
第Ⅱ部

　　　　　日本農芸化学会中部支部役員（評議員）会名簿

昭和２９年度～

　　斉　藤　道　雄　　支　部　長

　　高　橋　悌　蔵　　常　議　員

　　林　　　金　雄　　　　　〃

　　林　　　良　次　　　　　〃

　　稲　川　次　郎　　　　　〃

　　山　崎　　　伝　　　　　〃

　　岩　沢　　　隆　　　　　〃

　　六　所　丈　三　　　　　〃

　　鳥　井　秀　一　　　　　〃

昭和３４年度

　　稲　川　次　郎（三重大農）

　○田　中　庄　助（　　〃　　）

　Ｏ長　瀬　重　蔵（　　〃　）

　Ｏ岩　本　喜　一（　　〃　　）

　Ｏ高　橋　悌　蔵（岐大農）

　○林　　　金　雄（　　〃　）

　　友　枝　幹　夫（　　〃　）

　○金　兵　忠　雄（静大農）

　　近　藤　圭　二（　　〃　）

　　酒　戸　禰二郎（　　〃　）

　　大　平　敏　彦（信大繊維）

　　斉　藤　吉　明（福井大）

　　小　川　政　棺（椙山女大）

　　土　井　新　次（名大農）支部長

※◇田　村　悌　一（　　〃　　）

　　熊　田　恭　一（　　〃　）

　Ｏ瓜　谷　郁　三（　　〃　）

　Ｏ宗　像　　　桂（　　〃　）幹事

川　野　義　雄　　常　議　員

酒　匂　常　仲　　　　〃

土　井　新　次　　　　〃

田　村　悌　一　　　　〃

大　平　敏　彦　　　　　〃

瓜　谷　郁　三　　幹　　　事

宗　像　　　桂　　　　　〃

村　松　敬一郎　　　　〃

○鳥　井　秀　一（農林省東海近畿農試）

○茶業鳥　部山　史　郎（愛知県食品工業試験所

）

　畑　生　道　雄（名古屋国税局鑑定官室）

　中　村　慶　蔵（㏍大津屋）

◇岩　沢　　　隆（東海精糖㏍）

　川　野　義　男（東洋醸造㏍）

　野　村　勉四郎（日本ビール㏍名古屋）

　工坂場　田　太　郎（三井㏍三島工場）

　武　田　州　平（フジ精糖㏍）

　宮　崎　礼　五（宮崎醸造㏍）

○露　木　　　格（日本食品化工工業㏍）

　村　松　敬一郎（名大農）幹事

○印　本部評議員（３４、３５年度）

○印　本部評議員（34年度）

※印　本部理事

◇印　監事



昭和３５年度

　　稲　川　次　郎（三重大農）

　○長　瀬　重　蔵（　　〃　）

　○岩　本　喜　一（　　〃　）

　○滝　　　基　次（　　〃　　）

　○高　橋　悌　蔵（岐大農）

　○林　　　金　雄（　　〃　）

　　友　枝　幹　雄（　　〃　　）

　　北　原　増　雄（　　〃　）

　◎酒　戸　禰四郎（静大農）

　　近　藤　圭　二（　　〃　　）

　　金　兵　忠　雄（　　〃　　）

　○大　平　敏　彦（信大繊維）

　　小　川　政　禧（椙山女大）

　○土　井　新　次（名大農）支部長

※口田　村　悌　一（　　〃　）

　　熊　田　恭　一（　　〃　）

　◎瓜　谷　郁　三（名大農）

　○宗　像　　　桂（　　〃　　）

　◎不　破　英　次（　　〃　　）

　◎金　子　安　之（　　〃　）幹事

　◎鳥　井　秀　一（農林省東海近畿農試）茶業部

　○鳥　山　史　郎（愛知県食品工業試験所）

　　畑　生　道　雄（名古屋国税局鑑定官室）

　　中　村　慶　蔵（大津屋㏍）

◎口岩　沢　　　隆（東海精糖㏍）

　　川　野　義　男（東洋醸造㏍）

　　野　村　勉四郎（日本ビール㏍名古屋工場）

　　武　田　州　平（フジ製糖㏍）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒醸㏍）

　○露　木　　　格（日本食品化工工業㏍）

　　板　垣　忠　雄（㏍中埜酢店）

　　赤　沢　　　蕘（名大農）幹事

　　支部出身選挙委員

　　　（定員四名）

　　土　井　新　次（３５年１２月末日迄）

　　田　村　悌　一（　　　〃　　　）

　　鳥　山　史　郎（　　　　　　　　）

　　高　橋　悌　蔵（　　　〃　　）

昭和３６年度役員不明

昭和37年度

　○岩　本　喜　一（三重大）

　◎滝　　　基　次（　　〃　）

　　尾　崎　　清（　　〃　　）

　◎林　　　金　雄（岐阜大）

　○友　枝　幹　雄（　　〃　　）

　　北　原　増　雄（　　〃　　）

　◎酒　戸　弥二郎（静岡大）

　　近　藤　圭　二（　〃　）

○金　兵　忠　雄（静岡大）

　太　平　敏　彦（信　　大）

○清　水　純　夫（　　〃　）

　小　川　政　禧（椙山女大）

　前　田　昱　雄（金城学院大）

○土　井　新　次（名　　大）支部長

　田　村　悌　－（　〃　　）

※芦　田　　　淳（　　〃　　)

○本部評議員（35、36年度）

○本部評議員（３５年度）

※本部理事

口監　事



口瓜　谷　郁　三（名　　大）

　○宗　像　　　桂（　　〃　　）

　◎不　破　英　次（　　〃　　）幹事

　◎佐　藤　　　泰（　　〃　）

　◎鳥　井　秀　－（茶業試）

　○鳥　山　史　郎（愛知県食品工業試）

　　畑　生　道　雄（国税局）

　　中　村　慶　蔵（大津屋）

　　野　村　勉四郎（日本ビール）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　　露　木　　　格（日本食品化工）

◎口板　垣　忠　雄（中埜酢）

　　八　代　豊　彦（キリンビール）

川　村　千代吉（合同酒精）

　　鯉　淵　恒　吉（藤沢薬品）

　　木　村　　　滋（天野製薬）

　　中　島　一　男（東海精糖）

　　田　上　　　勝（東洋醸造）

　　赤　沢　　　蕘（名　　大）幹事

　　田　中　　　博（名　　大）〃

　　内　野　不　二（名　　大）〃

　◎印　本部評議員（37、38年度）

　○印　本部評議員（37年度）

　※印　本部理事

　口印　監事

昭和３８年度

　○林　　　金　雄（岐阜大）

　◎友　枝　幹　夫（　　〃　　）

　　北　原　増　雄（　　〃　　）

　　大　橋　一　二（　　〃　）

　○酒　戸　弥二郎（静岡大）

　◎金　兵　忠　雄（　　〃　　）

　　近　藤　圭　二（　　〃　　）

　　中　林　敏　郎（　〃　）

　◎岩　本　喜　一（三重大）

　○滝　　　基　次（　　〃　　）

　　熊　沢　善三郎（　　〃　　）

　　松　島　欽　一（　〃　　）

　　大　平　敏　彦（信州大）

　○清　水　純　夫（　　〃　）

　◎小　川　政　禧（椙山女大）

　　前　田　昱　雄（金城学院大）

　◎土　井　新　次（名　　大）支部長

　　田　村　悌　一（　〃　）

　　芦　田　　　淳（　　〃　　）

※口瓜　谷　郁　三（名　　大）

　◎宗　像　　　桂（　　〃　　）

○佐　藤　　　泰（名　　大）

　○不　破　英　次（　　〃　）幹事

　　青　木　博　夫（　　〃　　）〃

　○鳥　井　秀　一（茶業試）

　◎鳥　山　史　郎（愛知県食工試）

　　畑　生　道　雄（国税局）

　　中　村　慶　蔵（大津屋）

　　野　村　勉四郎（日本ビール）

　　八　代　豊　彦（キリンビール）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　◎露　木　　　格（日本食品化工）

