤司 2017 基礎・境界
タカハシ　キヨシ 高橋　清 2000 エレクトロニクス
タカハシ　ケンゾウ 高橋　謙三 2007 通信
タカハシ　タツロウ 高橋　達郎 2003 通信
タカハシ　ヒロシ 髙橋　浩 2013 エレクトロニクス
タカハシ　マサハル 高橋　応明 2014 通信
タカハタ　フミオ 髙畑　文雄 2003 通信
タカムラ　セイシ 高村　誠之 2020 情報・システム
タカヤマ　ヨウイチロウ 髙山　洋一郎 2005 エレクトロニクス
タキ　マサオ 多氣　昌生 2010 通信
タキシマ　ヤスヒロ 滝嶋　康弘 2013 情報・システム
タグチ　アキラ 田口　亮 2014 基礎・境界
タケダ　エイジ 武田　英次 2002 エレクトロニクス
タケダ　カズヤ 武田　一哉 2012 情報・システム
タケベ　ツヨシ 武部　幹 2000 基礎・境界
タサカ　シユウジ 田坂　修二 2002 通信
タジマ　ジヨウジ 田島　譲二 2009 情報・システム
タチカワ　ケイジ 立川　敬二 2001 通信
タテイバ　ミツオ 立居場　光生 2004 エレクトロニクス
タテダ　ミツヒロ 立田　光廣 2008 通信
タナカ　カズヨ 田中　和世 2008 情報・システム
タナカ　カヅオ 田中　嘉津夫 2006 エレクトロニクス
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タナカ　クニアキ 田中　國昭 2004 エレクトロニクス
タナカ　クニマロ 田中　邦麿 2006 基礎・境界
タナカ　シゲル 田中　茂 2013 通信
タナカ　ハツカズ 田中　初一 2002 基礎・境界
タナカ　ヒデヒコ 田中　英彦 2000 情報・システム
タナカ　ヒロカズ 田中　宏和 2020 通信
タナカ　ヒロミ 田中　弘美 2017 情報・システム
タナカ　マサト 田中　正人 2006 通信
タナカ　マモル 田中　衞 2005 基礎・境界
タナカ　ヨシアキ 田中　良明 2002 通信
タナハシ　ジユンイチ 棚橋　純一 2000 情報・システム
タニグチ　ケンイチ 谷口　健一 2003 情報・システム
タニグチ　トモヒコ 谷口　智彦 2007 通信
タニグチ　リンイチロウ 谷口　倫一郎 2009 情報・システム
タニモト　マサユキ 谷本　正幸 2002 通信
タマイ　テルタカ 玉井　輝雄 2003 エレクトロニクス
タママ　テツオ 玉真　哲雄 2001 通信
タマル　ケイキチ 田丸　啓吉 2000 エレクトロニクス
タムラ　シンイチ 田村　進一 2006 情報・システム
タムラ　ヒデユキ 田村　秀行 2003 情報・システム
タムラ　ヒロシ 田村　裕 2018 基礎・境界
タロウマル　マコト 太郎丸　真 2019 通信
チカマ　テルミ 近間　輝美 2006 通信
チノネ　ナオキ 茅根　直樹 2008 エレクトロニクス
チバ　イサム 千葉　勇 2010 通信
チハラ　クニヒロ 千原　国宏 2005 情報・システム
チヤオ　ジンフイ 趙　晋輝 2013 基礎・境界
チユウバチ　ノリヨシ 中鉢　憲賢 2000 基礎・境界
チヨウ　ケイゾウ 長　敬三 2011 通信
チン　キヨウ 陳　強 2017 通信
ツカダ　ミノル 塚田　稔 2005 情報・システム
ツキヤマ　シユウジ 築山　修治 2007 基礎・境界
ツジ　サブロウ 辻　三郎 2000 情報・システム
ツジ　シンジ 辻　伸二 2011 エレクトロニクス
