
第 49 期(平成 29 年度)役員一覧表 

役職名 氏名 所属 常勤/非常勤 

会長 渡辺紀徳 東京大学 非常勤 

筆頭副会長 大林茂 東北大学 非常勤 

副会長 旭睦 IHI 非常勤 

筆頭庶務理事 姫野武洋 東京大学 非常勤 

庶務理事(北部) 永田晴紀 北海道大学 非常勤 

庶務理事(中部) 内山直樹 三菱重工業 非常勤 

庶務理事(関西) 五井龍彦 川崎重工業 非常勤 

庶務理事(西部) 遠藤琢磨 広島大学 非常勤 

庶務理事 橋本敦 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

庶務理事 中須賀真一 東京大学 非常勤 

会計理事 土屋武司 東京大学 非常勤 

会計理事 笠原次郎 名古屋大学 非常勤 

広報理事 有薗仁 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

編集理事(会誌) 大山聖 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

編集理事(論文) 松尾裕一 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

監事 張替正敏 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

監事 青山剛史 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

 

 

第 49 期代議員名簿(40 歳未満) 

氏名 所属 重任理事 支部 

アドレエバ森アドリアナ 宇宙航空研究開発機構  本部 

石川勝利 三菱重工業  中部 

上野陽亮 川崎重工業  中部 

浦町光 三菱重工業  中部 

久保大輔 宇宙航空研究開発機構  中部 

小泉宏之 東京大学  本部 

佐藤一成 富士重工業  本部 

鈴木祐史 川崎重工業  中部 

永田卓 川崎重工業  中部 

中谷浩規 川崎重工業  中部 

中西歩 IHI  本部 

橋本敦 宇宙航空研究開発機構 ☆ 本部 

畑中圭太 三菱航空機  中部 

坂東麻衣 九州大学  西部 

吉田貴久 川崎重工業  中部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 49 期代議員名簿(50 歳未満) 

氏名 所属 重任理事 支部 

足立隆史 富士重工業  本部 

有薗仁 宇宙航空研究開発機構 ☆ 本部 

今村太郎 東京大学  本部 

今村徹 川崎重工業  関西 

内山直樹 三菱重工業 ☆ 中部 

大山聖 宇宙航空研究開発機構 ☆ 本部 

大山健一 三菱重工業  中部 

越智章生 川崎重工業  中部 

笠原次郎 名古屋大学 ☆ 中部 

黒木博史 IHI  本部 

齋藤義弘 富士重工業  本部 

土屋武司 東京大学 ☆ 本部 

仲俣千由紀 IHI  本部 

姫野武洋 東京大学 ☆ 本部 

福地亜宝郎 IHI エアロスペース  本部 

船木一幸 宇宙航空研究開発機構  本部 

星出彰彦 宇宙航空研究開発機構  本部 

室岡武 IHI  本部 

薮田祥三 IHI  本部 

吉冨守 川崎重工業  関西 

 

 

第 49 期代議員名簿(60 歳未満) 

氏名 所属 重任理事 支部 

青山剛史 宇宙航空研究開発機構 ☆ 本部 

旭睦 IHI ☆ 本部 

上野誠也 横浜国立大学  本部 

遠藤琢磨 広島大学 ☆ 西部 

大石勉 IHI  本部 

大林茂 東北大学 ☆ 本部 

小笠原宏 三菱重工業  中部 

海田武司 三菱重工業  中部 

片山範明 川崎重工業  中部 

國中均 宇宙航空研究開発機構  本部 

五井龍彦 川崎重工業 ☆ 関西 

佐倉潔 三菱航空機  中部 

佐宗章弘 名古屋大学  中部 

鈴木宏二郎 東京大学  本部 

趙盂佑 九州工業大学  西部 

津江光洋 東京大学  本部 

中須賀真一 東京大学 ☆ 本部 

永田晴紀 北海道大学 ☆ 北部 

葉山賢司 川崎重工業  中部 

張替正敏 宇宙航空研究開発機構 ☆ 本部 

松尾裕一 宇宙航空研究開発機構 ☆ 本部 

松岡右典 川崎重工業  関西 

森田泰弘 宇宙航空研究開発機構  本部 

李家賢一 東京大学  本部 

渡辺紀徳 東京大学 ☆ 本部 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 48 期(平成 28 年度)役員一覧表 

役職名 氏名 所属 
常勤 

/非常勤 

会長 澤田惠介 東北大学大学院 非常勤 

筆頭副会長 渡辺紀徳 東京大学大学院 非常勤 

副会長 種子田裕司 三菱重工業(株) 非常勤 

筆頭庶務理事 橋本敦 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

庶務理事(北部) 吉田和哉 東北大学大学院 非常勤 

庶務理事(中部) 内山直樹 三菱重工業(株) 非常勤 

庶務理事(関西) 五井龍彦 川崎重工業(株) 非常勤 

庶務理事(西部) 遠藤琢磨 広島大学大学院 非常勤 

庶務理事 横関智弘 東京大学大学院 非常勤 

庶務理事 中尾雅弘 三菱重工業(株) 非常勤 

会計理事 寺本進 東京大学大学院 非常勤 

会計理事 土屋武司 東京大学大学院 非常勤 

広報理事 有薗仁 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

編集理事(会誌) 武市昇 首都大学東京 非常勤 

編集理事(論文) 小紫公也 東京大学大学院 非常勤 

監事 山本一臣 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

幹事 張替正敏 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

 

 

第 48 期代議員名簿(40 歳未満) 

氏名 所属 重任理事 支部 

石川勝利 三菱重工業(株)  中部 

宇井恭一 宇宙航空研究開発機構   

上野陽亮 川崎重工業(株)  中部 

浦町光 三菱重工業(株)  中部 

加納康仁 (株)IHI エアロスペース   

久保大輔 宇宙航空研究開発機構   

佐藤一成 富士重工業(株)   

鈴木啓 富士重工業(株)   

関直喜 (株)IHI   

中島弘幸 富士重工業(株)   

橋本敦 宇宙航空研究開発機構   

畑中圭太 三菱航空機(株)  中部 

保江かな子 宇宙航空研究開発機構   

横関智弘 東京大学 ☆  

吉田貴久 川崎重工業(株)  中部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 48 期代議員名簿(50 歳未満) 

氏名 所属 重任理事 支部 

足立隆史 富士重工業(株)   

有薗仁 宇宙航空研究開発機構   

石原新史 (株)IHI エアロスペース   

今村太郎 東京大学   

内山直樹 三菱重工業(株)  中部 

大石勉 (株)IHI   

太田智基 富士重工業(株)   

大山健一 三菱重工業(株)  中部 

川戸博史 三菱重工業(株)  中部 

齋藤義弘 富士重工業(株)   

武市昇 首都大学東京 ☆  

土屋武司 東京大学   

寺本進 東京大学 ☆  

仲俣千由紀 (株)IHI   

姫野武洋 東京大学   

福地亜宝郎 (株)IHI エアロスペース   

星出彰彦 宇宙航空研究開発機構   

森野裕行 三菱航空機(株)   

薮田祥三 (株)IHI   

山根章弘 富士重工業(株)   

 

 

第 48 期代議員名簿(60 歳未満) 

氏名 所属 重任理事 支部 

浅井圭介 東北大学  北部 

旭睦 (株)IHI   

上野誠也 横浜国立大学   

遠藤琢磨 広島大学  西部 

大塚浩仁 (株)IHI エアロスペース   

大林茂 東北大学  北部 

小笠原宏 三菱重工業(株)   

海田武司 三菱重工業(株)  中部 

五井龍彦 川崎重工業(株)  関西 

小紫公也 東京大学 ☆  

佐宗章弘 名古屋大学  中部 

澤田恵介 東北大学 ☆ 北部 

鈴木宏二郎 東京大学   

種子田裕司 三菱重工業(株) ☆  

中尾雅弘 三菱重工業(株) ☆ 中部 

中須賀真一 東京大学   

張替正敏 宇宙航空研究開発機構   

松岡右典 川崎重工業(株)  関西 

室園昌彦 九州大学  西部 

森田泰弘 宇宙航空研究開発機構   

山本一臣 宇宙航空研究開発機構   

吉田和哉 東北大学 ☆ 北部 

吉田憲司 宇宙航空研究開発機構   

李家賢一 東京大学   

渡辺紀徳 東京大学   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 47 期(平成 27 年度)役員一覧表 