○口板　垣　忠　雄（中埜酢）

　　川　村　千代吉（合同酒精）

　　鯉　淵　恒　吉（藤沢製薬）

　　神　　　太　郎（天野製薬）

　　中　島　一　男（東海精糖）

　　田　上　　　勝（東洋醸造）

　◎印　本部評議員（38、39年度）

　○印　本部評議員（38年度）

　※印　本部理事

　口印　監事



昭和３９年度

　◎林　　　金　雄（岐大農）

　○友　枝　幹　夫（　　〃　　）

　　松　原　弘　道（　〃　　）

　　永　田　幸　雄（　〃　）

　　酒　戸　弥二郎（静大農）

　○金　兵　忠　雄（　　〃　　）

　◎近　藤　圭　二（　　〃　　）

　　中　林　敏　郎（　　〃　　）

　○岩　本　喜　一（三重大農）

　◎滝　　　基　次（　　〃　）

　　熊　沢　善三郎（　　〃　）

　　松　島　欽　一（　　〃　）

　　森　　　茂　樹（三重大学芸）

　　大　平　敏　彦（信州大）

　◎清　水　純　夫（　　〃　）

　○小　川　政　禧（椙山女大）

　　前　田　昱　雄（金城学園大）

　○土　井　新　次（名大農）支部長

　　芦　田　　　淳（　　〃　）

口※瓜　谷　郁　三（　　〃　　）

　○宗　像　　　桂（　　〃　　）

　　佐　藤　　泰（　〃　）

◎金　子　安　之（名大農）幹事

　不　破　英　次（　　〃　）

　中　村　　　良（　　〃　）幹事

◎鳥　井　秀　一（茶　試）

○鳥　山　史　郎（愛知県食工試）

　木　村　輝　治（国税局）

　中　村　慶　蔵（イチビキ㏍）

◎野　村　勉四郎（サッポロビール）

　八　代　豊　彦（キリンビール）

　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

○露　木　　　格（日本食品化工）

口板　垣　忠　雄（中埜酢）

　川　村　千代吉（合同酒精）

　鯉　淵　恒　吉（藤沢薬工）

　神　　　太　郎（天野製薬）

　中　島　一　男（東海精糖）

　田　上　　　勝（東洋醸造）

◎印　本部評議員（３９、４０年度）

○印　本部評議員（３８、３９年度）

※印　本部理事（３８、３９年度）

口印　監事　　　（38、39年度）

昭和40年度役員不明

昭和41年度

　○林　　　金　雄（岐大農）

　○友　枝　幹　夫（　　〃　）

　　小　管　貞　良（　〃　）

　　竹　内　良　光（　　〃　）

　○酒　戸　弥二郎（静大農）

　〇金　兵　忠　雄（　　〃　　）

　○中　林　敏　郎（　　〃　）

　　村　松　敬一郎（　　〃　）

　○岩　本　喜　一（三重大農）

滝　　　基　次（三重大農）

　　石　川　鹿　生（　　〃　）

　　松　島　欽　一（　　〃　）

　　森　　　茂　樹（三重大教育）

　○清　水　純　夫（信州大農）

　　鴇　田　文三郎（　　〃　　）

　　小　川　政　禧（椙山女大）

　　芦　田　　　淳（名　大　農）支部長

　○宗　像　　　桂（　　〃　　）



○前　田　昱　雄（金城学院大）

　　土　井　新　次（名　大　農）

　　佐　藤　　　泰（　　〃　　）会計監事

　○並　木　満　夫（　　〃　　）

　　青　木　博　夫（　　〃　）

　　丸　茂　晋　吾（　　〃　）

　○赤　沢　　　蕘（　　〃　　）幹事

　　伊　藤　昌　雄（　　〃　）〃　　

鳥　井　秀　一（茶　　　試）

　　木　村　輝　冶（国　税　局）

　　中　村　慶　蔵（イチヒキ㏍）

　　野　村　勉四郎（サッポロヒール）

　○八　代　豊　彦（キリノヒール㏍会計監

事）

宮　崎　礼　五（宮　崎　酒　造）

　露　木　　　格（日本食品化工）

　板　垣　忠　雄（中　埜　酢　店）

　川　村　千代吉（合　同　酒　精）

　神　　　太　郎（天　野　製　薬）

　中　島　一　男（東　海　精　糖）

　田　上　　　勝（東　洋　醸　造）

○古　城　健　三（藤　沢　薬　品）

○伊　藤　三　郎（農林省園芸試）

　三　輪　万　冶（東洋紡犬山工場）

○鳥　山　史　郎（愛知県食工試）

○印　本部評議員

昭和42年度

　　林　　　金　雄（岐　大　農）

　　北　原　増　雄（　　〃　）

　　松　原　弘　道（　　〃　）

　　堀　津　浩　章（　　〃　　）

　　鳥　山　史　郎（岐大学芸）

　　岩　本　喜　一（三重大農）

　　滝　　基　次（　　〃　　）

　　石　川　鹿　生（　　〃　）

　　松　島　欽　一（　　〃　　）

　　森　　　茂　樹（三重大教育）

　　近　藤　圭　二（静　大　農）

　　酒　戸　弥二郎（　　〃　　）

　　村　松　敬一郎（　　〃　　）

　　中　林　敏　郎（　　〃　　）

　　清　水　純　夫（信州大農）

　　鴇　田　文三郎（　　〃　　）

　　宮　島　式　郎（名城大農）

　　小　川　政　禧（椙山女大）

　　前　田　昱　雄（金城学院大）

　　赤　沢　　　尭（名　大　農）

　　旭　　　　　正（　　〃　　）幹事

　芦　田　　　淳（名　大　農）支部長

　瓜　谷　郁　三（　　〃　　）

　金　子　安　之（　　〃　　）

　佐　藤　　　泰（　　〃　　）会計監事

　宗　像　　桂（　　〃　　）

　並　木　満　夫（　　〃　　）

　丸　茂　晋　吾（　　〃　　）幹事

　河　村　　　稔（愛知食工試）

　鳥　井　秀　－（茶　　　試）

　木　村　輝　治（国　税　局）

　中　村　慶　蔵（イチヒキ㏍）

　唐　川　卓　郎（サッポロヒール）

　八　代　豊　彦（キリノヒール㏍会計監

事）

　宮　崎　礼　五（宮　崎　酒　造）

　露　木　　　格（日本食品化工）

　板　垣　忠　雄（中　埜　酢　店）

　加　藤　博　勝（合　同　酒　精）

　神　　　太　郎（天　野　製　薬）

　伊　藤　三　郎（農林省園芸試）

　三　輪　万　治（東洋紡犬山工場）

　田　上　　　勝（東　洋　醸　造）



昭和43年度

　○北　原　増　雄（岐　大　農）

　○友　枝　幹　夫（　　〃　）

　　堀　津　浩　章（　　〃　）

　○松　原　弘　道（　　〃　　）

　　鳥　山　史　郎（岐大教育）

　　石　川　鹿　生（三重大農）

　○岩　本　喜　一（　　〃　　）

　○滝　　　基　次（　　〃　　）

　　松　島　欽　一（　　〃　）

　　金　兵　忠　雄（静　大　農）

　○近　藤　圭　二（　　〃　）

　　酒　戸　禰二郎（　　〃　　）

　　六　所　文　三（静岡女子大家政）

　　飯　島　隆　志（信州大農）

　　清　水　純　夫（　　〃　）

　　富　田　一　郎（　　〃　）

　　土　井　新　次（名城大農）

　○宮　島　式　郎（　　　〃　　）

　　小　川　政　禧（椙山女大）

　　前　田　昱　雄（金城学院大）

　　旭　　　　　正（名　大　農）幹事

　　芦　田　　　淳（　　〃　　）支部長

　○瓜　谷　郁　三（名　大　農）

○金　子　安　之（名　大　農）

　川　岸　舜　朗（　　〃　　）幹事

○後　藤　俊　夫（　　〃　　）

○佐　藤　　　泰（　　〃　　）会計監事

※宗　像　　　桂（　　〃　）

○河　村　　　稔（愛知食工試）

　後　藤　富士雄（　　〃　　）

　鳥　井　秀　－（茶　　　試）

　久　場　真一郎（国　税　局）

　伊　藤　三　郎（農林省園芸試）

　中　村　慶　蔵（イチヒキ㏍）

○唐　川　卓　郎（サッポロヒール）

　八　代　豊　彦（キリノヒール）会計監事

　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　三　輪　泰　造（日本食品化工）

　板　垣　忠　雄（中埜酢店）

　加　藤　博　勝（合同酒精）

○神　　　太　郎（天野製薬）

　木　原　利一郎（東洋紡犬山工場）

　山　下　和　夫（東海糖業）

○印　本部評議員

※印　本部理事

昭和４４年度

　○林　　　金　雄（岐　大　農）

　○友　枝　幹　夫（　　〃　　）

　　小　菅　貞　良（　　〃　）

　　大　橋　一　二（　　〃　　）

　　鳥　山　史　郎（岐大教育）

　○岩　本　喜　一（三重大農）

　○滝　　　基　次（　　〃　　）

　　熊　沢　善三郎（　　〃　　）

　　松　島　欽　一（　　〃　）

　○近　藤　圭　二（静　大　農）

○中　林　敏　郎（静　大　農）

　村　松　敬一郎（　　〃　　）

　神　谷　真太郎（静岡女子大家政）

　清　水　純　夫（信州大農）

　飯　島　隆　志（　　〃　　）

　鴇　田　文三郎（　　〃　　）

　富　田　一　郎（　　〃　　）

　土　井　新　次（名城大農）

　宮　島　式　郎（　　〃　）

　小　川　政　禧（椙山女大）



前　田　昱　雄（金城学院大）

　　青　木　博　夫（名　大　農）幹事

　　青　山　頼　孝（　　〃　　）幹事

　○後　藤　俊　夫（名　大　農）

　○佐　藤　　　泰（　　〃　　）会計監

事

　※並　木　満　夫（　　〃　　）

　　宗　像　　　桂（　　〃　　）支部長

　○不　破　英　次（　　〃　　）

　○丸　茂　晋　吾（　　〃　　）

　○河　村　　　稔（愛知食工試）

　　後　藤　富士雄（　　〃　　）

　○鳥　井　秀　－（茶　　　試）

　　久　場　真一郎（国　税　局）

　　伊　藤　三　郎（農林省園芸試）

　○唐　川　卓　郎（サッポロビール）

　八　代　豊　彦（キリンビール）会計監事

　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　三　輪　泰　造（日本食品化工）

○板　垣　忠　雄（中埜酢店）

　加　藤　博　勝（合同酒精）

　神　　　太　郎（天野製薬）

　木　原　利一郎（東洋紡犬山工場）

　山　下　和　夫（東海糖業）

　沼　沢　忠　祐（名糖産業）

　古　城　健　三（藤沢薬品）

　金　兵　忠　雄（静　大　農）

○印　本部評議員

※印　本部理事

昭和４５年度

　　古　城　健　三（藤沢薬品）

　　沼　沢　忠　祐（名糖産業）

　　山　下　和　夫（東海糖業）

　　木　原　利一郎（東　洋　紡）

　　神　　　太　郎（天野製薬）

　　加　藤　博　勝（合同酒精）

　○板　垣　忠　雄（中埜酢店）

　　三　輪　泰　造（日本食品化工）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　○山　口　芳　雄（キリンビール）会計監事