ツジ　ヒロユキ 辻　宏之 2019 通信
ツジ　ユカリ 辻　ゆかり 2020 通信
ツジオカ　テツオ 辻岡　哲夫 2014 通信
ツダ　トシタカ 津田　俊隆 2001 情報・システム
ツチヤ　ハルヒコ 土屋　治彦 2002 エレクトロニクス
ツボイ　トシノリ 坪井　利憲 2007 通信
ツヤ　ノボル 津屋　昇 2000 エレクトロニクス
ツリタニ　タケヒロ 釣谷　剛宏 2020 通信
テシロギ　タスク 手代木　扶 2002 通信
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ドイ　ミワコ 土井　美和子 2010 情報・システム
トウマ　ヨシヒロ 当麻　喜弘 2000 情報・システム
トウモリ　ユウイチ 東盛　裕一 2012 エレクトロニクス
トウヤマ　ミキオ 東山　三樹夫 2005 基礎・境界
トオヤマ　ヨシカズ 遠山　嘉一 2003 エレクトロニクス
トクダ　マサミツ 徳田　正満 2004 通信
トクヤマ　タケシ 徳山　豪 2012 情報・システム
トクラ　ノブキ 都倉　信樹 2000 情報・システム
トダ　イワオ 戸田　巌 2000 情報・システム
トデ　ヒデキ 戸出　英樹 2019 通信
トノムラ　ヨシノブ 外村　佳伸 2012 情報・システム
トバ　ヒロム 鳥羽　弘 2005 通信
トミカワ　ヨシロウ 富川　義朗 2002 基礎・境界
トミサワ　オサム 冨澤　治 2004 エレクトロニクス
トミザワ　マサヒト 富沢　将人 2015 通信
トミタ　エツジ 富田　悦次 2003 情報・システム
トミタ　シゲル 冨田　茂 2016 通信
トミタ　シンジ 富田　眞治 2000 情報・システム
トミナガ　シヨウジ 富永　昌治 2009 情報・システム
トミナガ　ヒデヨシ 富永　英義 2000 通信
トリイ　コウジ 鳥居　宏次 2001 情報・システム

ナ ナエムラ　ケンジ 苗村　憲司 2000 情報・システム
ナオイ　サトシ 直井　聡 2019 情報・システム
ナガイ　ノブオ 永井　信夫 2000 基礎・境界
ナガイ　ハルオ 永井　治男 2004 エレクトロニクス
ナカオ　コウジ 中尾　康二 2017 情報・システム
ナガオ　マコト 長尾　真 2000 情報・システム
ナガオカ　サカエ 長岡　栄 2004 通信
ナカガワ　アキラ 中川　章 2019 情報・システム
ナカガワ　セイイチ 中川　聖一 2005 情報・システム
ナカガワ　タダオ 中川　匡夫 2020 通信
ナカガワ　マサオ 中川　正雄 2001 基礎・境界
ナカガワ　マサキ 中川　正樹 2009 情報・システム
ナカザト　ヒデノリ 中里　秀則 2017 通信
ナカザワ　マサタカ 中沢　正隆 2001 通信
ナガサワ　ヨウジ 長澤　庸二 2006 通信
ナカジマ　コウジ 中島　康治 2007 基礎・境界
ナカジマ　タカユキ 中島　隆之 2000 情報・システム
ナガシマ　トモマサ 長島　知正 2007 基礎・境界
ナカジマ　ノブオ 中嶋　信生 2002 通信
ナカジマ　マサユキ 中嶋　正之 2003 情報・システム
ナカシマ　ヤスヒコ 中島　康彦 2017 情報・システム
ナカジマ　ヤスユキ 中島　康之 2012 情報・システム
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ナガシマ　ユウジ 長嶋　祐二 2019 情報・システム