役職名 氏名 所属 
常勤 

/非常勤 

会長 青木隆平 東京大学大学院 非常勤 

筆頭副会長 澤田恵介 東北大学大学院 非常勤 

副会長 種子田裕司 三菱重工業(株) 非常勤 

筆頭庶務理事 横関智弘 東京大学大学院 非常勤 

庶務理事(北部) 吉田和哉 東北大学大学院 非常勤 

庶務理事(中部) 滝敏美 川崎重工業(株) 非常勤 

庶務理事(関西) 砂田茂 大阪府立大学大学院 非常勤 

庶務理事(西部) 谷泰寛 九州大学大学院 非常勤 

庶務理事 船木一幸 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

庶務理事 中尾雅弘 三菱重工業(株) 非常勤 

会計理事 渡辺重哉 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

会計理事 寺本進 東京大学大学院 非常勤 

広報理事 池田忠繁 名古屋大学大学院 非常勤 

編集理事(会誌) 武市昇 首都大学東京 非常勤 

編集理事(論文) 小紫公也 東京大学大学院 非常勤 

監事 今成邦之 (株)IHI 非常勤 

監事 山本一臣 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

 

 

第 47 期代議員名簿(40 歳未満) 

氏名 所属 重任理事 支部 

浅野宏佳 川崎重工業  中部 

石原新史 IHI エアロスペース   

岡田拓己 三菱重工業  中部 

加納康仁 IHI エアロスペース   

黒柳知志 富士重工業   

坂越中 三菱重工業  中部 

坂本隼人 川崎重工業  中部 

関直喜 IHI   

中浜啓輔 三菱重工業  中部 

葉狩智子 川崎重工業  関西 

橋岡崇裕 川崎重工業  中部 

浜辺正昭 IHI  中部 

保江かな子 JAXA   

横関智弘 東京大学大学院   

吉村彰記 JAXA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 47 期代議員名簿(50 歳未満) 

氏名 所属 重任理事 支部 

新玉重貴 川崎重工業  中部 

池田忠繁 名古屋大学 ☆ 中部 

石崎真一郎 IHI エアロスペース   

大北洋治 IHI   

大山聖 JAXA   

岡井敬一 東京大学   

越智章生 川崎重工業  中部 

口石茂 JAXA  中部 

鈴木秀之 三菱重工業  中部 

高橋慎一 三菱重工業  中部 

武市昇 首都大学東京   

坪井伸幸 九州工業大学  西部 

寺本進 東京大学大学院   

徳川直子 JAXA   

船木一幸 JAXA/ ☆  

室岡武 IHI   

矢崎忠 三菱重工業  中部 

山口洋一 川崎重工業  中部 

山根章弘 富士重工業   

吉富守 川崎重工業  中部 

 

 

第 47 期代議員名簿(60 歳未満) 

氏名 所属 重任理事 支部 

青木隆平 東京大学大学院 ☆  

阿部清隆 川崎重工業  中部 

新井隆景 大阪府立大学  関西 

今成邦之 IHI ☆  

大塚浩仁 IHI エアロスペース   

片山範明 川崎重工業  中部 

小紫公也 東京大学大学院   

佐倉潔 三菱航空機  中部 

澤田恵介 東北大学  北部 

砂田茂 大阪府立大学 ☆ 関西 

田中豊巳 三菱重工業  中部 

谷泰寛 九州大学 ☆ 西部 

種子田裕司 三菱重工業  中部 

趙盂佑 九州工業大学  西部 

津江光洋 東京大学   

中尾雅弘 三菱重工業  中部 

野久徹 川崎重工業  中部 

浜田充 三菱重工業  中部 

藤本朗 川崎重工業  中部 

柳原正明 JAXA   

山本一臣 JAXA   

吉田和哉 東北大学  北部 

吉田憲司 JAXA   

渡辺重哉 JAXA ☆  

渡辺紀徳 東京大学大学院   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 46 期(平成 26 年度)役員一覧表 

役職名 氏名 所属 
常勤 

/非常勤 

会長 上野誠也 横浜国立大学大学院 非常勤 

筆頭副会長 青木隆平 東京大学大学院 非常勤 

副会長 小笠原宏 三菱重工業(株) 非常勤 

筆頭庶務理事 船木一幸 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

庶務理事(北部) 浅井圭介 東北大学大学院 非常勤 

庶務理事(中部) 滝敏美 川崎重工業(株) 非常勤 

庶務理事(関西) 砂田茂 大阪府立大学大学院 非常勤 

庶務理事(西部) 谷泰寛 九州大学大学院 非常勤 

庶務理事 今村太郎 東京大学大学院 非常勤 

庶務理事 加茂圭介 日本航空機開発協会 非常勤 

会計理事 松尾亜紀子 慶應義塾大学 非常勤 

会計理事 渡辺重哉 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

広報理事 池田忠繁 名古屋大学大学院 非常勤 

編集理事(会誌) 村上哲 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

編集理事(論文) 鈴木宏二郎 東京大学大学院 非常勤 

監事 大貫武 宇宙航空研究開発機構 非常勤 

監事 今成邦之 (株)IHI 非常勤 

 

 

第 46 期代議員名簿(40 歳未満) 

氏名 所属 重任理事 支部 

青木雄一郎 JAXA/航空本部   

浅野宏佳 川崎重工業  中部 

今村太郎 東京大学 ☆  

岡田拓己 三菱重工業  中部 

越智さやか 川崎重工業  中部 

黒柳知志 富士重工業   

坂越中 三菱重工業  中部 

佐々木幸枝 IHI   

佐藤真衣子 川崎重工業  関西 

中浜啓輔 三菱重工業  中部 

葉狩智子 川崎重工業  関西 

畑中圭太 三菱航空機  中部 

浜辺正昭 IHI   

早川正翁 IHI   

森野裕行 三菱航空機  中部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 46 期代議員名簿(50 歳未満) 

氏名 所属 重任理事 支部 

饗庭昌行 防衛省/技本航装研   

池田忠繁 名古屋大学  中部 

井戸田典彦 三菱重工業  中部 

大北洋治 IHI   

太田智基 富士重工業   

岡井敬一 東京大学   

越智章生 川崎重工業  中部 

川戸博史 三菱重工業  中部 

黒木博史 IHI   

真保雄一 三菱航空機  中部 

高橋慎一 三菱重工業  中部 

寺本進 東京大学   

徳川直子 JAXA/航空本部   

東稔俊史 富士重工業   

船木一幸 JAXA/ISAS   

松尾亜紀子 慶應義塾大学 ☆  

水野勉 IHI   

室岡武 IHI   

矢崎忠 三菱重工業  中部 

山口恭弘 三菱航空機  中部 

 

 

第 46 期代議員名簿(60 歳未満) 

氏名 所属 重任理事 支部 

青木隆平 東京大学   

浅井圭介 東北大学 ☆ 北部 

今成邦之 IHI   

上野誠也 横浜国立大学 ☆  

大貫武 JAXA/航空本部   

大林茂 東北大学  北部 

小笠原宏 三菱重工業 ☆ 中部 

加茂圭介 富士重工業 ☆  

佐倉潔 三菱航空機  中部 

佐宗章弘 名古屋大学  中部 

澤田恵介 東北大学  北部 

鈴木宏二郎 東京大学 ☆  

鈴木健 IHI   

砂田茂 大阪府立大学  関西 

泉田啓 京都大学  関西 

鬼頭悦郎 防衛省/技術研究本部   

滝敏美 川崎重工業  中部 

巽重文 三菱重工業  中部 

谷泰寛 九州大学  西部 

種子田裕司 三菱重工業  中部 

浜田充 三菱重工業  中部 

東野伸一郎 九州大学  西部 

樋口健 室蘭工業大学  北部 

村上哲 JAXA/航空本部 ☆  

渡辺重哉 JAXA/航空本部   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 45 期(平成 25 年度)役員一覧表 