　　原　　　健　也（サッポロビール）

　　伊　藤　三　郎（園　芸　試）

　Ｏ鳥　井　秀　－（茶　　　試）

　　久　場　真一郎（国　税　局）

　○河　村　　　稔（愛知食工試）

　　後　藤　富士雄（　　〃　　）

　○岩　本　喜　一（三重大・農）

　　滝　　基　次（　　〃　）

　　熊　沢　善三郎（　　〃　　）

○松　島　欽　一（三重大・農）

　清　水　純　夫（信州大・農）

　飯　島　隆　志（　　〃　　）

　鴇　田　文三郎（　　〃　　）

　富　田　一　郎（　　〃　　）

○林　　　金　雄（岐大・農）

　永　田　幸　雄（　　〃　）

　小　菅　貞　良（　　〃　）

○大　橋　一　二（　　〃　　）

　鳥　山　史　郎（岐大・教育）

　金　兵　忠　雄（静大・農）

○近　藤　圭　二（　　〃　　）

○中　林　敏　郎（　　　〃　　）

　村　松　敬一郎（　　〃　）

　神　谷　真太郎（静岡女子大）

　清　水　康　夫（東海大・女子短大）

　宮　島　式　郎（名城大・農）

　土　井　新　次（　　〃　　）

　小　川　政　禧（椙山女子大）



　前　田　昱　雄（金城学院大）

　○後　藤　俊　夫（名大・農）

　○佐　藤　　　泰（　　〃　　）会計監事

　※並　木　満　夫（名大・農）

　　宗　像　　　桂（　　〃　　）支部長

　○不　破　英　次（　　〃　　）

○丸　茂　晋　吾（名大・農）

　青　山　頼　孝（名大・農）幹事

　青　木　博　夫（　　〃　　）〃

○印　本部評議員

※印　本部理事

昭和４６年度

　　古　城　健　三（藤沢薬品）

　　沼　沢　忠　祐（名糖産業）

　　山　下　和　夫（東海糖業）

　　木　原　利一郎（東　洋　紡）

　○高　木　嘉　昌（天野製薬）

　　板　垣　忠　雄

　　栗　原　幸　彦（日本食品化工）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　○山　口　芳　雄（騏麟ビール）監事

　　原　　　健　也（サツポロビール）

　　鈴　木　鵬　三（台糖ファイザー）

　○伊　藤　三　郎（園　芸　試）

　　鳥　井　秀　一（静岡女子短大）

　　竹　尾　忠　一（茶　　　試）

　　久　場　真一郎（国　税　庁）

　　好　井　久　雄（食　工　試）

　　後　藤　富士雄（　　〃　　）

　　林　　金　雄（岐大･農）

　○大　橋　一　二（　　〃　　）

　○小　菅　貞　良（　　〃　　）

　○永　田　幸　雄（　　〃　　）

　　長谷川　　　明（　　〃　）

　　鳥　山　史　郎（岐阜女子大）

　○滝　　　基　次（三重大・農）

　○岩　本　喜　一（　　〃　　）

　○松　島　欽　一（　　〃　　）

　石　川　鹿　生（三重大・農）

　清　水　純　夫（信大・農）

　飯　島　隆　志（　　〃　）

　林　　哲　吾（　　〃　）

　富　田　一　郎（　　　〃　）

○近　藤　圭　二（静大・農）

　村　松　敬一郎（　　〃　　）

　水　野　　卓（　　〃　）

　伊　奈　和　夫（　　〃　）

　神　谷　真太郎（静岡女子大）

　清　水　康　夫

　宮　島　式　郎（名城大・農）

　土　井　新　次（　　〃　）

　前　田　昱　雄（金城学院大）

　小　川　政　禧（椙山女子大）

　宗　像　　　桂（名大・農）支部長

○佐　藤　　　泰（　　〃　　）監事

○後　藤　俊　夫（　　〃　　）

　並　木　満　夫（　　〃　　）

　赤　沢　　蕘（　　〃　　）

○丸　茂　晋　吾（　　〃　　）

　中　村　　　良（　　〃　　）幹事

　磯　部　　稔（　　〃　）

○青　木　博　夫（　　〃　　）

○印　本部評議員



昭和４７年度

　　古　城　健　三（藤沢薬品）

　　沼　沢　忠　祐（名糖産業）

　　木　原　利一郎（東　洋　紡）

　　山　下　和　夫（東海製糖）

　　高　木　嘉　昌（天野製薬）

　　板　垣　忠　雄

　　栗　原　幸　彦（日本食品化工）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　　山　口　芳　雄（キリンビール）

　　原　　　健　也（サッポロビール）

　　鈴　木　鵬　三（台糖ファイザー）

　　伊　藤　三　郎（園　芸　試）

　　鳥　井　秀　一（静岡女子短大）

　　竹　尾　忠　一（茶　　試）

　　好　井　久　雄（食　工　試）

　　後　藤　富士雄（　　〃　　）

　　林　　　金　雄（岐大・農）

　　小　菅　貞　良（　　〃　　）

　　永　田　幸　雄（　　〃　）

　　長谷川　　　明（　　〃　　）

　　鳥　山　史　郎（岐阜女子大）

　　滝　　　基　次（三重大・農）

　　岩　本　喜　－（　　〃　　）

　　松　島　欽　－（　　〃　　）

　　石　川　鹿　生（　　〃　）

清　水　純　夫（信大・農）

飯　島　隆　志（　　〃　　）

林　　哲　吾（　　〃　）

鴇　田　文三郎（　　〃　　）

中　林　敏　郎（静大・農）

山　田　雄　三（　　〃　　）

水　野　　卓（　　〃　）

竹　内　久　直（　　〃　　）

神　谷　真太郎（静岡女子大）

清　水　康　夫

宮　島　式　郎（名城大・農）

土　井　新　次（　　〃　　）

前　田　昱　雄（金城学院大）

小　川　政　禧（椙山女子大）

二　国　二　郎（林学園女短大）

船　橋　三　郎（英話女短大）

宗　像　　　桂（名大・農）支部長

佐　藤　　泰（　　〃　　）

後　藤　俊　夫（　　〃　）

並　木　満　夫（　　〃　）

赤　沢　　蕘（　　〃　　）

丸　茂　晋　吾（　　〃　　）

青　木　博　夫（　　〃　）

小　島　峰　雄（　　〃　　）幹事

中　村　　良（　　〃　　）〃

昭和４８年度

　　古　城　健　三（藤沢薬品）

　　沼　沢　忠　祐（名糖産業）

　　林　　　　貢（東海糖業）

　　高　木　嘉　昌（天野製薬）

　　正　井　博　之（ミツカン酢）

　　三　輪　泰　造（日本食品化工）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　　山　口　芳　雄（キリンビール）

原　　　健　也（サッポロビール）

鈴　木　鵬　三（台糖ファイザー）

鳥　井　秀　一（静岡女子短大）

竹　尾　忠　一（茶　　　試）

好　井　久　雄（食　工　試）

後　藤　富士雄（　　〃　　）

林　　金　雄（岐大・農）

小　菅　貞　良（　　〃　）



　　上　野　良　光（岐大・農）

　　長谷川　　　明（　　〃　　）

　　鳥　山　史　郎（岐阜女子大）

　　滝　　　基　次（三重大・農）

　　岩　本　喜一（　　〃　）

　　松　島　欽　一（　　〃　）

　　石　川　鹿　生（　　〃　）

　　清　水　純　夫（信大・農）

　　飯　島　隆　志（　　〃　　）

　　富　田　一　郎（　　〃　　）

　　鴇　田　文三郎（　　〃　　）

　　中　林　敏　郎（静大・農）

　　近　藤　圭　二（　　〃　　）

　　村　松　敬一郎（　　〃　　）

　　加　藤　宏　治（　　〃　　）

　　神　谷　真太郎（静岡女子大）

清　水　康　夫

土　井　新　次（名城大・農）

前　田　昱　雄（金城学院大）

小　川　政　禧（椙山女子大）

二　国　二　郎（林学園女短大）

舟　橋　三　郎（英話女短大）

宗　像　　桂（名大・農）

佐　藤　　　泰（　　〃　　）支部長

後　藤　俊　夫（　　〃　　）

並　木　満　夫（　　〃　　）

鵜　高　重　三（　　〃　）

瓜　谷　郁　三（　　〃　　）

野　口　　　肇（　　〃　　）

和　田　弘次郎（　　　〃　　　）幹事

今　関　英　雅（　　〃　）〃

昭和４９年度

　　古　城　健　三（藤沢薬品）

　　沼　沢　忠　祐（名糖産業）

　　林　　　　　貢（東海糖業）

　　高　木　嘉　昌（天野製薬）

　　正　井　博　之（ミツカン酢）

　○三　輪　泰　造（日本食品化工）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　　林　　　武　雄（キリンビール）監事

　　後　藤　茂　一（サッポロビール）

　○飯　島　酵　三（アサヒビール）

　　鈴　木　鵬　三（台糖ファイザー）

　　鳥　井　秀　一（静岡女子短大）

　　竹　尾　忠　一（茶　業　試）

　○好　井　久　雄（食　工　試）

　　後　藤　富士雄（食　工　試）

　　上　野　良　光（岐大・農）

　○友　枝　幹　夫（岐大・農）

　○大　橋　一　二（岐大・農）

永　田　幸　雄（岐大・農）

○松　島　欽　一（三重大・農）

○熊　沢　善三郎（三重大・農）

○奈　良　省　三（三重大・農）

　嶋　林　幸　英（三重大・農）

○清　水　純　夫（信大・農）

　富　田　一　郎（信大・農）

　鴇　田　文三郎（信大・農）

　林　　　哲　吾（信大・農）

○近　藤　圭　二（静大・農）

○村　松　敬一郎（静大・農）

　水　野　　　卓（静大・農）

　大　田　啓　一（静大・農）

　鳥　山　史　郎（岐阜女子大）

　滝　　　基　次（松阪女短大）

　神　谷　真太郎（静岡女子大）

　土　井　新　次（名城大・農）

　松　原　弘　道（名城大・農）



　　前　田　昱　雄（金城学院大）

　　小　川　政　禧（椙山女子大）

　　二　国　二　郎（林学園女短大）

　　岩　本　喜　一（　　　〃　　　）

　　舟　橋　三　郎（英和女短大）

　　清　水　康　夫

　　宗　像　　桂（名大・農）

　　佐　藤　　　泰（　　〃　　）支部長

　○後　藤　俊　夫（　　〃　　）監事

　並　木　満　夫（名大・農）

　鵜　高　重　三（　　〃　　）理事

○瓜　谷　郁　三（　　〃　　）

○吉　田　　　昭（　　〃　　）

　大　宮　邦　雄（　　〃　　）会計監事

　水　島　昭　二（　　〃　　）庶務幹事

○印　本部評議員

昭和50年度

　○古　城　健　三（藤沢薬品）

　　沼　沢　忠　祐（名糖産業）

　　林　　　　貢（東海糖業）

　○高　木　嘉　昌（天野製薬）

　　正　井　博　之（ミツカン酢）

　　三　輪　泰　造（日本食品化工）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　　加　太　孝　男（キリンビール）