ナガセ　リヨウ 長瀨　亮 2016 エレクトロニクス
ナカツ　リヨウヘイ 中津　良平 2001 情報・システム
ナガツマ　タダオ 永妻　忠夫 2012 エレクトロニクス
ナカニシ　ヨウイチロウ 中西　洋一郎 2005 エレクトロニクス
ナガヌマ　ミツル 永沼　充 2004 エレクトロニクス
ナガノ　イサム 長野　勇 2007 通信
ナカノ　ケイスケ 中野　敬介 2020 基礎・境界
ナカノ　コウジ 中野　浩嗣 2017 情報・システム
ナカノ　ヒサマツ 中野　久松 2005 通信
ナカノ　ミユキ 中野　美由紀 2015 情報・システム
ナカノ　ヨシアキ 中野　義昭 2005 通信
ナカムラ　カツヒロ 中村　勝洋 2006 基礎・境界
ナカムラ　キヨシ 中村　僖良 2003 基礎・境界
ナカムラ　ヒデオ 中村　英夫 2010 基礎・境界
ナカムラ　ヒロシ 中村　寛 2017 通信
ナカムラ　ミチハル 中村　道治 2001 エレクトロニクス
ナカムラ　ユウイチ 中村　裕一 2014 情報・システム
ナカムラ　ヨシヒサ 中村　慶久 2002 エレクトロニクス
ナカヤ　マサオ 中屋　雅夫 2009 エレクトロニクス
ナカヤマ　ジユンイチ 中山　純一 2013 エレクトロニクス
ナグラ　リイチ 奈倉　理一 2006 通信
ナミキ　ジユンジ 並木　淳治 2004 通信
ナミヒラ　ヨシノリ 波平　宜敬 2008 通信
ナルセ　ヒロシ 成瀬　央 2017 通信
ナンヤ　タカシ 南谷　崇 2002 情報・システム
ニイツ　ヨシヒロ 新津　善弘 2008 通信
ニキ　カズヒサ 仁木　和久 2010 情報・システム
ニキ　ノボル 仁木　登 2008 情報・システム
ニシ　テツオ 西　哲生 2000 基礎・境界
ニシオ　シヨウジロウ 西尾　章治郎 2004 情報・システム
ニシカワ　クニトシ 西川　訓利 2013 通信
ニシザワ　タイジ 西澤　台次 2005 通信
ニシゼキ　タカオ 西関　隆夫 2004 情報・システム
ニシダ　シヨウゴ 西田　正吾 2005 情報・システム
ニシダ　トヨアキ 西田　豊明 2012 情報・システム
ニシタニ　タカオ 西谷　隆夫 2001 基礎・境界
ニシハラ　アキノリ 西原　明法 2003 基礎・境界
ニシハラ　ヒロシ 西原　浩 2000 エレクトロニクス
ニノミヤ　タモツ 二宮　保 2004 通信
ニヤダ　カツユキ 二矢田　勝行 2009 情報・システム
ネモト　ヨシアキ 根元　義章 2006 通信
ノジマ　トシオ 野島　俊雄 2009 通信
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ノモト　シンイチ 野本　真一 2009 通信
ハ ハエイワ　カズヒサ 生岩　量久 2003 基礎・境界

ハギタ　ノリヒロ 萩田　紀博 2005 情報・システム
ハギモト　カズオ 萩本　和男 2005 通信
ハシモト　オサム 橋本　修 2009 エレクトロニクス
ハシモト　コウゾウ 橋本　弘藏 2008 通信
ハシモト　シユウジ 橋本　周司 2012 情報・システム
ハシモト　シンイチロウ 橋本　新一郎 2000 情報・システム
ハシモト　マサアキ 橋本　正明 2011 情報・システム
ハセガワ　ジユンイチ 長谷川　純一 2013 情報・システム
ハセガワ　タカアキ 長谷川　孝明 2014 基礎・境界
ハセガワ　トオル 長谷川　亨 2013 通信