役職名 氏名 所属 
常勤 

/非常勤 

会長 李家賢一 東京大学大学院 非常勤 

筆頭副会長 上野誠也 横浜国立大学大学院 非常勤 

副会長 飯原重保 (株)IHI エアロスペース 非常勤 

筆頭庶務理事 今村太郎 東京大学大学院 非常勤 

庶務理事(北部) 浅井圭介 東北大学大学院 非常勤 

庶務理事(中部) 小笠原宏 三菱重工業(株) 非常勤 

庶務理事(関西) 川添博光 鳥取大学大学院 非常勤 

庶務理事(西部) 米本浩一 九州工業大学大学院 非常勤 

庶務理事 大山聖 (独)宇宙航空研究開発機構 非常勤 

庶務理事 加茂圭介 富士重工業(株) 非常勤 

会計理事 張替正敏 (独)宇宙航空研究開発機構 非常勤 

会計理事 松尾亜紀子 慶応義塾大学 非常勤 

広報理事 姫野武洋 東京大学大学院 非常勤 

編集理事(会誌) 村上哲 (独)宇宙航空研究開発機構 非常勤 

編集理事(論文) 鈴木宏二郎 東京大学大学院 非常勤 

監事 吉田憲司 (独)宇宙航空研究開発機構 非常勤 

監事 大貫武 (独)宇宙航空研究開発機構 非常勤 

 

 

第 45 期代議員名簿(40 歳未満) 

氏名 所属 重任理事 支部 

青木雄一郎 JAXA/ARD   

足立隆史 富士重工業   

石原新史 IHI エアロスペース   

今井和宏 三菱重工業  中部 

今村太郎 東京大学   

宇井恭一 JAXA/宇宙輸送   

上野真 JAXA/ARD   

金田さやか 大阪府立大学  関西 

佐々木幸恵 IHI   

佐藤真衣子 川崎重工業  関西 

武市昇 名古屋大学  中部 

橋本敦 JAXA/ARD   

畑中圭太 三菱航空機  中部 

早川正翁 富士重工業   

森野裕行 三菱航空機  中部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 45 期代議員名簿(50 歳未満) 

氏名 所属 重任理事 支部 

饗庭昌行 防衛省/技本航装研   

青山剛史 JAXA/ARD   

秋葉公三郎 富士重工業   

池田忠繁 名古屋大学  中部 

伊藤健 JAXA/ARD   

井戸田典彦 三菱重工業  中部 

宇田川直彦 防衛省/技本航装研   

大山聖 JAXA/ISAS ☆  

大山健一 三菱重工業  中部 

岡本拓也 富士重工業   

川戸博史 三菱重工業  中部 

黒木博史 IHI   

小木曽望 大阪府立大学  関西 

真保雄一 三菱航空機  中部 

花田俊也 九州大学  西部 

姫野武洋 東京大学 ☆  

松尾亜紀子 慶応義塾大学   

水野勉 IHI   

山口恭弘 三菱航空機  中部 

山中昌弘 三菱重工業  中部 

 

 

第 45 期代議員名簿(60 歳未満) 

氏名 所属 重任理事 支部 

青木隆平 東京大学   

浅井圭介 東北大学  北部 

安倍賢一 九州大学  西部 

新井隆景 大阪府立大学  関西 

伊藤直彦 富士重工業   

上野誠也 横浜国立大学 ☆  

大貫武 JAXA/APG   

大林茂 東北大学  北部 

小笠原宏 三菱重工業  中部 

海田武司 三菱重工業  中部 

金津和徳 IHI   

加茂圭介 富士重工業   

川添博光 鳥取大学 ☆ 関西 

佐宗章弘 名古屋大学  中部 

白水正男 JAXA/ARD   

鈴木宏二郎 東京大学   

鈴木健 IHI   

泉頭悦郎 防衛省/技術本部   

巽重文 三菱重工業  中部 

戸田康弘 富士重工業   

張替正敏 JAXA/APG ☆  

村上哲 JAXA/APG   

吉田憲司 JAXA/APG   

米本浩一 九州工業大学 ☆ 西部 

李家賢一 東京大学 ☆  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 44 期(平成 24 年度）役員一覧表 

役職名 氏名 所属 
常勤/非

常勤 

会長 川口淳一郎 （独）宇宙航空研究開発機構 非常勤 

筆頭副会長 李家賢一 東京大学大学院 非常勤 

副会長 飯原重保 （株）IHI エアロスペース 非常勤 

筆頭庶務理事 大山聖 （独）宇宙航空研究開発機構 非常勤 

庶務理事(北部) 澤田恵介 東北大学大学院 非常勤 

庶務理事（中部） 米本浩一 九州工業大学大学院 非常勤 

庶務理事（関西） 川添博光 鳥取大学大学院 非常勤 

庶務理事（西部） 麻生茂 九州大学大学院 非常勤 

庶務理事 土屋武司 東京大学大学院 非常勤 

庶務理事 寺本進 東京大学大学院 非常勤 

会計理事 種子田裕司 三菱重工業（株） 非常勤 

会計理事 張替正敏 （独）宇宙航空研究開発機構 非常勤 

広報理事 姫野武洋 東京大学大学院 非常勤 

編集理事（会誌） 玉山雅人 （独）宇宙航空研究開発機構 非常勤 

編集理事 

（論文） 
上野誠也 横浜国立大学大学院 非常勤 

監事 白水正男 （独）宇宙航空研究開発機構 非常勤 

監事 吉田憲司 （独）宇宙航空研究開発機構 非常勤 

 

 

第 44 期代議員名簿(40 歳未満） 

氏名 所属 重任理事 支部 

赤楚哲也 川崎重工業  中部 

足立隆史 富士重工業   

有薗仁 JAXA/ARD   

石原新史 IHI エアロスペース   

今井和宏 三菱重工業  中部 

今村太郎 東京大学大学院   

大山聖 JAXA/ISAS   

越智さやか 川崎重工業  中部 

久保大輔 JAXA/ARD   

佐々木大輔 東北大学  北部 

橋本敦 JAXA/ARD   

浜辺正昭 IHI   

姫野武洋 東京大学大学院   

宮田研史 富士重工業   

室岡武 IHI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 44 期代議員名簿(50 歳未満） 

氏名 所属 重任理事 支部 

青山剛史 JAXA/ARD   

秋葉公三郎 富士重工業   

今成邦之 IHI   

大石勉 IHI   

大北洋治 IHI   

太田智基 富士重工業   

大山健一 三菱重工業  中部 

岡本拓也 富士重工業   

小生方正裕 富士重工業   

河野充 富士重工業   

小林孝行 富士重工業   

鈴木宏二郎 東京大学大学院   

関野展弘 IHI エアロスペース   

玉山雅人 JAXA/ARD ☆  

知念克典 IHI エアロスペース   

土屋武司 東京大学大学院 ☆  

寺本進 東京大学大学院 ☆  

徳川直子 JAXA/APG   

松尾亜紀子 慶応義塾大学   

渡辺重哉 JAXA/ARD   

 

 

第 44 期代議員名簿(60 歳未満） 

氏名 所属 重任理事 支部 

青木宏 JAXA/宇宙輸送  北部 

麻生茂 九州大学 ☆ 西部 

飯原重保 IHI エアロスペース   

伊佐野康夫 富士重工業   

磯村浩介 IHI   

伊藤直彦 富士重工業   

稲谷芳文 JAXA/ISAS   

犬飼保夫 川崎重工業  関西 

上野誠也 横浜国立大学   

海田武司 三菱重工業  中部 

金津和徳 IHI   

加茂圭介 富士重工業   

川口淳一郎 JAXA/ISAS ☆  

川添博光 鳥取大学  関西 

児玉秀和 IHI   

澤田恵介 東北大学 ☆ 北部 

白水正男 JAXA/ARD   

種子田裕司 三菱重工業 ☆ 中部 

張替正敏 JAXA/APG   

宮川淳一 三菱航空機  中部 

吉田憲司 JAXA/APG   

米田洋 富士重工業   

米本浩一 九州工業大学  西部 

李家賢一 東京大学   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 43 期(平成 23 年度）役員一覧表 