　　後　藤　茂　一（サッポロビール）監事

　○福　地　俊　臣（アサヒビール）

　　鈴　木　鵬　三（台糖ファイザー）

　○竹　尾　忠　一（茶　業　試）

　　好　井　久　雄（食　工　試）

　　後　藤　富士雄（　　〃　　）

　　長谷川　　　明（岐大・農）

　○友　枝　幹　夫（　　〃　　）

　○大　橋　一　二（　　〃　　）

　　堀　津　浩　章（　　〃　）

　○松　島　欽　一（三重大・農）

　○熊　沢　善三郎（　　〃　　　）

　○奈　良　省　三（　　〃　　）

　　嶋　林　幸　英（　　〃　　）

　　清　水　純　夫（信大・農）

　○富　田　一　郎（　　　〃　　　）

　　飯　島　隆　志（　　〃　　）

　林　　　哲　吾（信大・農）

　近　藤　圭　二（静大・農）

○村　松　敬一郎（　　　〃　　　）

　水　野　　卓（　　〃　）

○中　林　敏　郎（　　　〃　　　）

　並　木　満　夫（名大・農）監事

○鵜　高　重　三（　　〃　　）

　中　村　　良（　　〃　　）

○吉　田　　　昭（　　〃　　）

　清　水　祥　一（　　〃　　）

　鳥　山　史　郎（岐阜女子大）

　滝　　　基　次（松阪女短大）

　神　谷　真太郎（静岡女子大）

　鳥　井　秀　一（静岡女子短大）

　土　井　新　次（名城大・農）

　松　原　弘　道（　　〃　　）

　前　田　昱　雄（金城学院大）

　小　川　政　禧（椙山女子大）

　二　国　二　郎（林学園女短大）

　岩　本　喜　一（　　　〃　　　）

　舟　僑　三　郎（英和女短大）

　清　水　康　夫（東　海　大）

　佐　藤　　　泰（名大・農）支部長

　後　藤　俊　夫（　　〃　　）理事

　中　野　紀和男（　　〃　　）会計幹事



水　島　昭　二（名大・農）庶務幹事宗　像　　　桂（　　〃　　）学術会議関係

昭和51年度

　○古　城　健　三（藤沢薬品）

　　沼　沢　忠　祐（名糖産業）

　　林　　　　貢（東海糖業）

　○高　木　嘉　昌（天野製薬）

　　正　井　博　之（ミツカン酢）

　　三　輪　泰　造（日本食品化工）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　○加　太　孝　男（キリンビール）

　　後　藤　茂　一（サッポロビール）監事

　　窪　田　忠　義（アサヒビール）

　　鈴　木　鵬　三（台糖ファイザー）

　○竹　尾　忠　一（茶　業　試）

　　好　井　久　雄（食　工　試）

　　後　藤　富士雄（食　工　試）

　　永　田　幸　雄（岐大・農）

　○友　枝　幹　夫（　　〃　　）

　　拓　殖　治　人（　　〃　　）

　　堀　津　浩　章（　　〃　　）

　○松　島　欽　－（三重大・農）

　○熊　沢　善三郎（　　〃　　）

　　奈　良　省　三（　　〃　　）

　　嶋　林　幸　英（　　〃　　）

　○清　水　純　夫（信大・農）

　○富　田　一　郎（　　　〃　　　）

　　飯　島　隆　志（　　〃　　）

　　入　江　鐐　三（　　〃　　）

　○近　藤　圭　二（静大・農）

○印　本部評議員

○中　林　敏　郎（静大・農）

　杉　山　達　夫（　　〃　　）

　竹　内　久　直（　　〃　　）

　並　木　満　夫（名大・農）監事

○鵜　高　重　三（　　〃　　）

○清　水　祥　一（　　〃　　）

○中　村　　　良（　　〃　　）

　鳥　山　史　郎（聖隷衛生短大）

　滝　　　基　次（松阪女短大）

　神　谷　真太郎（静岡女子大）

　鳥　井　秀　一（聖隷衛生短大）

　土　井　新　次（名城大・農）

　松　原　弘　道（　　〃　）

　前　田　昱　雄（金城学院大）

　小　川　政　禧（椙山女子大）

　二　国　二　郎（林学園女短大）

　岩　本　喜　－（　　〃　　）

　舟　橋　三　郎（英和女短大）

　清　水　康　夫（清水食糧）

　佐　藤　　　泰（名大・農）支部長

　後　藤　俊　夫（　　〃　　）理事

　渡　辺　乾　二（　　〃　　）会計監事

　木　村　利　三（　　〃　　）庶務幹事

　宗　像　　　桂（　〃　）学術会議関係

○印　本部評議員

昭和52年度

　　古　城　健　三（藤沢薬品）

　　沼　沢　忠　祐（名糖産業）

　　林　　　　貢（東海糖業）

○高　木　嘉　昌（天野製薬）

○正　井　博　之（ミツカン酢）

　三　輪　泰　造（日本食品化工）



　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　○加　太　孝　男（キリンビール）

　　和　田　　　茂（サッポロビール）

　　窪　田　忠　善（アサヒビール）監査

　　鈴　木　鵬　三（台糖ファイザー）

　　清　水　康　夫（清水食糧）

　　竹　尾　忠　一（茶　業　試）

　○好　井　久　雄（食　工　試）

　○友　枝　幹　夫（岐大・農）

　○上　野　良　光（　　〃　　）

　　拓　植　治　人（　　〃　　）

　　中　村　征　夫（　　〃　）

　○清　水　純　夫（信大・農）

　　入　江　鐐　三（　　〃　）

　　柴　田　久　夫（　　〃　　）

　　寄　藤　高　光（　　〃　）

　○松　島　欽　一（三重大・農）

　○熊　沢　善三郎（　　〃　　）

　　奈　良　省　三（　　〃　）

　　嶋　林　幸　英（　　〃　）

　○近　藤　圭　二（静大・農）

　○村　松　敬一郎（　　〃　　　）

　○水　野　　　卓（　　〃　　）

　　伊　那　和　夫（　　〃　）

　○清　水　祥　一（名大・農）

　　金　子　安　之（　　〃　　）

○杉　本　悦　郎（名大・農）

　佐　藤　　　泰（　　〃　　）前支部長・監査

　鵜　高　重　三（　　〃　　）

　鳥　山　史　郎（岐阜女子大）

　滝　　　基　次（松阪女子短大）

　神　谷　真太郎（静岡女子大）

　鳥　井　秀　一（聖隷衛生短大）

　松　原　弘　道（名城大・農）

　青　木　博　夫（　　〃　　）

　小　川　政　禧（椙山女子大）

　小野崎　博　通（　　〃　　）

　二　国　二　郎（林学園女短大）

　岩　本　喜　－（　　　〃　　）

　舟　橋　三　郎（英和女短大）

　芦　田　　　淳　前会長

　並　木　満　夫（名大・農）支部長

　後　藤　俊　夫（　　〃　　）理事

　吉　田　　　昭（　　〃　　）〃　

　丸　茂　晋　吾（　　〃　　）学術活動強化委員

　水　島　昭　二（　〃　）学術活動強化委員　

　宗　像　　　桂（　　〃　　）学術会議関係

　林　　　建　樹（　　〃　　）会計幹事

　木　村　利　三（　　〃　　）庶務幹事

○印　本部評議員

昭和５３年度

　　古　城　健　三（藤沢薬品）

　　沼　沢　忠　祐（名糖産業）

　　林　　　　貢（東海糖業）

　　高　木　嘉　昌（天野製薬）

　○正　井　博　之（ミツカン酢）

　　三　輪　泰　造（日本食品化工）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　　辻　　　浅　雄（キリンビール）

　和　田　　　茂（サッポロビール）

　窪　田　忠　善（アサヒビール）監事

　鈴　木　鵬　三（台糖フアイザー）

　清　水　康　夫（清水食糧）

○篠　田　　　晃（名糖産業）

　若　松　八　郎（味の素東海工場）

　西　川　久　雄（国　税　局）

　竹　尾　忠　一（茶　業　試）



　　小　山　吉　人（食　工　試）

　○友　枝　幹　夫（岐大・農）

※○上　野　良　光（　　〃　　）

　　長谷川　　　明（　　〃　　）

　　中　村　征　夫（　　〃　　）

　○清　水　純　夫（　　　　　）

　※入　江　鐐　三（　　〃　　）

　　柴　田　久　夫（　　〃　　）

　　黒　沢　辰　一（　　〃　　）

　○松　島　欽　一（三重大・農）

※○熊　沢　善三郎（　　〃　　）

　　奈　良　省　三（　　〃　　）

　　嶋　林　幸　英（　　〃　　）

　○中　林　敏　郎（静大・農）

　○村　松　敬一郎（　　〃　　）

※○水　野　　　卓（　　〃　　）

　　山　田　雄　三（　　〃　　）

　○金　子　安　之（名大・農）

※○杉　本　悦　郎（　　〃　　　）学術活動強化委

員

　○佐　藤　　　泰（　　〃　　）監査

　　丸　茂　晋　吾（　　〃　　）

　　鳥　山　史　郎（岐阜女子大）

　　滝　　　基　次（松阪女子短大）

　　神　谷　真太郎（静岡女子大）

　　鳥　井　秀　一（聖隷衛生短大）

　　松　原　弘　道（名城大・農）

※○青　木　博　夫（　　〃　　）

　　小　川　政　禧（椙山女子大）

　　小野崎　博　通（　　〃　　）

　　二　国　二　郎（林学園女短大）

　　岩　本　喜　一（　　〃　　　）

　　芦　田　　　淳　前会長

　　並　木　満　夫（名大・農）支部長

　　後　藤　俊　夫（　　〃　　）理事

　　吉　田　　　昭（　　〃　　）理事

　　鵜　高　重　三（　　〃　　）学術活動強化委員

　　宗　像　　　桂（　　　　　　）学術会議関係

　　佐　藤　一　精（　　　　　　）会計幹事

　　牧　野　志　雄（　　〃　　）庶務幹事

　○印　本部評議員

　※　　連絡評議員

昭和５４年度

　　沼　沢　忠　祐（名糖産業）

　　林　　　　貢（東海糖業）

　　高　木　嘉　昌（天野製薬）

　　正　井　博　之（ミツカン酢）

　○三　輪　泰　造（日本食品化工）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　　辻　　　浅　雄（キリンビール）