ハセガワ　ヒデキ 長谷川　英機 2000 エレクトロニクス
ハタ　マサヤス 畑　雅恭 2003 基礎・境界
ハダマ　ヒサヤ 葉玉　寿弥 2015 通信
ハチヤ　ヒロユキ 蜂屋　弘之 2017 基礎・境界
ハツダ　タケシ 初田　健 2009 通信
ハツトリ　タケシ 服部　武 2003 通信
ハトリ　ミツトシ 羽鳥　光俊 2000 基礎・境界
ハナザワ　タカシ 花澤　隆 2007 通信
ハネイシ　ミサオ 羽石　操 2004 通信
ババ　タカノブ 馬場　敬信 2008 情報・システム
ババグチ　ノボル 馬場口　登 2009 情報・システム
ハマダ　ノゾム 浜田　望 2004 基礎・境界
ハヤカワ　マサシ 早川　正士 2005 エレクトロニクス
ハヤシ　トモナオ 林　友直 2004 通信
ハヤシ　ハツオ 林　初男 2008 基礎・境界
ハヤシ　ヒロム 林　弘 2000 情報・システム
ハラシマ　ヒロシ 原島　博 2000 通信
ハラダ　タカシ 原田　高志 2016 通信
ハラダ　ヒロシ 原田　博司 2009 通信
ハルナ　マサミツ 春名　正光 2002 エレクトロニクス
ハルヤマ　シンイチロウ 春山　真一郎 2009 通信
ヒキハラ　タカシ 引原　隆士 2011 基礎・境界
ヒグチ　タツオ 樋口　龍雄 2000 基礎・境界
ヒナタ　タカシ 日向　隆 2002 エレクトロニクス
ヒナモト　タカオ 雛元　孝夫 2004 基礎・境界
ヒライ　ユウゾウ 平井　有三 2008 情報・システム
ヒラガワ　カズユキ 平川　和之 2003 基礎・境界
ヒラサワ　カズヒロ 平澤　一紘 2004 通信
ヒラサワ　シゲイチ 平澤　茂一 2001 基礎・境界
ヒラタ　アキマサ 平田　晃正 2018 エレクトロニクス
ヒラタ　ヤスオ 平田　康夫 2002 基礎・境界
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ヒラチ　ヤスタケ 平地　康剛 2006 エレクトロニクス
ヒラノ　アキラ 平野　章 2018 通信
ヒラマツ　アツシ 平松　淳 2018 通信
ヒロカワ　ジロウ 広川　二郎 2014 通信
ヒロサキ　ボウタロウ 広崎　膨太郎 2002 通信
ヒロセ　アキラ 廣瀨　明 2018 情報・システム
ヒロセ　ケイキチ 広瀬　啓吉 2007 情報・システム
フカワ　カズヒコ 府川　和彦 2019 通信
フキヌキ　タカヒコ 吹抜　敬彦 2000 情報・システム
フキヌキ　ヒロシ 吹抜　洋司 2011 通信
フクイ　カズヒロ 福井　和広 2015 情報・システム
フクイ　ユタカ 副井　裕 2004 基礎・境界
フクシマ　クニヒコ 福島　邦彦 2000 情報・システム
フクダ　エイスケ 福田　英輔 2011 通信
フクダ　シユウイチ 福田　収一 2009 基礎・境界
フクチ　キヨシ 福知　清 2016 通信
フクチ　ハジメ 福地　一 2004 通信
フクトミ　レイジロウ 福富　礼治郎 2000 通信
フクムラ　テルオ 福村　晃夫 2000 情報・システム
フジイ　タケオ 藤井　威生 2018 通信
フジイ　テツロウ 藤井　哲郎 2010 基礎・境界
フジイ　テルヤ 藤井　輝也 2017 通信
フジイ　トシアキ 藤井　俊彰 2018 情報・システム
フジイ　ノブオ 藤井　信生 2002 基礎・境界
フジイ　ノブオ 藤井　伸朗 2008 通信