役職名 氏名 所属 
常勤 

/非常勤 

会長 鈴木真二 東京大学大学院 非常勤 

副会長 川口淳一郎 （独）宇宙航空研究開発機構 非常勤 

庶務理事 土屋武司 東京大学大学院 非常勤 

庶務理事（中部） 玉山雅人 （独）宇宙航空研究開発機構 非常勤 

庶務理事(北部) 澤田恵介 東北大学大学院 非常勤 

庶務理事（関西） 永留世一 川崎重工業(株) 非常勤 

庶務理事（西部） 麻生茂 九州大学大学院 非常勤 

庶務理事 景山正美 防衛省技術研究本部 非常勤 

庶務理事 船木一幸 （独）宇宙航空研究開発機構 非常勤 

会計理事 寺本進 東京大学大学院 非常勤 

会計理事 種子田祐司 三菱重工業（株） 非常勤 

編集理事（庶務） 齊藤健一 （独）宇宙航空研究開発機構 非常勤 

（会誌） 佐宗章弘 名古屋大学大学院 非常勤 

（論文） 渡辺紀徳 東京大学大学院 非常勤 

監事 上野誠也 横浜国立大学大学院 非常勤 

監事 岩宮敏幸 （独）宇宙航空研究開発機構 非常勤 

 

 

第 43 期評議員名簿(39 歳以下） 

氏名 所属 重任理事 支部 

有菌仁 JAXA/ARD   

今村徹 川崎重工業  関西 

太田智基 富士重工業   

大山聖 JAXA/ISAS   

岡井敬一 JAXA/ARD   

越智章生 川崎重工業  中部 

越智さやか 川崎重工業  中部 

竹中啓三 三菱航空機  中部 

知念克典 IHI エアロスペース   

野中聡 JAXA/ISAS   

浜辺正昭 IHI   

姫野武洋 東京大学   

宮田研史 富士重工業   

室岡武志 IHI   

森野裕行 三菱航空機  中部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 43 期評議員名簿(49 歳以下） 

氏名 所属 重任理事 支部 

齊藤健一 JAXA/ARD ☆  

玉山雅人 JAXA/ARD ☆  

寺本進 東京大学 ☆  

船木一幸 JAXA/ISAS ☆  

伊佐野康夫 富士重工業   

今成邦之 IHI   

大石勉 IHI   

小笠原俊夫 JAXA/ARD   

河野充 富士重工業   

岸本琢司 川崎重工業  中部 

小林孝行 富士重工業   

真保雄一 三菱航空機  中部 

小生方正裕 富士重工業   

関野展弘 IHI エアロスペース   

大北洋治 IHI   

土屋武司 東京大学   

奈良登喜雄 三菱重工業  中部 

町田茂 JAXA/APG   

村山元英 IHI   

渡辺重哉 JAXA/ARD   

 

 

第 43 期評議員名簿(59 歳以下） 

氏名 所属 重任理事 支部 

景山正美 防衛省技本航装研 ☆  

鈴木真二 東京大学 ☆  

永留世一 川崎重工業 ☆ 関西 

渡辺紀徳 東京大学 ☆  

佐宗章弘 名古屋大学 ☆ 中部 

浅井圭介 東北大学  北部 

麻生茂 九州大学  西部 

飯原重保 IHI エアロスペース   

磯村浩介 IHI   

稲谷芳文 JAXA/ISAS   

上野誠也 横浜国立大学   

川口淳一郎 JAXA/ISAS   

川添博光 鳥取大学  関西 

岩宮敏幸 JAXA/APG   

児玉秀和 IHI   

指熊裕史 川崎重工業  中部 

津田恵介 東北大学  北部 

巽重文 三菱重工業  中部 

種子田裕司 三菱重工業   

戸井康弘 富士重工業   

張替正敏 JAXA/ARD   

宮川淳一 三菱航空機  中部 

米田洋 富士重工業   

米本浩一 九州工業大学  西部 

李家賢一 東京大学   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 42 期(平成 22 年度）役員一覧表 

役職名 氏名 所属 勤務先住所 
常勤 

/非常勤 

会長 中道二郎 

宇宙航空研究開発機構 

研究開発本部 

航空技術研究統括 

182-8522 

調布市深大寺東町 7-

44-1 

非常勤 

副会長 鈴木真二 

東京大学大学院工学系研究科 

航空宇宙工学専攻 

教授 

113-8656 

文京区本郷 7-3-1 
非常勤 

庶務理事 玉山雅人 

宇宙航空研究開発機構 

研究開発本部 

セクションﾘｰﾀﾞｰ 

181-0015 

三鷹市大沢 6-13-1 
非常勤 

庶務理事(北部) 大林茂 

東北大学流体科学研究所 

流体融合研究センター 

教授 

980-8577 

仙台市青葉区片平 2-1-

1 

非常勤 

庶務理事（中部） 海田武司 

三菱重工業（株） 

名航研究部 

次長 

455-8515 

名古屋市港区大江町 10 
非常勤 

庶務理事（関西） 永留世一 

川崎重工業(株) 

ガスタービン・機械カンパニー 

部長 

673-8666 

明石市川崎町 1-1 
非常勤 

庶務理事（西部） 宮沢与和 

九州大学大学院工学研究院 

航空宇宙工学部門 

教授 

819-0395 

福岡市西区元岡 744 
非常勤 

庶務理事 景山正美 
防衛省技術研究本部 

研究開発評価官 

162-8830 

新宿区市谷本村町 5-1 
非常勤 

庶務理事 船木一幸 

宇宙航空研究開発機構 

宇宙科学研究所 

准教授 

252-5210 

相模原市中央区由野台

3-1-1 

非常勤 

会計理事 船渡川治 

（株）ＩＨＩ 

航空宇宙事業本部 

主席技監 

135-8710 

江東区豊洲 3-1-1 
非常勤 

会計理事 寺本進 

東京大学大学院工学系研究科 

航空宇宙工学専攻 

准教授 

113-8656 

文京区本郷 7-3-1 
非常勤 

編集理事（庶務） 齊藤健一 

宇宙航空研究開発機構 

研究開発本部 

主任研究員 

181-0015 

三鷹市大沢 6-13-1 
非常勤 

（会誌） 佐宗章弘 

名古屋大学大学院工学研究科 

航空宇宙工学専攻 

教授 

464-8603 

名古屋市千種区不老町 
非常勤 

（論文） 渡辺紀徳 

東京大学大学院工学系研究科 

航空宇宙工学専攻 

教授 

113-8656 

文京区本郷 7-3-1 
非常勤 

監事 重見仁 

宇宙航空研究開発機構 

研究開発本部 

センター長 

182-8522 

調布市深大寺東町 7-

44-1 

非常勤 

監事 藤井孝藏 

宇宙航空研究開発機構 

宇宙科学研究所 

教授 

252-5210 

相模原市中央区由野台

3-1-1 

非常勤 

 

第 42 期評議員名簿(39 歳以下） 

氏名 所属 重任理事 支部 

今井和宏 三菱重工業  中部 

今村徹 川崎重工業  関西 

岩井裕 京都大学  関西 

越智章生 川崎重工業  中部 

佐藤晃浩 三菱重工業  中部 

鈴木幸生 川崎重工業  中部 

高橋慎一 三菱重工業  中部 

竹中啓三 三菱航空機  中部 

西山和孝 JAXA/ISAS   

野中聡 JAXA/ISAS   

古館美智子 東北大学  北部 

村山光宏 三菱航空機  中部 

森野裕行 三菱航空機  中部 

横関智弘 東京大学   

渡辺圭子 大阪大学  関西 

 