　　根　本　通　俊（サッポロビール）監査

　　窪　田　忠　善（アサヒビール）

　　鈴　木　鵬　三（台糖ファイザー）

　　清　水　康　夫（清水食糧）

　○篠　田　　　晃（名糖産業）

　　若　松　八　郎（味の素東海工場）

　　佐　藤　友太郎（東海物産）

　　川　本　明　男（味の素ゼネラルフード）

　　福　光　博太郎（宝　酒　造）

　　仲　　仁　七（太陽化学）

　　西　川　久　雄（国　税　局）

　○竹　尾　忠　一（茶　業　試）

　　小　山　吉　人（食　工　試）

　　石　川　正　人（静　工　試）

　○堀　津　浩　章（岐大・農）

　　加　藤　宏　次（　　〃　）

※○長谷川　　　明（　　〃　　）

　　木　曽　　　真（　　〃　　）

　○清　水　純　夫（信大・農）



　　寄　藤　高　光（信大・農）

　※柴　田　久　夫（　　〃　　）

　　黒　沢　辰　一（　　〃　　）

　　細　野　明　義（　　〃　　）

　　茅　野　　紘（　　〃　　）

　　松　島　欽　一（三重大・農）

※○熊　沢　善三郎（　　〃　　）

　○奈　良　省　三（　　〃　　）

　　嶋　林　幸　英（　　〃　　）

　　赤　木　盛　郎（　　〃　　）

　　高　橋　孝　雄（　　〃　　）

※○中　林　敏　郎（静大・農）

　　寺　谷　文　之（　　〃　）

　　杉　山　達　夫（　　〃　　）

　　山　田　雄　三（　　〃　）

　　竹　内　久　直（　　〃　）

　　兵　藤　　宏（　　〃　　）

　○佐　藤　　　泰（名大・農）監査

※○木　村　利　三（　　〃　　）

　○旭　　　　　正（　　〃　　）

　○川　岸　舜　郎（　　　〃　　）

　○水　島　昭　二（　　〃　　）

　　清　水　祥　一（　　〃　　）

　　鳥　山　史　郎（岐阜女子大）

　　滝　　　基　次（松阪女子短大）

　　神　谷　真太郎（静岡女子大）

　　鳥　井　秀　一（聖隷衛生短大）

　　原　　　　　彰（名城大・農）

※○青　木　博　夫（　　〃　　）

　　小　川　政　禧（椙山女子大）

　　小野崎　博　通（　　〃　　）

　　二　国　二　郎（林学園女短大）

　　岩　本　喜　一（　　　〃　　　）

　　林　　　金　雄（大垣女短大）

　　近　藤　圭　二（安城学園大）

　　芦　田　　　淳　前会長

　　並　木　満　夫（名大・農）支部長

　　丸　茂　晋　吾（　　〃　　）理事

　　後　藤　俊　夫（　　〃　　）授賞選考委員

　　鵜　高　重　三（　　〃　　）学術活動強化委員

　　宗　像　　　桂（　　〃　　）学術会議関係

　　杉　本　悦　郎（　　　〃　　　）学術活動強化委員

　　中　塚　進　一（　　〃　　）会計幹事

　　牧　野　志　雄（　　〃　　）庶務幹事

　○印　本部評議員

　※印　連絡評議員

昭和５５年度

　　三　好　歳　雄（藤沢薬品）

　　沼　沢　忠　祐（名糖産業）

　　林　　　　　貢（アイ　トー）

　　高　木　嘉　昌（天野製薬）

　　栗　本　末　弘（ミツカン酢）

　○三　輪　泰　造（日本食品化工）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　　辻　　　浅　雄（キリンビール）

　○根　本　通　俊（サッポロビール）監査

　　窪　田　忠　善（アサヒビール）

　　鈴　木　鵬　三（台糖ファイザー）

　　清　水　康　夫（清水食糧）

　　篠　田　　　晃（名糖産業）

　　若　松　八　郎（味の素東海工場）

　　佐　藤　友太郎（東海物産）

　　川　本　明　男（味の素ゼネラルフード）

　　福　光　博太郎（宝　酒　造）

　　仲　　仁　七（太陽化学）

　　宮　野　信　之（国　税　局）

　○竹　尾　忠　一（茶　業　試）



　　小　山　吉　人（食　工　試）

　　石　川　正　人（静　工　試）

※○堀　津　浩　章（岐大・農）

　　加　藤　宏　治（　　〃　　）

　○長谷川　　　明（　　〃　　）

　　木　曽　　　真（　　〃　　）

　○大　橋　一　二（　　〃　　）

　○清　水　純　夫（信大・農）

　　寄　藤　高　光（　　〃　　）

　※柴　田　久　夫（　　〃　　）

　　黒　沢　辰　一（　　〃　　）

　　細　野　明　義（　　〃　　）

　　茅　原　　紘（　　〃　　）

　　松　嶋　欽　一（三重大・農）

　○奈　良　省　三（　　〃　　）

　※嶋　林　幸　英（　　〃　　）

　　赤　木　盛　郎（　　〃　　）

　　高　橋　孝　雄（　　〃　）

　　中　村　征　夫（岐大・農）

　※中　林　敏　郎（静大・農）

　　寺　谷　文　之（　　〃　）

　　田　原　康　孝（　　〃　　）

　　兵　藤　　宏（　　〃　　）

　○水　野　　　卓（　　〃　　）

　○村　松　敬一郎（　　〃　　）

　　佐　藤　　　泰（名大・農）監査

※○木　村　利　三（　　〃　　）

　○旭　　　　　正（　　〃　　）

　○川　岸　舜　朗（名大・農）

　○水　島　昭　二（　　〃　　）

　　清　水　祥　一（　　〃　）

　　鳥　山　史　郎（岐阜女子大）

　　友　枝　幹　夫（　　〃　　）

　　滝　　　基　次（松阪女子短大）

　　神　谷　真太郎（静岡女子大）

　　鳥　井　秀　一（聖隷衛生短大）

　　原　　　　　彰（名城大・農）

※○青　木　博　夫（　　〃　　）

　　芦　田　　　淳（椙山女子大）

　　小　川　政　禧（　　〃　　）

　　小野崎　博　通（　　〃　　）

　　二　国　二　郎（江南学園女短大）

　　岩　本　喜　一（　　　〃　　　）

　　林　　　金　雄（大垣女短大）

　　近　藤　圭　二（静岡女子短大）

　　並　木　満　夫（名大・農）支部長

　　丸　茂　晋　吾（　　〃　　）理事

　　後　藤　俊　夫（　　〃　　　）授賞選考委員

　　吉　田　　　昭（　　〃　　）学術活動強化委員

　　宗　像　　　桂（　　〃　　）学術会議関係

　　熊　沢　善三郎（三重大・農）学術活動強化委員

　　横　越　英　彦（　　〃　　）会計幹事

　　塚　越　規　弘（　　〃　　）庶務幹事

　○印　本部評議員

　※印　連絡評議員

昭和56年度

　　許　斐　聘　雄（藤沢薬品）

　　林　　　　　貢（アイトー）

　　高　木　嘉　昌（天の製薬）

　　正　井　博　之（ミツカン酢）

　　三　輪　泰　造（日本食品化工）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　　辻　　　浅　雄（キリンビール）