フジカケ　ヒデオ 藤掛　英夫 2015 エレクトロニクス
フジサキ　ヒロヤ 藤崎　博也 2000 基礎・境界
フジサワ　ヒロミチ 藤澤　浩道 2003 情報・システム
フジシマ　ミノル 藤島　実 2017 エレクトロニクス
フジタ　ヒロシ 藤田　広志 2011 情報・システム
フジモト　キヨウヘイ 藤本　京平 2001 通信
フジヨシ　ヒロノブ 藤吉　弘亘 2020 情報・システム
フジワラ　オサム 藤原　修 2009 通信
フジワラ　トオル 藤原　融 2008 基礎・境界
フジワラ　ヒデオ 藤原　秀雄 2001 情報・システム
フタモト　マサアキ 二本　正昭 2017 エレクトロニクス
フルイ　サダオキ 古井　貞熙 2001 情報・システム
フルハマ　ヨウジ 古濱　洋治 2001 通信
フルヤ　カズヒト 古屋　一仁 2004 エレクトロニクス
フルヤ　キヨシ 古屋　清 2009 情報・システム
フルヤ　ユキツナ 古谷　之綱 2012 通信
ホシカワ　マサオ 星川　政雄 2003 通信
ホソヤ　ヨシオ 細矢　良雄 2003 通信
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ホタテ　カズオ 保立　和夫 2004 エレクトロニクス
ホツキヨウ　ジロウ 法橋　滋郎 2003 エレクトロニクス
ホツタ　マサオ 堀田　正生 2009 基礎・境界
ホリ　トシカズ 堀　俊和 2008 通信
ホリ　ヒロオ 堀　浩雄 2002 エレクトロニクス
ホリオ　ヨシヒコ 堀尾　喜彦 2017 基礎・境界
ホリカワ　ヤスシ 堀川　康 2002 通信
ホリグチ　シヨウジ 堀口　勝治 2001 エレクトロニクス
ホリグチ　ツネオ 堀口　常雄 2012 通信
ホリゴメ　ミチオ 堀籠　教夫 2002 基礎・境界
ホンジヨウ　カズヒコ 本城　和彦 2008 エレクトロニクス

マ マエジマ　ヒデオ 前島　英雄 2005 エレクトロニクス
マエダ　エイサク 前田　英作 2013 情報・システム
マエダ　ケンイチ 前田　賢一 2009 情報・システム
マエダ　コレヒロ 前田　惟裕 2006 通信
マエダ　ミノル 前田　稔 2004 通信
マエダ　ヨウイチ 前田　洋一 2007 通信
マキノ　シゲル 牧野　滋 2008 通信
マキノ　シヨウジ 牧野　昭二 2007 基礎・境界
マキノ　シヨウゾウ 牧野　正三 2007 情報・システム
マキノ　ミツノリ 牧野　光則 2019 基礎・境界
マキノウチ　アキフミ 牧之内　顕文 2003 情報・システム
マス　カズヤ 益　一哉 2015 エレクトロニクス
マスダ　イサオ 増田　功 2000 情報・システム
マスダ　タカシ 益田　隆司 2004 情報・システム
マスナガ　ヨシフミ 増永　良文 2002 情報・システム
マセ　ケンイチ 間瀬　憲一 2001 通信
マセ　ケンジ 間瀬　健二 2009 情報・システム
マツザワ　アキラ 松澤　昭 2010 エレクトロニクス
マツシマ　トシヤス 松嶋　敏泰 2013 基礎・境界
マツシマ　ユウイチ 松島　裕一 2005 エレクトロニクス
マツダ　キイチ 松田　喜一 2011 情報・システム
マツナミ　ヒロユキ 松波　弘之 2001 エレクトロニクス
マツムラ　マサキヨ 松村　正清 2001 エレクトロニクス
マツモト　ケンイチ 松本　健一 2013 情報・システム
マツモト　シユウイチ 松本　修一 2007 情報・システム