 

 

 

 

第 42 期評議員名簿(49 歳以下） 

氏名 所属 重任理事 支部 

阿部茂樹 三菱重工業  中部 

石黒満津夫 三菱重工業  中部 

伊藤健 JAXA/ARD   

小笠原宏 三菱重工業  中部 

齊藤健一 JAXA/ARD   

佐宗章弘 名古屋大学  中部 

真保雄一 三菱航空機  中部 

鈴木宏二郎 東京大学   

谷泰寛 九州大学  西部 

玉山雅人 JAXA/ARD   

津江光洋 東京大学   

寺本進 東京大学   

中尾雅弘 三菱重工業  中部 

中須賀真一 東京大学   

船木一幸 JAXA/ISAS   

町田茂 JAXA/APG   

村上哲 JAXA/APG   

村重敦 川崎重工業  中部 

山川宏 京都大学  関西 

吉田和哉 東北大学  北部 

 

 

第 42 期評議員名簿(59 歳以下） 

氏名 所属 重任理事 支部 

中道二郎 JAXA/ARD ☆  

大林茂 東北大学 ☆ 北部 

海田武司 三菱重工業 ☆ 中部 

宮沢与和 九州大学 ☆ 西部 

船渡川治 IHI ☆  

青木隆平 東京大学   

浅井圭介 東北大学  北部 

麻生茂 九州大学  西部 

斧高一 京都大学  関西 

景山正美 防衛省技術研究本部   

河村文博 三菱航空機  中部 

木部勢至朗 JAXA/ARD   

葛原正 三菱重工業  中部 

重見仁 JAXA/ARD   

鈴木真二 東京大学   

鬼頭悦郎 防衛省技本航装研   

滝敏美 川崎重工業  中部 

武田展雄 東京大学   

巽重文 三菱重工業  中部 

永留世一 川崎重工業  関西 

藤井孝蔵 JAXA/ISAS   

柳原正明 JAXA/ARD   

吉田憲司 JAXA/APG   

吉田慎一 三菱重工業  中部 

渡辺紀徳 東京大学   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 41 期(平成 21 年度）役員一覧表 

役職名 氏名 所属 所在地 
常勤 

/非常勤 

会長 中橋和博 

東北大学大学院工学研究科 

航空宇宙工学専攻 

教授 

980-8579 

仙台市青葉区荒巻字青葉 

6-6-01 

非常勤 

副会長 中道二郎 

宇宙航空研究開発機構 

研究開発本部 

航空技術研究統括 

182-8522 

調布市深大寺東町 7-44-1 
非常勤 

庶務理事(北部) 大林茂 

東北大学流体科学研究所 

知能流システム研究部門 

教授 

980-8577 

仙台市青葉区片平 2-1-1 
非常勤 

庶務理事 
 

渡辺重哉 

宇宙航空研究開発機構 

研究開発本部 

グループ長 

182-8522 

調布市深大寺東町 7-44-1 
非常勤 

庶務理事 天岡和昭 

富士重工業（株） 

航空宇宙カンパニー 

上級主管 

320-8504 

宇都宮市陽南 1-1-11 
非常勤 

庶務理事 海田武司 

三菱重工業（株）名航 

研究部 

次長 

455-8515 

名古屋市港区大江町 10 
非常勤 

庶務理事（中部） 中村佳朗 

名古屋大学大学院工学研究科 

航空宇宙工学専攻 

教授 

464-8603 

名古屋市千種区不老町 1 
非常勤 

庶務理事（関西） 吉田公則 

川崎重工業(株) 

ガスタービン・機械カンパニー 

上級専門職 

673-8666 

明石市川崎町 1-1 
非常勤 

庶務理事（西部） 宮沢与和 

九州大学大学院工学研究院 

航空宇宙工学部門 

教授 

819-0395 

福岡市西区元岡 744 
非常勤 

会計理事 嶋英志 

宇宙航空研究開発機構 

情報・計算工学センター 

主幹開発員 

229-8510 

相模原市由野台 3-1-1 
非常勤 

会計理事 船渡川治 

（株）IＨＩ 

航空宇宙事業本部 

副本部長 

196-8686 

昭島市拝島町 3975-18 
非常勤 

編集理事（庶務） 
松尾亜紀

子 

慶應義塾大学 

理工学部機械工学科 

教授 

223-8522 

横浜市港北区日吉 3-14-1 
非常勤 

（会誌） 上野誠也 

横浜国立大学大学院 

環境情報研究院 

教授 

240-8501 

横浜市保土ヶ谷区常盤台 

79-5 

非常勤 

（論文） 李家賢一 

東京大学大学院工学系研究科 

航空宇宙工学専攻 

教授 

113-8656 

東京都文京区本郷 7-3-1 
非常勤 

監事 重見仁 

宇宙航空研究開発機構 

研究開発本部 

センター長 

182-8522 

調布市深大寺東町 7-44-1 
非常勤 

監事 藤井孝藏 

宇宙航空研究開発機構 

宇宙科学研究本部 

教授 

229-8510 

相模原市由野台 3-1-1 
非常勤 

 

第 41 期評議員名簿(39 歳以下） 

氏名 所属 重任理事 支部 

青木雄一郎 JAXA/ARD   

石崎真一郎 IHI エアロスペース   

今村太郎 JAXA/APG   

河野秀文 三菱重工  中部 

酒井武治 名古屋大学  中部 

土屋武司 東京大学   

恒川正善 IHI   

中北和之 JAXA/ARD   

姫野武洋 東京大学   

平山寛 九州大学  西部 

村山光宏 三菱航空機  中部 

室岡武 IHI   

安光亮一郎 三菱電機   

横関智弘 東京大学   

渡辺圭子 大阪大学  関西 

 

 

 

 

第 41 期評議員名簿(49 歳以下） 

氏名 所属 重任理事 支部 

嶋英志 JAXA/JEDI ☆  

松尾亜紀子 慶應義塾大学 ☆  

李家賢一 東京大学 ☆  

渡辺重哉 JAXA/APG ☆  

以後健一 川崎重工  中部 

石黒満津夫 三菱重工  中部 

大石勉 IHI   

大林茂 東北大学流体研  北部 

小笠原宏 三菱重工  中部 

海田武司 三菱重工  中部 

加茂圭介 富士重工   

佐宗章弘 名古屋大学  中部 

澤井秀次郎 JAXA/ISAS   

鈴木宏二郎 東京大学   

徳永英紀 川崎重工  中部 

中須賀真一 東京大学   

永田晴紀 北海道大学  北部 

山川宏 京都大学  関西 

山口恭弘 三菱航空機   中部 

山本一臣 JAXA/APG   
 

 

第 41 期評議員名簿(59 歳以下） 

氏名 所属 重任理事 支部 

天岡和昭 富士重工 ☆  

上野誠也 横浜国立大学 ☆  

中橋和博 東北大学 ☆ 北部 

中村佳朗 名古屋大学 ☆ 中部 

吉田公則 川崎重工 ☆ 関西 

青木隆平 東京大学   

安部隆士 JAXA/ISAS   

飯原重保 IHI エアロスペース   

大西哲也 三菱重工  中部 

川口淳一郎 JAXA/ISAS   

川添博光 鳥取大学  関西 

児玉秀和 IHI   

齊藤茂 JAXA/APG   

澤田恵介 東北大学  北部 

重見仁 JAXA/ARD   

泉頭悦郎 防衛省技本   

滝敏美 川崎重工  中部 

武田展雄 東京大学   

中道二郎 JAXA/APG   

藤井孝藏 JAXA/ISAS   

船渡川治 IHI   

宮川淳一 三菱航空機  中部 

宮沢与和 九州大学  西部 

森下悦生 宇都宮大学   

米本浩一 九州工業大学  西部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 40 期(平成 20 年度）役員一覧表 