　○根　本　通　俊（サッポロビール）

　　山　本　　　修（アサヒビール）

　　鈴　木　鵬　三（台糖ファイザー）

　　清　水　康　夫（清水食糧）

　　篠　田　　　晃（名糖産業）副会長



　○若　松　八　郎（味の素東海工場）

　　佐　藤　友太郎（東海物産）

　　川　本　明　男（味の素ゼネラルフード）

　　福　光　博太郎（宝　酒　造）

　　仲　　　仁　七（太陽化学）

　　宮　野　信　之（国　税　局）

　　竹　尾　忠　一（茶　業　試）

　　工　藤　日出男（食　工　試）

　　石　川　正　人（静　工　試）

　　賀　田　恒　夫（国立遺伝研）授賞選考委員

　○大　橋　一　二（岐大・農）

※○上　野　良　光（　　〃　　）

　　永　田　幸　雄（　　〃　）

　　拓　植　治　人（　　〃　　）

　　中　村　征　夫（　　〃　　）

　　河　合　啓　一（　　〃　　）

　○清　水　純　夫（信大・農）

　　富　田　一　郎（　　　〃　　）

　　細　野　明　義（　　〃　　）

　※寄　藤　高　光（　　〃　　）

　　黒　沢　辰　一（　　〃　　）

　　茅　原　　紘（　　〃　　）

　○熊　沢　善三郎（三重大・農）学術活動強化委員

※○嶋　林　幸　英（　　〃　　）

　　奈　良　省　三（　　〃　　）

　　赤　木　盛　夫（　　〃　　）

　　松　嶋　欽一郎（　　〃　　）

　　高　橋　孝　雄（　　〃　）

　○水　野　　　卓（静大・農）

※○村　松　敬一郎（　　〃　　）

　○中　林　敏　郎（　　　〃　　　）

　　山　田　雄　三（静大・農）

　　兵　藤　　宏（　　〃　　）

　　小　西　茂　毅（　　〃　　）

　○鵜　高　重　三（名大・農）授賞選考

　○並　木　満　夫（　　〃　　　）委員監査

　○吉　田　　　昭（　　〃　　）学術活動強化委員

　　今　関　英　雅（　　〃　　）学術活動強化委員

　　清　水　祥　一（　　〃　　）学術活動強化委員

　　牧　野　志　雄（　　〃　　）

　※渡　辺　乾　二（　　〃　　）

　　鳥　山　史　郎（岐阜女子大）

　　友　枝　幹　夫（　　〃　　）

　　滝　　　基　次（松阪女子短大）

　　神　谷　真太郎（静岡女子大）

　　鳥　井　秀　一（聖隷衛生短大）

※○青　木　博　夫（名城大・農）

　　佐　藤　　泰（　　〃　　）

　　芦　田　　　淳（椙山女子大）

　　小　川　政　禧（　　〃　　）

　　小野崎　博　通（　　〃　　）

　　二　国　二　郎（江南女子短大）

　　岩　本　喜　一（　　　〃　　）

　　林　　　金　雄（大垣女子短大）

　　近　藤　圭　二（静岡女子短大）

　○後　藤　俊　夫（名大・農）支部長

　　丸　茂　晋　吾（　　〃　　　）理事

　　大　羽　和　子（　　〃　　）会計幹事

　　塚　越　規　弘（　　〃　　）庶務幹事

　○印　本部評議員

　※印　連絡評議員

昭和５７年度

　　許　斐　聰　雄（藤沢薬品）

　○高　木　嘉　昌（天野製薬）

　　正　井　博　之（ミツカン酢）

　　三　輪　泰　造（日本食品化工）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　　辻　　　浅　雄（キルンビール）監査



　　根　本　通　俊（サッポロビール）

　　小　林　俊　彦（アサヒビール）

　○鈴　木　鵬　三（台糖ファイザー）

　　清　水　康　夫（清水食糧）

　　篠　田　　　晃（名糖産業）副会長

　○小町屋　吉　興（味の素東海工場）

　　佐　藤　友太郎（東海物産）

　　川　本　明　男（味の素ゼネラルフード）

　　福　光　博太郎（宝　酒　造）

　　浅　野　悠　輔（太陽化学）

　　岡　田　徳一郎（名古屋国税局）

　　竹　尾　忠　一（茶　業　試）

　　工　藤　日出男（食　工　試）

　　石　川　正　人（静　工　試）

　○賀　田　恒　夫（国立遺伝研）授賞選考委員

※○上　野　良　光（岐　大　農）

　　大　橋　一　二（　　〃　）

　○堀　津　浩　章（　　〃　　）

　　永　田　幸　雄（　　〃　　）

　　拓　植　治　人（　　〃　）

　　中　村　征　夫（　　〃　　）

　　河　合　啓　－（　　〃　　）

　　清　水　純　夫（信　大　農）

　　富　田　一　郎（　　〃　　）

　　細　野　明　義（　　〃　）

　※寄　藤　高　光（　　〃　　）

　　黒　沢　辰　一（　　〃　　）

　　茅　原　　紘（　　〃　　）

　○熊　沢　善三郎（三重大農）

　○嶋　林　幸　英（　　〃　　）

　　奈　良　省　三（　　〃　）

　※赤　木　盛　郎（三重大農）

　　松　嶋　欽　一（　　〃　）

　　高　橋　孝　雄（　　〃　）

　　水　野　　　卓（静　大　農）

※○村　松　敬一郎（　　〃　　）

　○中　林　敏　郎（　　　〃　　）

　　山　田　雄　三（　　〃　　）

　　兵　藤　　宏（　　〃　　）

　　小　西　茂　毅（　　〃　　）

　○鵜　高　重　三（名　大　農）授賞選考委員

　○並　木　満　夫（　　〃　　）監査

　○吉　田　　　昭（　　〃　　）

　　今　関　英　雅（　　〃　　）学術活動強化委員

　○清　水　祥　一（　　〃　　）学術活動強化委員

　　牧　野　志　雄（　　〃　　）

　※渡　辺　乾　二（　　〃　　）

　　鳥　山　史　郎（岐阜女子大）

　　友　枝　幹　夫（　　〃　　）

　　滝　　　基　次（松阪女子短大）

　　神　谷　眞太郎（静岡女子大）

　　鳥　井　秀　一（聖隷衛生短大）

　○佐　藤　　　泰（名城大農）

　※原　　　　　彰（　　〃　　）

　　芦　田　　　淳（椙山女子大）

　　小　川　政　禧（　　〃　）

　　小野崎　博　通（　　〃　　）

　　二　国　二　郎（江南女子短大）

　　岩　本　喜　一（　　　〃　　　）

　　林　　　金　雄（大垣女子短大）

　　近　藤　圭　二（静岡女子短大）

　　丸　茂　晋　吾（名　大　農）理事

　○後　藤　俊　夫（　　〃　　）支部長

　　川　岸　舜　朗（　　〃　　）庶務幹事

　　早　川　　　茂（　　〃　　）会計幹事

　○印　本部評議員

　※印　連絡評議員



昭和５８年度

　　許　斐　聰　雄（藤沢薬品）

　○高　木　嘉　昌（天野製薬）

　　正　井　博　之（ミツカン酢）

　○三　輪　泰　造（日本食品化工）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　　秋　山　貞　夫（キリンビール）