マツモト　ヒロシ 松本　弘 2004 情報・システム
マツモト　ヒロシ 松本　紘 2005 通信
マツモト　マサオ 松本　正雄 2010 情報・システム
マツヤマ　ヤスオ 松山　泰男 2002 情報・システム
マナベ　タケシ 真鍋　武嗣 2008 通信
マルオカ　アキラ 丸岡　章 2002 情報・システム
マルノ　トオル 丸野　透 2015 エレクトロニクス
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マルヤマ　カツミ 丸山　勝己 2004 通信
ミカミ　オサム 三上　修 2008 エレクトロニクス
ミキ　テツヤ 三木　哲也 2000 通信
ミズイケ　タケシ 水池　健 2007 通信
ミズオチ　タカシ 水落　隆司 2014 通信
ミズタニ　タカシ 水谷　孝 2006 エレクトロニクス
ミズノ　コウジ 水野　皓司 2003 エレクトロニクス
ミズノ　ヒデキ 水野　秀樹 2006 通信
ミズマチ　モリユキ 水町　守志 2000 通信
ミズモト　テツヤ 水本　哲弥 2009 通信
ミツハシ　タカシ 三橋　隆 2004 基礎・境界
ミナト　コタロウ 湊　小太郎 2006 情報・システム
ミナミ　トシ 南　敏 2000 基礎・境界
ミネマツ　ノブアキ 峯松　信明 2020 情報・システム
ミノウ　ミチヒコ 美濃　導彦 2009 情報・システム
ミノワ　イサオ 箕輪　功 2006 エレクトロニクス
ミムラ　タカシ 三村　高志 2001 エレクトロニクス
ミヤウチ　カズヒロ 宮内　一洋 2001 エレクトロニクス
ミヤケ　コウ 三宅　功 2009 通信
ミヤケ　セイ 三宅　誠 2004 情報・システム
ミヤザキ　テツヤ 宮崎　哲弥 2009 通信
ミヤナガ　ヨシカズ 宮永　喜一 2009 基礎・境界
ミヤハラ　ヒデオ 宮原　秀夫 2002 通信
ミヤハラ　マコト 宮原　誠 2003 情報・システム
ミヤホ　ノリハル 宮保　憲治 2013 通信
ミヤモト　ユタカ 宮本　裕 2010 通信
ムカイ　タカアキ 向井　孝彰 2010 エレクトロニクス
ムカイドノ　マサオ 向殿　政男 2001 情報・システム
ムカワ　ナオキ 武川　直樹 2007 情報・システム
ムネヤス　ミツジ 棟安　実治 2018 基礎・境界
ムラオカ　ヒロアキ 村岡　裕明 2017 エレクトロニクス
ムラオカ　ヨウイチ 村岡　洋一 2000 情報・システム
ムラカミ　コウゾウ 村上　孝三 2004 通信
ムラグチ　マサヒロ 村口　正弘 2015 エレクトロニクス
ムラセ　アツシ 村瀬　淳 2013 通信
ムラセ　ツトム 村瀬　勉 2009 通信
ムラセ　ヒロシ 村瀬　洋 2007 情報・システム
ムラタ　ヒデカズ 村田　英一 2020 通信
ムラタ　マサユキ 村田　正幸 2005 通信
ムラタニ　タクロウ 村谷　拓郎 2000 通信
ムラノ　カズオ 村野　和雄 2000 通信
ムロタ　カズアキ 室田　和昭 2009 通信
モガミ　トオル 最上　徹 2013 エレクトロニクス
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モチダ　ユウコウ 持田　侑宏 2002 通信
モトシマ　クニアキ 本島　邦明 2010 通信
モリ　キンジ 森　欣司 2008 情報・システム
モリ　ケンイチ 森　健一 2000 情報・システム
モリ　ケンサク 森　健策 2020 情報・システム
