
第37回 エレクトロニクス実装学会春季講演大会委員名簿

組織委員会
役職 委員名 所属

1 組織委員長 石榑崇明 慶應義塾大学

2 副委員長（実行委員長） 大島大輔 日本アイ・ビー・エム㈱

3 副委員長（プログラム委員長） 亀山修一 愛媛大学

4 組織委員 八甫谷明彦 ㈱ダイセル

5 組織委員 折井靖光 Rapidus㈱

6 組織委員 小林 竜也 群馬大学

7 組織委員 石川有紀 サンユレック㈱

8 組織委員 寺田勝美 東レエンジニアリング㈱

9 組織委員 齊藤丈靖 大阪公立大学
10 組織委員 弘重真理 慶応義塾大学



実行委員会

役職 委員名 所属

1 実行委員長 大島大輔

2 実行副委員長 野口祐智 三条市立大学

3 実行副委員長 高橋丈博 拓殖大学

4 実行副委員長 竹村浩一 アイオ-コア

5 実行副委員長 菊池克 日本電気㈱

6 実行委員 早川　晃鏡 東京工業大学

7 実行委員 除村  均 ㈱QDレーザー

8 実行委員 越地 福朗 東京工芸大学

9 実行委員 松嶋 徹 九州工業大学

10 実行委員 上原利久 京セラ(株)

11 実行委員 中村 直章 NTTエレクトロニクスクロステクノロジ（㈱

13 実行委員 野口祐智 三条市立大学

14 実行委員 赤星知幸 京セラ(株)

15 実行委員 江口 薫 KHネオケム㈱

16 実行委員 藤野真久 産業技術総合研究所

17 実行委員 藤村  迅 イープロニクス㈱

18 実行委員 梅本清貴 ローム㈱

19 実行委員 松本圭司 日本アイ・ビー・エム㈱

20 実行委員 西   剛伺 足利大学

21 実行委員 内田　雅人 米子工業高等専門学校

22 実行委員 中村直樹 富士通ｲﾝﾀｰｺﾈｸﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(株)

23 実行委員 西村芳孝 富士電機㈱

24 実行委員 高松誠一 東京大学

25 実行委員 白石洋一 群馬大学

26 実行委員 松澤浩彦 （株）図研
27 実行委員 高松大輔 ウシオ電機
28 実行委員 奥野直希 奥野製薬工業㈱
29 実行委員 永田英和 奥野製薬工業㈱
30 実行委員 浪岡美予子 拓殖大学
31 実行委員 荒井正史 日本AMD㈱
32 実行委員 大野 晃宜 JCU㈱
33 実行委員 長谷川清久 ㈱図研
34 実行委員 王 俊沙 明星大学

35 実行委員 篠崎弘多 拓殖大学

36 実行委員 古西 香菜 岩谷産業㈱

37 実行委員 坂元創一 三菱電機㈱

38 実行委員 水澤　冴碩 大阪ガスケミカル㈱

日本アイ・ビー・エム㈱



役職 委員名 所属

1 プログラム委員長 亀山修一 愛媛大学

2 プログラム副委員長 山本隆彦 東京理科大学

3 プログラム副委員長 高本尚英 日東電工㈱

4 プログラム委員 藤野真久 産業技術総合研究所

5 プログラム委員 上野 和弘 (株)エスアイユニス

6 プログラム委員 五百旗頭 健吾 岡山大学

7 プログラム委員 室賀 翔 秋田大学

8 プログラム委員 佐藤牧子 ナミックス㈱

9 プログラム委員 渡邉健治 ヱビナ電化工業㈱

10 プログラム委員 中村 直章 NTTエレクトロニクスクロステクノロジ㈱

11 プログラム委員 戸田光昭 (株)メイコー

12 プログラム委員 野口祐智 三条市立大学

13 プログラム委員 縄田  秀行 日産化学(株)

14 プログラム委員 高野 希 ㈱レゾナック

15 プログラム委員 多喜川良 九州大学

16 プログラム委員 松澤 浩彦 ㈱図研

17 プログラム委員 谷元昭 T2リサーチ

18 プログラム委員 加藤義尚 福岡大学

19 プログラム委員 畠山友行 富山県立大学

20 プログラム委員 石田　秀一 産業技術総合研究所

21 プログラム委員 三宅敏広 ㈱デンソー

22 プログラム委員 西村芳孝 富士電機㈱

23 プログラム委員 高松誠一 東京大学

24 プログラム委員 塚原　彰彦 東京電機大学

25 プログラム委員 谷口 正純 アンドールシステムサポート㈱

26 プログラム委員 井上雅博 群馬大学

プログラム委員会
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