　　越　野　昌　平（サッポロビール）

　　小　林　俊　彦（アサヒビール）支部監事

　○鈴　木　鵬　三（台糖ファイザー）

　　清　水　康　夫（清水食糧）

　　篠　田　　　晃（名糖産業）

　　小町谷　吉　興（味の素東海工場）

　　望　月　　　努（東海物産）

　　川　本　明　男（味の素ゼネラルフード）

　　福　光　博太郎（宝　酒　造）

　　浅　野　悠　輔（太陽化学）

　　岡　田　徳一郎（名古屋国税局）

　　竹　尾　忠　一（茶　業　試）

　　工　藤　日出男（愛知食工試）

　　石　川　正　人（静岡工試）

　○賀　田　恒　夫（国立遺伝研）

※○堀　津　浩　章（岐　大　農）

　　永　田　幸　雄（　　〃　　）

　　長谷川　　　明（　　〃　　）

　　中　村　征　夫（　　〃　　）

　　河　合　啓　－（　　〃　　）

　　加　藤　宏　治（　　〃　）

　○清　水　純　夫（信　大　農）

　　富　田　一　郎（　　　〃　　）

　※黒　沢　辰　－（　　〃　　）

　　茅　原　　紘（　　〃　　）

　　細　野　明　義（　　〃　）

　　建　石　耕　一（　　〃　　）

※○赤　木　盛　郎（三重大農）

　○熊　沢　善三郎（　　〃　　）

○嶋　林　幸　英（　　〃　　）

　高　橋　孝　雄（　　〃　　）

　松　嶋　欽　一（三重大農）

　柏　村　直　樹（　　〃　　）

○村　松　敬一郎（静　大　農）

　伊　奈　和　夫（　　〃　　）

※山　田　雄　三（　　〃　　）

　坂　田　完　三（　　〃　　）

　碓　氷　泰　市（　　〃　　）

　後　藤　正　夫（　　〃　　）

○鵜　高　重　三（名　大　農）

○並　木　満　夫（　　〃　　）

○後　藤　俊　夫（　　〃　　）支部監事

○清　水　祥　一（　　〃　）

　　　　　　　　　　学位活動強化委員

　　　　　　　　　授賞選考委員

　丸　茂　晋　吾（　　〃　　）理事

　今　関　英　雅（　　〃　）

　水　島　昭　二（　　〃　）

　鳥　山　史　郎（岐阜女子大）

　友　枝　幹　夫（　　〃　）

　滝　　　基　次（松阪女子短大）

　神　谷　真太郎（静岡女子大）

　鳥　井　秀　一（聖隷衛生短大）

○佐　藤　　　泰（名城大農）

※原　　　　　彰（　　〃　　）

　芦　田　　　淳（椙山女子大）

　小　川　政　禧（　　〃　）

　小野崎　博　通（　　〃　）

　二　国　二　郎（江南女子短大）

　岩　本　喜　一（　　　〃　　）

　林　　　金　雄（大垣女子短大）

　近　藤　圭　二（静岡女子短大）

○吉　田　　　昭（名　大　農）支部長

　中　村　　　良（　　〃　　）理事

　川　岸　舜　朗（　　〃　　）庶務幹事



　　山　形　秀　夫（名　大　農）会計幹事 ○印　本部評議員，※印　連絡評議員

昭和５９年度

　　許　斐　聰　雄（藤沢薬品）

　　高　木　嘉　昌（天野製薬）

　○正　井　博　之（ミツカン酢）

　○三　輪　泰　造（日本食品化工）

　　宮　崎　礼　五（宮崎酒造）

　○秋　山　貞　夫（キリンビール）

　　越　野　昌　平（サッポロビール）

　　小　林　俊　彦（アサヒビール）支部監事

　　沖　　　俊　一（台糖ファイザー）

　　清　水　康　夫（清水食糧）

　　篠　田　　　晃（名糖産業）

　　小町谷　吉　興（味の素東海工場）

　　望　月　　　務（東海物産）

　　新　村　正　純（味の素ゼネラルフード）

　　福　光　博太郎（宝　酒　造）

　　浅　野　悠　輔（太陽化学）

　　岡　田　徳一郎（名古屋国税局）

　　竹　尾　忠　一（茶　業　試）

　　工　藤　日出男（愛知食工試）

　　石　川　正　人（静岡工試）

　　賀　田　恒　夫（国立遺伝研）

　　堀　津　浩　章（岐　大　農）

　※永　田　幸　雄（　　〃　）

　　長谷川　　　明（　　〃　　）

　　中　村　征　夫（　　〃　　）

　　河　合　啓　一（　　〃　）

　　加　藤　宏　治（　　〃　　）

　○上　野　良　光（　　〃　　）

　○清　水　純　夫（飯田女子短大）

　○富　田　一　郎（信　大　農）

　※黒　沢　辰　一（　　〃　　）

　　茅　原　　　紘（　　〃　　）

　　細　野　明　義（　　〃　　）

　建　石　耕　一（　　〃　）

○赤　木　盛　郎（三重大農）

○熊　沢　善三郎（三重大農）

○嶋　林　幸　英（　　〃　　）

※高　橋　孝　雄（　　〃　　）

　松　嶋　欽　一（　　〃　）

　柏　村　直　樹（　　〃　）

○中　林　敏　郎（静　大　農）

　村　松　敬一郎（　　〃　　）

※山　田　雄　三（　　〃　　）

　坂　田　完　三（　　〃　　）

　碓　氷　泰　市（　　〃　）

　後　藤　正　夫（　　〃　）

○鵜　高　重　三（　　〃　　）

〇並　木　満　夫（名　大　農）

○後　藤　俊　夫（　　〃　　）支部監事

　清　水　祥　一（　　〃　）

　　　　　　　　　　学授術賞活選動考委強化員委

員

　丸　茂　晋　吾（　　〃　　）理事

　今　関　英　雅（　　〃　）

○水　島　昭　二（　　〃　　）

○川　岸　舜　朗（　　〃　　）

　友　枝　幹　夫（岐阜女子大）

　滝　　　基　次（松阪女子短大）

　神　谷　真太郎（静岡女子大）

　鳥　井　秀　一（聖隷衛生短大）

　佐　藤　　泰（名城大農）

※原　　　　　彰（　　〃　　）

　芦　田　　　淳（椙山女子大）

　小　川　政　禧（　　〃　　）

　小野崎　博　通（　　〃　　）

　二　国　二　郎（江南女子短大）

　前　田　　厳（　　　〃　　　）



昭和６１年度　中部支部評議員

　　許　斐　聰　雄（藤沢薬品）

　　高木嘉昌（天野製薬）

　　正井博之（中林酢店）

　　三　輪　泰　造（日本食品化工）

　　宮　崎　礼　五（宮崎造酢）

　　小　出　和　夫（キリンビール）

　　越　野　昌　平（サッポ９ビール）支部監事

　　小　林　俊　彦（アサヒビール）

　　刃根　涼裕（台糖ファイザー）

　○清　水　康　夫（清水食糧）

　○篠　田　　　晃（名糖産業）

　○紀　谷　孝　彦（味の素東海工場）

　　望　月　　　務（東海物産）

　○新　村　正　純（味の素ゼネラルフード）

　○福　光博太郎（宝酒造）

　　西　元　勝　也（太陽化学）

　　永　谷　正　治（名古屋国税局）

　　竹　尾　忠　一（伊藤園）

　　工　藤　日出男（愛知食工試）

　　石　川　正　人（静岡製紙工試）

　○賀　田　恒　夫（国立遺伝研）

　○堀　津　浩章（岐大農）

　○永　田　幸　雄（岐大農）

　　長谷川　　　明（岐大農）

　※柘　植治　人（岐大農）

　　木　曽　　眞（岐大農）

　　加　藤宏　治（岐大農）

　　上　野　良　光（岐大農）

　※茅原　　紘（信大農）

○富　田　一郎（信大農）

　　大　谷　　元（信大農）

　　唐沢傅英（信大農）

　　建　石耕　一（信大農）

　　清　水　純　夫（飯田女短大）

　　赤木盛郎（鈴鹿短大）

○熊　澤　善三郎（三重大農）

　松　嶋　欽　一（三重大農）

○※嶋　林　幸　英（三重大農）

　　高　橋　孝　雄（三重大農）

　　柏　村　直　樹（三重大農）

○村　松　敬一郎（静大農）　　水　野　　卓（静大農）

○※伊　奈　和　夫（静大農）

　　山　田　雄三（静大農）

　　松　田　敬一郎（静大農）　

　　並　木　満　夫　　　　　　監事

　○後　藤俊　夫（名大農）

　　吉　田　　　昭（名大農）支部監事

　　　　　　　　　　　　　　　　　○清水祥一（名大農）

　丸茂晋吾（名大農）

　　水　島　昭　二（名大農）理事，学活委

　　中　村　　良（名大農）

　　旭　　　　正（名大農）

　○赤　沢　　尭（名大農）

　　友　枝　幹　夫（岐阜女子大）

　　滝　　　基　次（松阪女子短大）

　　神　谷　真太郎（静岡女子大）

　○青　木　博　夫（名城大農）

　※船　隈　　　透（名城大農）

　○芦　田　　淳（椙山女大）

　　小野崎　博　通（椙山女大）

　　前　田　　　巌（江南女子短大）

　○鵜　高　重　三（名大農）支部長

　　杉　本悦　郎（名大農）理　事

　　和　田　弘次郎（名大農）庶務幹事

　　市　原　茂　幸（名大農）会計幹事

　○印は本部評議員　　※は連絡評議員



昭和62年度　中部支部評議員(案)

　　　岡　田　　　実(日本食品化工)

　○清　水　康　夫(清水食糧)

　　望　月　　　務(東海物産)

　　竹　尾　忠　一(伊藤園)

　　松　本　圭一朗(焼津水産加工)

　　渡　辺　　　晋(東洋醸造)

　　大　矢　隆　一一(天野製薬)

　　許　斐　聰　雄(藤沢薬品)

　　川　村　吉　也(ミツカン酢)

　　小　出　和　夫(キリンビール)

　　野　尾　正　昭(サッポロビづレ)支部監事

　○小　林　俊　彦(アサヒビール)

　　刀　根　淳　祐(台糖ファイザー)

　　合　田　俊　雄(名糖産業)

　　大　森　　　巌(東亜合成)

　　中　村　陽　一(イチビキ)

　　伊　藤　昌　雄(新日本化学)

　　玉　置　洋　司(ポッカコーポレーション)

　　奥　村　正　明(敷島製パン)

　　紀　谷　孝　彦(味の素東海工場)

　○新　村　正　純(味の素ゼネラルフーヅ)

　　宮　崎　礼　五(宮崎造酢)

　　西　元　勝　也(太陽化学)

　　宮　部　敏　則(宝酒造)

　○富　田　一　郎(信大・農)

　○柴　田　久　夫(信大・農)

　　黒　澤　辰　一(信大・農)

　　細　野　明　義(信大・農)

　※唐　澤　伝　英(信大・農)

　　只　左　弘　治(信大・農)

　　清　水　純　夫(飯田女短大)

　○長谷川　　　明(岐大・農)

※○柘　植　治　人(岐大・農)

　　上　野　良　光(岐大・農)

　　木　曽　　　眞(岐大・農)

　　加　藤　宏　治(岐大・農)

　　中　村　征　夫(岐大・農)

　　河　合　啓　一(岐大・農)

　　友　枝　幹　夫(岐阜女大)

　○熊　澤　善三郎(三重大・農)

　　柏　村　直　樹(三重大・農)

　　高　橋　孝　雄(三重大・農)

　　山　田　哲　也(三重大・農)

※○嶋　林　幸　英(三重大・農)

　　小　宮　孝　志(三重大・農)

　　嶋　田　　　協(三重大・農)

　　赤　木　盛　郎(鈴鹿短大)
　○伊　奈　和　夫(静大・農)

　　山　田　雄　三(静大・農)

　○水　野　　　卓(静大・農)

　※竹　内　久　直(静大・農)

　　田　原　康　孝(静大・農)

　　坂　田　完　三(静大・農)

　　兵　藤　　　宏(静大・農)

　　藤　田　暉　通(静県大・食栄)

　　小　橋　昌　裕(静県大・食栄)
　　定　家　義　人(国立遺伝研)

　　石　川　正　人(静岡製紙工試)

　　岩　浅　　　潔(農水省・野菜試)

　○赤　沢　　　尭(名大・農)

　○中　村　　　良(名大・農)

　○川　岸　舜　朗(名大・農)

　　今　関　英　雅(名大・農)
　　牧　野　志　雄(名大・農)

　　吉　田　　　昭(名大・農)

　　後　藤　俊　夫(名大・農)

　　清　水　祥　一(名大・農)

　　瓜　谷　郁　三(名女大・家)

　　小野崎　博　道(椙山女大・家)

　　工　藤　日出男(愛知食工試)
　　永　谷　正　治(名古屋国税局)

　○芦　田　　　淳(椙山女大)元会長

　○篠　田　　　晃(名糖産業)元副会長

　　並　木　満　夫　　　　　　大会理事

　○青　木　博　夫(名城大・農)
　　山　下　　　勝(名城大・農)大会理事

　※船　隈　　　透(名城大・農)