役職名 氏名 所属 勤務先住所 

常勤・ 

非常勤 

の別 

会長 石川隆司 

宇宙航空研究開発機構 

研究開発本部 

理事 

〒182-8522 

東京都調布市深大寺東町

7-44-1 

非常勤 

副会長 中橋和博 

東北大学大学院工学研究科 

航空宇宙工学専攻 

教授 

〒980-8579 

仙台市青葉区荒巻字青葉

6-6-01 

非常勤 

庶務理事 渡辺重哉 

宇宙航空研究開発機構 

研究開発本部 

セクションリーダ 

〒182-8522 

東京都調布市深大寺東町

7-44-1 

非常勤 

庶務理事 小紫公也 

東京大学大学院 

新領域創成科学研究科 

准教授 

〒277-8561 

柏市柏の葉 5-1-5 基盤棟

304 

非常勤 

庶務理事 天岡和昭 

富士重工業（株） 

航空宇宙カンパニー 

上級主管 

〒320-8504 

宇都宮市陽南 1-1-11 
非常勤 

庶務理事（中部） 中村佳朗 

名古屋大学大学院工学研究科 

航空宇宙工学専攻 

教授 

464-8603 

名古屋市千種区不老町 1 
非常勤 

庶務理事（関西） 吉田公則 

川崎重工業(株) 

ガスタービン・機械カンパニー 

上級専門職 

〒673-8666 

明石市川崎町 1-1 
非常勤 

庶務理事（西部） 麻生茂 

九州大学大学院工学研究院 

航空宇宙工学部門 

教授 

〒819-0395 

福岡市西区元岡 744 
非常勤 

庶務理事（北部） 浅井圭介 

東北大学大学院工学研究科 

航空宇宙工学専攻 

教授 

〒980-8579 

仙台市青葉区荒巻字青葉

6-6-01 

非常勤 

会計理事 張替正敏 

宇宙航空研究開発機構 

航空プログラムグループ 

チーム長 

〒181-0015 

東京都三鷹市大沢 6-13-1 
非常勤 

会計理事 嶋英志 

宇宙航空研究開発機構 

情報・計算工学センター 

主幹開発員 

〒229-8510 

相模原市由野台 3-1-1 
非常勤 

編集理事 

（庶務） 
松尾亜紀子 

慶應義塾大学 

理工学部機械工学科 

教授 

〒223-8522 

横浜市港北区日吉 3-14-1 
非常勤 

（会誌） 上野誠也 

横浜国立大学大学院 

環境情報研究院 

教授 

〒240-8501 

横浜市保土ヶ谷区常盤台

79-5 

非常勤 

（論文） 李家賢一 

東京大学大学院工学系研究科 

航空宇宙工学専攻 

教授 

〒113-8656 

東京都文京区本郷 7-3-1 
非常勤 

監事 鈴木真二 

東京大学大学院工学系研究科 

航空宇宙工学専攻 

教授 

〒113-8656 

東京都文京区本郷 7-3-1 
非常勤 

監事 安部隆士 

宇宙航空研究開発機構 

宇宙科学研究本部 

教授 

〒229-8510 

相模原市由野台 3-1-1 
非常勤 

 

 

第 40 期評議員名簿(39 歳以下） 

氏名 所属 重任理事 支部 

足立隆史 富士重工   

生田雅彦 三菱重工  中部 

稲垣健次郎 川崎重工  中部 

宇賀神裕樹 IHI   

太田智基 富士重工   

越智章生 川崎重工  中部 

河野秀文 三菱重工  中部 

齋藤健一 JAXA/IAT   

阪口晃敏 富士重工   

土屋武司 東京大学   

寺本進 東京大学   

中北和之 JAXA/IAT   

姫野武洋 東京大学   

室岡武 IHI   

米澤太志 三菱重工  中部 

 

 

第 40 期評議員名簿(49 歳以下） 

氏名 所属 重任理事 支部 

小紫公也 東京大学 ☆  

張替正敏 JAXA/APG ☆  

伊藤直彦 富士重工業   

大北洋治 IHI   

小笠原俊夫 JAXA/IAT   

加茂圭介 富士重工業   

坂本和之 IHI   

佐藤光政 川崎重工  中部 

嶋英志 JAXA/JEDI   

真保雄一 三菱重工  中部 

戸塚正一郎 富士重工業   

中尾雅弘 三菱重工  中部 

永田晴紀 北海道大学  北部 

町田茂 AXA/APG   

松尾亜紀子 慶應義塾大学   

村上哲 JAXA/APG   

村山元英 IHI   

吉田和哉 東北大学  北部 

李家賢一 東京大学   

渡辺重哉 JAXA/IAT   

 

 

第 40 期評議員名簿(59 歳以下） 

氏名 所属 重任理事 支部 

浅井圭介 東北大学 ☆ 北部 

麻生茂 九州大学 ☆ 西部 

石川隆司 JAXA/APG ☆  

安部隆司 JAXA/ISAS   

天岡和昭 富士重工   

磯村浩介 IHI   

稲谷芳文 JAXA/ISAS   

荒川義博 東京大学   

上野誠也 横浜国立大学   

景山正美 防衛省技本航装研   

葛原正 三菱重工  中部 

川口淳一郎 JAXA/ISAS   

川添博光 鳥取大学  関西 

児玉秀和 IHI   

小松敬治 JAXA/ISAS   

澤田恵介 東北大学  北部 

鈴木真二 東京大学   

中橋和博 東北大学  北部 

中村佳朗 名古屋大学  中部 

浜田充 三菱重工  中部 

船渡川治 IHI   

牧野隆 IHI エアロスペース   

宮川淳一 三菱重工  中部  

宮沢与和 九州大学  西部 

吉田公則 川崎重工業  関西 

米本浩一 九州工業大学  西部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 39 期(平成 19 年度）役員一覧表 

役職名 氏名 所属 勤務先住所 
常勤/

非常勤 

会長 河内啓二 
東京大学大学院 

航空宇宙工学専攻教授 

〒113-8656 

文京区本郷 7-3-1 
非常勤 

副会長 石川隆司 

宇宙航空研究開発機構 

航空機プログラムグループ 

航空プログラムディレクタ 

〒182-8522 

調布市深大寺東町 7-44-1 
非常勤 

庶務 

理事 
小紫公也 

東京大学大学院 

工学系研究科 

新領域創成科学研究科助教授 

〒113-8656 

文京区本郷 7-3-1 
非常勤 

庶務 

理事 
青木隆平 

東京大学大学院 

工学系研究科 

航空宇宙工学専攻教授 

〒113-8656 

文京区本郷 7-3-1  
非常勤 

庶務 

理事 
吉田愼一 

三菱重工業(株) 

名古屋航空宇宙システム製作所 

副所長 

〒455-8515 

名古屋市港区大江町 10 
非常勤 

庶務 

理事 

（中部） 

村山滋 

川崎重工業（株） 

航空宇宙カンパニー 

バイスプレジデント 

〒504-8710 

各務原市川崎町 1  
非常勤 

庶務 

理事 

（関西） 

大久保博志 

大阪府立大学大学院 

工学研究科機械系専攻 

航空宇宙工学分野教授 

〒599-8531 

堺市学園町 1-1 
非常勤 

庶務 

理事 

（西部） 

麻生茂 
九州大学大学院工学研究院 

航空宇宙工学部門教授 

〒819-0395 

福岡市西区元岡 744 
非常勤 

庶務 

理事 

（北部） 

浅井圭介 

東北大学大学院 

工学研究院科 

航空宇宙工学専攻 

〒980-8579 

仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-01  
非常勤 

会計 

理事 
張替正敏 

宇宙航空研究開発機構 

航空プログラムグループ 

チーム長 

〒181-0015 

三鷹市大沢 6-13-1  
非常勤 

会計 

理事 
中道二郎 

宇宙航空研究開発機構 

航空プログラムグループ 

チーム長 

〒181-0015 

三鷹市大沢 6-13-1 
非常勤 

編集 

理事 

（庶務） 

徳川直子 

宇宙航空研究開発機構 

総合技術研究本部 

主任研究員 

〒182-8522 

調布市深大寺東町 7-44-1 
非常勤 

（会誌） 重見仁 

宇宙航空研究開発機構 

総合技術研究本部 

風洞技術開発センターセンター長 

〒182-8522 

調布市深大寺東町 7-44-1 
非常勤 

（論文） 荒川義博 

東京大学大学院 

工学系研究科 

航空宇宙工学専攻教授 

〒113-8656 

文京区本郷 7-3-1 
非常勤 

監事 鈴木真二 

東京大学大学院 

工学系研究科 

航空宇宙工学専攻教授 

〒113-8656 

文京区本郷 7-3-1 
非常勤 

監事 小松敬治 
宇宙航空研究開発機構 

宇宙科学研究本部教授 

〒229-8510 

相模原市由野台 3-1-1 
非常勤 

 

