
徳島大学工学部創立 100 周年記念事業後援会（令和4年5月1日現在）   　（敬称略）

【名誉会長】 添田　　喬（第7代徳島大学長，第11代工学部長）
【名誉副会長】 野地　澄晴（第13代徳島大学長）河村　保彦（第14代徳島大学長）
【会長】  大西　德生（第21代工学部長）
【副会長】  林　宏二郎（工業会理事長）坂東　　武（前工業会理事長）長宗　秀明（前生物資源産業学部長）

【特別顧問】
森　　浩道 濱　　昇司 大坪 潤一郎 神田　　睦 佐々木　久 内藤　修身 林　　　正 藤田　定吉 
港　　忠徳 美馬　敬正 山本　 紘一 徳永　剛志 中野　健児 足立　正文 石橋　　聡 磯部　良彦 
右城　　猛 遠藤　秀治 四宮　 忠雄 芝　　光法 杉本　　寧 住中　　実 大丸　讓二 高瀬　浩之 
立石　秀樹 田中　雅人 田村　 義文 中田　浩司 原田　新一 藤澤　一仁 本田　正敏 前田　秀夫 
松田　孝一 宮本　幸浩 宮本　 良之
【顧問】
阿波製紙株式会社    取締役社長   三木　 康弘
株式会社エコー建設コンサルタント  代表取締役社長   齋藤　 恒範
大倉工業株式会社    代表取締役社長執行役員  神田　 　進
株式会社基礎建設コンサルタント  代表取締役   中木　 一文
グローリー株式会社   代表取締役社長   三和　 元純
五洋建設株式会社    代表取締役社長   清水　 琢三
四国化工機株式会社   代表取締役社長   植田　 　滋
四国建設コンサルタント株式会社  代表取締役社長   天羽　 誠二
四国放送株式会社    代表取締役社長   岡元　 　直
株式会社島津製作所   代表取締役会長   上田　 輝久
新明和工業株式会社   取締役社長   五十川 龍之
株式会社タダノ    代表取締役社長   氏家　 俊明
株式会社徳島大正銀行   代表取締役頭取   板東　 豊彦
戸田建設株式会社    代表取締役社長   大谷　 清介
徳真電機工業株式会社   代表取締役   村上　 泰彦
富田製薬株式会社    代表取締役   富田　 純弘
鳴門塩業株式会社    代表取締役社長   安藝　 　順
ニタコンサルタント株式会社   代表取締役社長   奈加　 博之
日亜化学工業株式会社   代表取締役会長   小川　 英治
日本フネン株式会社   代表取締役社長   久米　 徳男
株式会社はなおか    代表取締役会長   花岡　 秀芳
パナソニック エコシステムズ株式会社  代表取締役社長   小笠原　 卓
株式会社姫野組    代表取締役社長   松本　 　哲
株式会社フジタ建設コンサルタント  代表取締役   藤田　 達也
港産業株式会社    代表取締役会長   港　 　忠徳
株式会社山本鉄工所   代表取締役会長   山本　 紘一

【理事】
青江　順一 生田　信皓 池田　早苗 石田　啓祐 猪子 富久治 今枝　 正夫 逢坂　昭治 大惠 俊一郎 
大橋　　守 大渕　　朗 片山　真一 川上　　博 木内　 陽介 河野　 　清 小山　晋之 近藤　 光男 
佐藤　恒之 田中　　均 冨田　太平 長尾　文明 長田　 正義 中野　 　晋 中林　一朗 成行 　義文 
橋爪　正樹 端野　道夫 英　　崇夫 日置　善郎 福井 萬壽夫 福富 純一郎 水口　裕之 三井　 　宏 
三輪　　惠 村上　理一 村田　明広 森　　一郎 森田 　郁朗 森吉　 　孝 山上　拓男 山田　 勝稔 
吉田　憲一

【学内理事】
淺田　元子 一宮　 昌司 上田　隆雄 右手　浩一 宇都　義浩 岡田　達也 河田　佳樹 木下　和彦 
櫻谷　英治 獅々堀 正幹 田中　　保 直井　美貴 蓮沼　　徹 服部　武文 濵野　龍夫 原口　雅宣 
真壁　和裕 三好　 德和 武藤　裕則 安澤　幹人 安野　　卓
【会員】
安藝　浩資 浅井　　洋 東　 　泰央 阿部　　哲 阿部　 　弘 網谷 健二郎 天羽　誠二 新井　義治 
荒木　一郎 生駒　貴之 石川　 稔彦 石川　雅一 市川　 亮一 伊藤　 秀一 井上　弘幸 入山　益雄 
岩瀬　一裕 上田　武志 上西　 正之 梅田　真司 大久保 重敏 大倉　 　繁 太田　雅也 大西　利治 
大橋　邦彦 岡田　和之 岡田　 亨嗣 長山　　展 尾高　 功二 音見　 敬三 小野　正人 織野　明弘 
海磯　孝二 柿内　節雄 笠本　 忠志 梶　　英美 柏原　 宏行 片山　 圭右 片山　昌人 加藤　憲一 
金重　和義 釡野　　勝 亀井　 俊明 川田　晋吾 川田　 義英 喜多　 宏思 北浦　　淳 北畑　米嗣 
楠川　量啓 國塩　和良 久米　 桂史 黒田　憲二 五島　 滋喜 後藤田　 中 小谷　　要 小林　利章 
小山　徹也 小山　　太 近藤　 明生 近藤　雅樹 佐伯　 　尚 坂本　 雄一 先山　　徹 佐藤　栄作 
塩谷　博道 篠原　光彦 芝原　 靖典 清水　孝広 下山　 貴司 鈴江　 正義 鈴木　勝之 鈴木　　守 
瀬尾　文隆 蘇鉄本　稔 高尾　 仁士 髙田　茂生 高橋　 英基 田上　　 稔 武川　秀也 竹田　　敦 
多田　佳織 谷　　秀男 谷　 　通弘 田端　厚之 田原　 克尚 田原　 　博 田淵　敏明 千谷　孝之 
辻井　卓也 津田　裕史 鶴﨑　 　寛 手塚　英治 寺田　 光宏 寺田　 義治 寺村　高司 戸川　　聡 
徳勢　允宏 友成　隆治 友道　 康仁 中尾　謙二 中木　 一文 中筋　 勝義 中谷　聡志 中山　忠幸 
新村　　剛 仁木　敏之 西　 　裕治 西川　英吉 西村　 　茂 納田　 盛資 野島　好史 延　　昌秀 
野山　義裕 橋本　清司 橋本　 　正 長谷　修次 濱田　 正憲 林　　俊幸 林　　岑生 板東　浩二 
久積　義人 平尾　 正幸 平岡　良和 平古場 秀臣 平野　 収三 広岡　秀典 福永　禎夫 藤岡　正直 
藤山　真希 古川　 　勉 細川　　哲 前川　 恭範 前田　 英二 前田　好徳 正木　孝二 増田　敏浩 
増田　優男 益田　 　学 増田　義博 松浦　 真司 松田 比呂紀 宮田　正順 向井　恒好 村上　茂樹 
村上　敏彦 村上 龍太郎 室　　洋輔 森　　 　健 森　 　直紀 森田　耕正 森光　太郎 矢野　　進 
矢野　正人 山口　 裕史 山地　　進 山路　 澄生 山下　 　智 山田　直司 山本　耕司 吉栖　伸輔 
𠮷田　一郎 米川　 孝宏 米富　康雄 脇田　 清治 脇田　 芳典 和田　　誠 渡津　秀孝 渡部　耕次 
渡部　　亮