モリ　シンサク 森　真作 2000 基礎・境界
モリイ　マサカツ 森井　昌克 2018 基礎・境界
モリオカ　トシオ 盛岡　敏夫 2007 通信
モリカワ　ヒロユキ 森川　博之 2008 通信
モリクラ　マサヒロ 守倉　正博 2008 通信
モリシタ　カツミ 森下　克己 2009 通信
モリシタ　ヒサシ 森下　久 2014 通信
モリスエ　ミチタダ 森末　道忠 2002 エレクトロニクス
モリタ　イツロウ 森田　逸郎 2019 通信
モリナガ　ノリヒコ 森永　規彦 2001 通信
モリヤ　タケヒロ 守谷　健弘 2015 基礎・境界
モロオカ　タスク 諸岡　翼 2003 通信

ヤ ヤジマ　シユウゾウ 矢島　脩三 2000 情報・システム
ヤジマ　ヒロヨシ 矢嶋　弘義 2005 エレクトロニクス
ヤシマ　ヨシユキ 八島　由幸 2014 情報・システム
ヤスウラ　ヒロト 安浦　寛人 2006 基礎・境界
ヤスダ　アキオ 安田　明生 2005 通信
ヤスダ　ヒロシ 安田　浩 2000 情報・システム
ヤスダ　ユタカ 安田　豊 2005 通信
ヤスモト　キヨトシ 安元　清俊 2005 エレクトロニクス
ヤチ　トシアキ 谷内　利明 2009 通信
ヤナギサワ　タケシ 柳沢　健 2000 基礎・境界
ヤナギサワ　マサオ 柳澤　政生 2011 基礎・境界
ヤハギ　タカシ 谷萩　隆嗣 2006 基礎・境界
ヤマウチ　リヨウゾウ 山内　良三 2006 通信
ヤマオ　ヤスシ 山尾　泰 2009 通信
ヤマグチ　ハルオ 山口　治男 2001 通信
ヤマグチ　マサツネ 山口　正恆 2004 基礎・境界
ヤマグチ　ヨシオ 山口　芳雄 2007 通信
ヤマザキ　カツユキ 山崎　克之 2010 通信
ヤマザキ　タツヤ 山崎　達也 2014 通信
ヤマザキ　ヤスヒロ 山崎　泰弘 2001 情報・システム
ヤマザト　タカヤ 山里　敬也 2013 通信
ヤマシタ　マサフミ 山下　雅史 2009 情報・システム
ヤマダ　イサオ 山田　功 2015 基礎・境界
ヤマダ　オサム 山田　宰 2004 通信
ヤマダ　ケイジ 山田　敬嗣 2011 情報・システム
ヤマダ　タケシ 山田　武士 2016 情報・システム
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ヤマダ　ヒサシ 山田　尚志 2001 基礎・境界
ヤマダ　ヒロシ 山田　浩 2014 エレクトロニクス
ヤマダ　ヒロヒト 山田　博仁 2016 エレクトロニクス
ヤマダ　ヒロヨシ 山田　寛喜 2018 通信
ヤマダ　ヨシヒデ 山田　吉英 2007 通信
ヤマト　ジユンジ 大和　淳司 2016 情報・システム
ヤマナ　ハヤト 山名　早人 2018 情報・システム
ヤマナカ　ナオアキ 山中　直明 2008 通信
ヤマノウチ　カズヒコ 山之内　和彦 2000 基礎・境界
ヤマバヤシ　ヨシアキ 山林　由明 2009 通信
ヤマムラ　キヨタカ 山村　清隆 2016 基礎・境界
ヤマモト　カズヒコ 山本　和彦 2004 情報・システム
ヤマモト　シユウイチロウ 山本　修一郎 2019 情報・システム
ヤマモト　シンジ 山本　眞司 2002 情報・システム
ヤマモト　セイイチ 山本　誠一 2004 情報・システム
ヤマモト　ヒサオ 山本　尚生 2006 通信
ヤマモト　ヒデオ 山本　英雄 2002 情報・システム