 

第 39 期（平成 19 年）評議員名簿 

【39 歳以下】 

氏名 所属 重任理事 支部 

荒川義博 東京大学 ☆  

大久保博志 大阪府立大学 ☆ 関西 

河内啓二 東京大学 ☆  

重見仁 JAXA/IAT ☆  

中道二郎 JAXA/APG ☆  

村山滋 川崎重工 ☆ 中部 

吉田愼一 三菱重工 ☆ 中部 

浅井圭介 東北大学  北部 

浅田正一郎 三菱重工  中部 

麻生茂 九州大学  西部 

新井隆景 大阪府立大学  関西 

石川隆司 JAXA/APG   

稲谷芳文 JAXA/ISAS   

宇田暢秀 九州大学  西部 

大西哲也 三菱重工  中部 

景山正美 防衛省技本航装備研   

葛原正 三菱重工  中部 

久保正幸 川崎重工  中部 

小林孝 三菱重工  中部 

小松敬治 JAXA/ISAS   

鈴木真二 東京大学   

鬼頭悦郎 防衛省技本技術推セ   

中村良也 石川島播磨重工   

升谷五郎 東北大学  北部 

森健 三菱重工  中部 

 

 

【49 歳以下】 

氏名 所属 重任理事 支部 

青木隆平 東京大学 ☆  

阿部茂樹 三菱重工  中部 

磯村浩介 石川島播磨重工   

上野誠也 横浜国立大学   

宇田川直彦 防衛省技本札幌  北部 

海田武司 三菱重工  中部 

小紫公也 東京大学   

佐倉潔 三菱重工  中部 

佐宗章弘 名古屋大学  中部 

澤井秀次郎 JAXA/ISAS   

嶋英志 川崎重工  中部 

中尾雅弘 三菱重工  中部 

中須賀真一 東京大学   

浜田充 三菱重工  中部 

張替正敏 JAXA/APG   

牧野隆 IHI ｴｱﾛｽﾍﾟｰｽ   

村重敦 川崎重工  中部 

村山元英 石川島播磨重工   

李家賢一 東京大学   

渡辺重哉 JAXA/IAT   

 

 

【59 歳以下】 

氏名 所属 重任理事 支部 

荒川義博 東京大学 ☆  

大久保博志 大阪府立大学 ☆ 関西 

河内啓二 東京大学 ☆  

重見仁 JAXA/IAT ☆  

中道二郎 JAXA/APG ☆  

村山滋 川崎重工 ☆ 中部 

吉田愼一 三菱重工 ☆ 中部 

浅井圭介 東北大学  北部 

浅田正一郎 三菱重工  中部 

麻生茂 九州大学  西部 

新井隆景 大阪府立大学  関西 

石川隆司 JAXA/APG   

稲谷芳文 JAXA/ISAS   

宇田暢秀 九州大学  西部 

大西哲也 三菱重工  中部 

景山正美 防衛省技本航装備研   

葛原正 三菱重工  中部 

久保正幸 川崎重工  中部 

小林孝 三菱重工  中部 

小松敬治 JAXA/ISAS   

鈴木真二 東京大学   

鬼頭悦郎 防衛省技本技術推セ   

中村良也 石川島播磨重工   

升谷五郎 東北大学  北部 

森健 三菱重工  中部 

 



第 38 期（平成 18 年）役員名簿 

役職名 氏名 所属 勤務先住所 
常勤/

非常勤 

会長 上田哲彦 

名古屋大学大学院 

工学研究科 

航空宇宙工学専攻教授 

〒464-8603 

名古屋市千種区不老町 
非常勤 

副会長 河内啓二 
東京大学大学院 

航空宇宙工学専攻教授 

〒113-8656 

東京都文京区本郷 7-3-1 
非常勤 

庶務理事 青木隆平 

東京大学大学院 

工学系研究科 

航空宇宙工学専攻教授 

〒113-8656 

東京都文京区本郷 7-3-1 
非常勤 

庶務理事 安部隆士 
宇宙航空研究開発研究機構 

宇宙科学研究本部教授 

〒229-8510 

相模原市由野台 3-1-1 
非常勤 

庶務理事 吉田愼一 

三菱重工業株式会社 

名古屋航空宇宙システム製作所 

副所長 

〒455-8515 

名古屋市港区大江町 10 
非常勤 

庶務理事 

（中部） 
村山滋 

川崎重工業（株） 

航空宇宙カンパニー 

バイスプレジデント 

〒504-8710 

各務原市川崎町 1  
非常勤 

庶務理事 

（関西） 
大久保博志 

大阪府立大学大学院 

工学研究科機械系専攻 

航空宇宙工学分野教授 

〒599-8531 

堺市学園町 1-1 
非常勤 

庶務理事 

（西部） 
永山邦仁 

九州大学大学院 

工学研究院 

航空宇宙工学部門教授 

〒819-0395 

福岡市西区元岡 744 
非常勤 

庶務理事 

（北部） 
中橋和博 

東北大学大学院 

工学研究科 

航空宇宙工学専攻教授 

〒980-8579 

仙台市青葉区荒巻字青葉

6-6-01 

非常勤 

会計理事 種子田裕司 

三菱重工業株式会社 

名古屋航空宇宙システム製作所 

航空機技術部主席技師 

〒455-8515 

名古屋市港区大江町 10 
非常勤 

会計理事 中道二郎 

宇宙航空研究開発機構 

航空機プログラムグループ 

チーム長 

〒182-8522 

調布市深大寺東町 7-44-1 
非常勤 

編集理事 

（庶務） 
徳川直子 

宇宙航空研究開発機構 

総合技術研究本部 

主任研究員 

〒182-8522 

調布市深大寺東町 7-44-1 
非常勤 

（会誌） 重見仁 

宇宙航空研究開発機構 

総合技術研究本部 

風洞技術開発センター 

センター長 

〒182-8522 

調布市深大寺東町 7-44-1 
非常勤 

（論文） 荒川義博 

東京大学大学院 

工学系研究科 

航空宇宙工学専攻教授 

〒113-8656 

都文京区本郷 7-3-1 
非常勤 

監事 石川隆司 

宇宙航空研究開発機構 

航空機プログラムグループ 

航空プログラムディレクタ 

〒182-8522 

調布市深大寺東町 7-44-1 
非常勤 

監事 中村佳朗 

名古屋大学大学院 

工学研究科 

航空宇宙工学専攻教授 

〒464-8603 

名古屋市千種区不老町 
非常勤 

 

 

第 38 期（平成 18 年）評議員名簿 

【39 歳以下】 

氏名 所属 重任理事 支部 

新玉重貴 川崎重工  中部 

五十嵐巌 三菱重工  中部 

石崎真一郎 IHI エアロスペース   

内山直樹 三菱重工  中部 

生越博景 川崎重工  中部 

神田淳 JAXA/ISTA   

駒徹郎 川崎重工  中部 

澤井秀次郎 JAXA/ISAS   

志村康治 三菱重工  中部 

徳川直子 JAXA/ISTA   

原口雅子 三菱重工  中部 

姫野武洋 東京大学   

船木一幸 JAXA/ISAS   

宮川武 防衛庁技本   

 

 

 

【49 歳以下】 

氏名 所属 重任理事 支部 

種子田裕司 三菱重工 ☆ 中部 

青木隆平 東京大学   

浅井圭介 東北大学  北部 

宇田川直彦 防衛庁技本 3 研   

大林茂 東北大学流体研  北部 

海田武司 三菱重工  中部 

佐倉潔 三菱重工  中部 

佐宗章弘 東北大学流体研  北部 

真保雄一 三菱重工  中部 

鈴木宏二郎 東京大学   

泉頭悦郎 防衛庁技本 3 件   

巽重文 三菱重工  中部 

中須賀真一 東京大学   

野久徹 川崎重工  中部 

花田俊也 九州大学  西部 

張替正敏 JAXA/ISTA   

藤本朗 川崎重工  中部 

松永三郎 東京工業大学   

村重敦 川崎重工  中部 

森田直弘 川崎重工  中部 

 

 

【59 歳以下】 

氏名 所属 重任理事 支部 

安部隆士 JAXA/ISAS ☆  

上田哲彦 名古屋大学 ☆ 中部 

中橋和博 東北大学 ☆ 北部 

浅田正一郎 三菱重工  中部 

麻生茂 九州大学  西部 

新井隆景 大阪府立大学  関西 

荒川義博 東京大学   

石川隆司 JAXA/ISTA   

大久保博志 大阪府立大学  関西 

川口淳一郎 JAXA/ISAS   

河内啓二 東京大学   

久保正幸 川崎重工  中部 

小林孝 三菱重工  中部 

重見仁 JAXA/ISTA   

下村豊 川崎重工  中部 

武田展雄 東京大学   

中道二郎 JAXA/ISTA   

中村佳朗 名古屋大学  中部 

永山邦仁 九州大学  西部 

藤井孝藏 JAXA/ISAS   

藤原力 三菱重工  中部 

升谷五郎 東北大学  北部 

宮川淳一 三菱重工  中部 

村山滋 川崎重工  中部 

吉田愼一 三菱重工  中部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 37 期（平成 18 年）役員名簿 

役職名 氏名 所属 勤務先住所 
常勤/

非常勤 

会長 
小野田淳次

郎 

宇宙航空研究開発機構 

宇宙科学研究本部  教授 

〒229-8510 

相模原市由野台 3-1-1 
非常勤 

副会長 上田哲彦 
名古屋大学工学研究科 

航空宇宙工学専攻 

〒464-8603 

名古屋市千種区不老町 
非常勤 

庶務理事 安部隆士 
宇宙航空研究開発機構 

宇宙科学研究本部  教授 

〒229-8510 

相模原市由野台 3-1-1 
非常勤 

庶務理事 李家賢一 

東京大学大学院 

工学系研究科 

航空宇宙工学専攻  教授 

〒113-8656 

文京区本郷 7-3-1 
非常勤 

庶務理事 上野誠也 
横浜国立大学大学院 

環境情報研究院  教授 

〒240-8501 

横浜市保土ヶ谷区常磐台

79-5 

非常勤 

庶務理事 

（中部） 
堀川英嗣 

川崎重工業（株） 

航空宇宙カンパニー 

バイスプレジデント 

〒504-8710 

各務原市川崎町１ 
非常勤 

庶務理事 

（関西） 
斧高一 

京都大学大学院工学研究科 

航空宇宙工学専攻  教授 

〒606-8501 

京都市左京区吉田本町 
非常勤 

庶務理事 

（西部） 
高雄善裕 

九州大学 

応用力学研究所  教授 

〒816-8580 

春日市春日公園 6-1 
非常勤 

庶務理事 

（北部） 
中橋和博 

東北大学大学院工学研究科 

航空宇宙工学専攻  教授 

〒980-8579 

仙台市青葉区荒巻字青葉

6-6-01 

非常勤 

会計理事 松尾亜紀子 
慶應義塾大学 

理工学部機械工学科  助教授 

〒223-8522 

横浜市港北区日吉 

3-14-1 

非常勤 

会計理事 種子田裕司 

三菱重工業（株） 

名古屋航空宇宙システム製作

所研究部  次長 

〒455-8515 

名古屋市港区大江町 10 
非常勤 

編集理事 

（庶務） 
小幡茂男 

防衛大学校 

航空宇宙工学科  助教授 

〒239-8686 

横須賀市走水 1-10-20 
非常勤 

（会誌） 白水正男 
宇宙航空研究開発機構 

経営企画部  次長 

〒100-8260 

千代田区丸の内 1-6-5 

丸の内北口ビルディング 

非常勤 

（論文） 鈴木真二 

東京大学大学院 

工学系研究科 

航空宇宙工学専攻  教授 

〒113-8656 

文京区本郷 7-3-1 
非常勤 

監事 河内啓二 
東京大学大学院 

航空宇宙工学専攻  教授 

〒153-8904 

目黒区駒場 4-6-1 
非常勤 

監事 坂田公夫 
宇宙航空研究開発機構 

総合技術研究本部  参事 

〒182-8522 

調布市深大寺東町 7-44-1 
非常勤 

 

 

第 37 期（平成 17 年）評議員名簿 

【39 歳以下】 

氏名 所属 重任理事 支部 

小幡茂男 防衛大学校 ☆  

内山直樹 三菱重工  中部 

加藤大祐 三菱重工  中部 

後藤敬太 三菱重工  中部 

鈴木啓司 三菱重工  中部 

徳川直子 JAXA/ISTA   

徳永英紀 川崎重工  中部 

富岡定毅 JAXA/ISTA  北部 

中山周一 三菱重工  中部 

畠中洋史 三菱重工  中部 

原口雅子 三菱重工  中部 

東謙一 三菱重工  中部 

姫野武洋 東京大学   

増子洋一郎 三菱重工  中部 

渡辺真一郎 三菱重工  中部 

 

 

 

 

 

 

 

【49 歳以下】 

氏名 所属 重任理事 支部 

上野誠也 横浜国立大学 ☆  

松尾亜紀子 慶應義塾大学 ☆  

李家賢一 東京大学 ☆  

青木隆平 東京大学   

大西哲也 三菱重工  中部 

大本武司 川崎重工  中部 

加茂圭介 富士重工   

川口淳一郎 JAXA/ISAS   

河村文博 三菱重工  中部 

新郷美可 三菱重工  中部 

真保雄一 三菱重工  中部 

鈴木宏二郎 東京大学   

鈴木茂裕 三菱重工  中部 

巽重文 三菱重工  中部 

種子田裕司 三菱重工  中部 

中尾雅弘 三菱重工  中部 

浜田充 三菱重工  中部 

平本隆 富士重工   

森健 三菱重工  中部 

吉江いづみ 三菱重工  中部 

 

 

【59 歳以下】 

氏名 所属 重任理事 支部 

斧高一 京都大学 ☆ 関西 

白水正男 JAXA/ISTA ☆  

鈴木真二 東京大学 ☆  

高雄善裕 九州大学 ☆ 西部 

堀川英嗣 川崎重工 ☆ 中部 

小野田淳次郎 JAXA/ISAS   

明石克人 新明和工業  関西 

安部隆士 JAXA/ISAS   

天岡和昭 富士重工   

岩村直樹 三菱重工  中部 

上田哲彦 名古屋大学  中部 

景山正美 防衛庁技本 3 研   

葛原正 三菱重工  中部 

河内啓二 東京大学   

小濱泰昭 東北大学流体研  北部 

小林実 三菱重工   

小松敬治 JAXA/ISAS   

坂田公夫 JAXA/ISTA   

中橋和博 東北大学  北部 

中道二郎 JAXA/ISTA   

永山邦仁 九州大学  西部 

藤井孝藏 JAXA/ISAS   

宮川淳一 三菱重工  中部 

吉田愼一 三菱重工  中部 

米本浩一 川崎重工  中部 

 