ヤマモト　ヒロシ 山本　寛 2006 エレクトロニクス
ヤマモト　ヒロスケ 山本　博資 2005 基礎・境界
ヤマモト　ヘイイチ 山本　平一 2000 通信
ヤマモト　マサノブ 山本　正信 2009 情報・システム
ヤマモト　ミキ 山本　幹 2011 通信
ユウエン　シヨウジ 結縁　祥治 2015 情報・システム
ユキマツ　ケンイチ 行松　健一 2003 通信
ユバ　トシツグ 弓場　敏嗣 2002 情報・システム
ヨコイ　ヒロシ 横井　寛 2000 通信
ヨコタ　ハルオ 横田　治夫 2007 情報・システム
ヨコタニ　テツヤ 横谷　哲也 2019 通信
ヨコヤ　ナオカズ 横矢　直和 2005 情報・システム
ヨコヤマ　ナオキ 横山　直樹 2003 エレクトロニクス
ヨコヤマ　ミツオ 横山　光雄 2000 通信
ヨシカワ　アキヒコ 吉川　明彦 2003 エレクトロニクス
ヨシカワ　シヨウキチロウ 吉川　昭吉郎 2004 基礎・境界
ヨシカワ　マサトシ 吉川　正俊 2008 情報・システム
ヨシクニ　ユウゾウ 吉国　裕三 2007 エレクトロニクス
ヨシザワ　シユウジ 吉沢　修治 2003 情報・システム
ヨシダ　ジユンイチ 吉田　淳一 2008 エレクトロニクス
ヨシダ　ジユンサク 吉田　順作 2000 エレクトロニクス
ヨシダ　ススム 吉田　進 2004 通信
ヨシダ　マコト 吉田　真 2001 通信
ヨシナガ　ツトム 吉永　努 2016 情報・システム
ヨシノ　カツミ 吉野　勝美 2001 エレクトロニクス
ヨシノ　ヒデアキ 吉野　秀明 2012 通信
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ヨシムラ　タケシ 吉村　猛 2004 基礎・境界
ヨシモト　マサヒコ 吉本　雅彦 2014 エレクトロニクス
ヨツモト　カツイチ 四元　勝一 2001 通信
ヨドガワ　エイジ 淀川　英司 2001 情報・システム
ヨネダ　トモヒロ 米田　友洋 2013 情報・システム

ラ ラング　ヒロヨシ 覧具　博義 2003 エレクトロニクス
レン　フジ 任　福継 2016 情報・システム

ワ ワカツキ　ノボル 若月　昇 2002 エレクトロニクス
ワカナ　ヒロミツ 若菜　弘充 2010 通信
ワカバヤシ　カズトシ 若林　一敏 2013 基礎・境界
ワカハラ　トシヒコ 若原　俊彦 2016 情報・システム
ワカハラ　ヤスシ 若原　恭 2008 通信
ワダ　アキラ 和田　朗 2006 エレクトロニクス
ワダ　オサミ 和田　修己 2012 通信
ワダ　オサム 和田　修 2008 通信
ワダ　コウイチ 和田　幸一 2013 情報・システム
ワタナベ　オサム 渡辺　治 2011 情報・システム
ワタナベ　サダカズ 渡辺　貞一 2000 情報・システム
ワタナベ　スミオ 渡辺　澄夫 2013 情報・システム
ワタナベ　タカオ 渡辺　隆夫 2006 情報・システム
ワタナベ　トシアキ 渡邊　敏明 2013 情報・システム
ワタナベ　トシマサ 渡邉　敏正 2008 基礎・境界
ワタナベ　トヨヒデ 渡辺　豊英 2004 情報・システム
ワタナベ　ヒトシ 渡部　和 2000 基礎・境界
ワタナベ　フミオ 渡辺　文夫 2008 通信
ワタナベ　ヤスオ 渡辺　康夫 2005 通信
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