　　佐　藤　　　泰(名城大・農)大会理事

　　杉　本　悦　郎(名大・農)大会理事
　　水　島　昭　二(名大・農)理事、学活委

　　鵜　高　重　三(名大・農)支部監事

　○丸　茂　晋　吾(名大・農)支部長

　○旭　　　　　正(名大・農)理　事

　　月　向　邦　彦(名大・農)庶務幹事

　　市　原　茂　幸(名大・農)会計幹事

　　○印は本部評議員　※印は連絡評議員



昭和６３年度中部支部評議員

　　岡田　実（日本食品化工）

　○清水　康夫（清水食糧）

　　望月　　務（東海物産）

　　竹尾　忠一（伊藤園）

　　松本圭一朗（エヌエフアイ研究所）

　　渡辺　　晋（東洋醸造）

　　大矢　隆一（天野製薬）

　　許斐　聡雄（藤沢薬品）

　　川村　吉也（ミツカン酢）

　　小出　和夫（キリンビール）

　　野尾　正昭（サッポロビール）　　支部監事

　　石田　精宏（アサヒビール）

　　刀根　淳祐（台糖ファイザー）

　　合田　俊雄（名糖産業）

　　大森　　巌（東亜合成）

　　中村　陽一（イチビキ）

　　伊藤　昌雄（新日本化学）

　　玉置　洋司（ポッカコーポレーション）

　　都築　邦夫（敷島製パン）

　　紀谷　孝彦（昧の素　東海工場）

　○新村　正純（味の素ゼネラルフーヅ）

　　宮崎　礼五（宮崎本店）

　　西元　勝也（太陽化学）

　　宮部　敏則（宝酒造）

　　米田　祐康（ニッポンジーン）

　○富田　一郎（信大・農）

　○柴田　久夫（ｲ言大・農）

　　黒澤　辰一（信大・農）

　　細野　明義（信大・農）

　＊唐澤　伝英（信大・農）

　　只左　弘治（信大・農）

　　清水　純夫（飯田女短大）

　○長谷川　明（岐大・農）

＊○柘植　治人（岐大・農）

　　堀津　浩章（岐大・農）

　　上野　良光（岐大・農）

　　中村　征夫（岐大・農）

　　河合　啓一（岐大・農）

　　五島　義昭（岐大・農）

　　友枝　幹夫（岐阜女大）

　○熊澤善三郎（三重大・生物資源）

　　柏村　直樹（三重大・生物資源）

　　高橋　孝雄（三重大・生物資源）

　＊山田　哲也（三重大・生物資源）

　○嶋林　幸英（三重大・生物資源）

　　小宮　孝志（三重大・生物資源）

　嶋田　　協（三重大・生物資源）

　赤木　盛郎（鈴鹿短大）

○伊奈　和夫（静大・農）

　山田　雄三（静大・農）

○水野　　卓（静大・農）

＊竹内　久直（静大・農）

　田原　康孝（静大・農）

　坂田　完三（静大・農）

　兵藤　　宏（静大・農）

　藤田　暉通（静県大・食栄）

　小橋　昌裕（静県大・食栄）

　定家　義人（国立遺伝研）

　古橋基千代（静岡工業技術センター）

　岩浅　　潔（農水省・野菜試）

　苅谷　泰弘（福井大・教）

○赤沢　　尭（名大・農）

○中村　　良（名大・農）

○川岸　舜朗（名大・農）

　今関　英雅（名大・農）

　牧野　志雄（名大・農）

　吉田　　昭（名大・農）

　後藤　俊夫（名大・農）

　清水　祥一（名大・農）

　小林　　猛（名大・工）

　瓜谷　郁三（名女大・家）

　小野崎博道（椙山女大・家）

　高木　嘉昌（名古屋文理短大）

　工藤日出男（愛知食工試）

　永谷　正治（名古屋国税局）

○芦田　　淳（林学園）　　元会長

○篠田　　晃（名糖産業）　元副会長

　並木　満夫　　　　　　　　元支部長

○青木　博夫（名城大・農）

＊船隈　　透（名城大・農）

　佐藤　　泰（名城大・農）元支部長

　水島　昭二（名大・農）　理事

　鵜高　重三（名大・農）　支部監事

○丸茂　晋吾（名大・農）　　支部長

○旭　　　正（名大・農）　理事

○磯部　　稔（名大・農）　庶務幹事

　片山　正人（名大・農）　会計幹事

　　　　　　　○は本部評議員

　　　　　　　＊は連絡評議員



昭和６３年度中部支部評議員

ア　　○青木博夫　（名城大・農）

　　　　赤木盛郎　（鈴鹿短大）

　　　　赤沢　蕘　（名大・農）

　　　△旭　　正　（名大・農）

　☆◇○芦田　淳　（林学園）

　　　　石田精宏　　（アサヒビール）

　　　§磯部稔　（名大・農）

　　　○伊奈和夫　（静大・農）

　　　　伊藤昌雄　（新日本化学）

　　　○今関英雅　（名犬・農）

　　　　岩浅　潔　（農水省・野・茶）

　　　○上野良光　（岐大・農）

　　口▽鵜高重三　（名大・農）

　　　　瓜谷郁三　（名女大・家）

　　　　大森　巌　（東亜合成）

　　　　大矢隆一　（天野製薬）

　　　　岡田　実　（日本食品化工）

　　　　小野崎博道（椙山女大・家）

カ　　　柏村直樹　（三重大・生物資源）

　　　＠片山正人　（名大・農）

　　　＊唐澤伝英　（信大・農）

　　　　苅谷泰弘　（福井大・教育）

　　　　河合啓一　（岐大・農）

　　　○川岸舜朗　　（名大・農）

　　　　川村吉也　（中埜酢店）

　　　　紀谷孝彦　（味の素・東海工場）

　　　○熊澤善三郎（三重大・生物資源）

　　　　黒澤辰一　（信大・農）

　　　　小出和夫　　（キリンビール）

　　　　許斐聡雄　（藤沢薬品工業）

　　　　小橋昌裕　（静県大・食糧栄養）

　　　　小林　猛　（名大・工）

　　　　小宮孝志　（三重大・生物資源）

　　　　合田俊雄　　（名糖産業）

　　　口後藤俊夫　（名大・農）

　　　　五島義昭　（岐大・農）

サ　　　坂田完三　（静大・農）

　　　　定家義人　　　（国立遺伝研）

　　☆口佐藤　泰　　（名城大・農）

　　◆○篠田　晃　（名糖産業）

　　　○柴田久夫　（信大・農）

　　　　嶋田　協　　（三重大・生物資源）

　　　○嶋林幸英　（三重大・生物資源）

　　　☆清水純夫　（飯田女短大）

　　　清水祥一　（名大・農）

　　　清水康夫　（清水食糧工業）

夕　　高木嘉昌　（名古屋文理短大）

　　　高橋孝雄　（三重大・生物資源）

　　＊竹内久直　（静大・農）

　　　竹尾忠一　（伊藤園）

　　　只左弘治　（信大・農）

　　　田原康孝　（静大・農）

　　　玉置洋司　［ポッカコーポレーション）

　＊○柘植治人　（岐大・農）

　　　都築邦夫　　（敷島製パン）

　　　刀根淳祐　（台糖ファイザー）

　　　富田一郎　（信大・農）

　　　友枝幹夫　　（岐阜女子大）

ナ　　中村征夫　（岐大・農）

　　　中村陽一　（イチビキ）

　　○中村　良　（名大・農）

　　　永谷正治　（名古屋国税局）

　　口並木満夫

　　　新村正純　（味の素ゼネラルフーヅ）

　　○西元勝也　（太陽化学）

　　▽野尾正昭　　（サッポロビール）

八　　○長谷川明　（岐大・農）

　　　兵藤　宏　（静大・農）

　　　藤田暉通　（静県大・食糧栄養）

　　＊船隈　透　（名城大・農）

　　　古橋基千代（静岡工業技術ｾﾝﾀｰ）

　　　細野明義　（信大・農）

　　　堀津浩章　（岐大・農）

マ　　牧野志雄　（名大・農）

　　　松本圭一朗（焼津水産化工）

　◎○丸茂晋吾　（名大・農）

　　△水島昭二　（名大・農）

　　○水野　卓　（静大・農）

　　☆宮崎礼五　（宮崎本店）

　　　宮部敏則　　（宝酒造）

　　　望月　務　（東海物産）

ヤ　　山口直彦　（愛知食工試）

　　＊山田哲也　（三重大・生物資源）

　　　山田雄三　（静大・農）

　　口吉田　昭　　（名大・農）

　　　米田祐康　（ニッポンジーン）

ワ　　渡辺晋　（東洋醸造）

☆石沢修一

☆川野義男

☆神田　孝

☆金兵忠雄

☆近藤圭二

☆沢井輝男

☆滋賀達二

☆滝　基次

☆鳥井秀一

☆二改末喜

☆橋本重久

☆林　金雄

☆松原弘道

☆森　茂樹

☆柳田友道

　○本部評議員

　＊　連絡評議員

　△理事

　▽　支部監事

　◎支部長

　§　支部庶務幹事

　＠　支部会計幹事

　◇　元会長

　◆　元副会長

　口　元支部長

　☆　功労賞受賞者



平成元年度中部支部評議員

ア○　青木博夫　　名城大学農学部

　　　赤木盛郎　　鈴鹿短期大学

　　　赤沢　蕘　　名古屋大学農学部

　○◎旭　　正　　名古屋大学農学部

　◇　芦田　淳　林学園

　　　石川正人　焼津水産化工㈱NFI研究所

　　　石田精宏　　アサヒビール株式会社

　　§磯部　稔　名古屋大学農学部

　　　伊藤昌雄　新日本化学株式会社

　　　伊藤　康　名古屋国税局

　○伊奈和夫　静岡大学農学部

　○今関英雅　名古屋大学農学部

　　　入江鐘三　信州大学農学部

　　　岩浅　潔　農水省野菜・茶業試験場

　○上野良光　岐阜大学農学部

　　　碓氷泰市　静岡大学農学部

　口鵜高重三　名古屋大学農学部

　　　江崎幸子　静岡県大食糧栄養学科

　　　大羽和子　名古屋女子大学家政学部

　　　大矢隆一　　天野製薬株式会社

　　　岡田　実　　日本食品化工株式会社

　　　小田正人　雪印乳業株式会社

カ　　加藤宏治　　岐阜大学農学部

　　　柏村直樹　　三重大学生物資源学部

　　　鎌田耕造　サッポロビール株式会社

　＊　唐澤伝英　信州大学農学部

　　　苅谷泰弘　福井大学教育学部

　○　川岸舜朗　名古屋大学農学部

　　　川村吉也　株式会社中埜酢店

　　　紀谷孝彦　昧の素株式会社東海工場

　　　寄藤高光　信州大学農学部

　　　木曽　真　岐阜大学農学部

　○　熊澤善三郎　三重大学生物資源学部

　　　合田俊雄　名糖産業株式会社

　　　許斐聡雄　藤沢薬品工業株式会社

　口　後藤俊夫　名古屋大学農学部

　　　五島義昭　　岐阜大学農学部

　　　小西茂毅大学農学部

　○　小林　猛　名古屋大学工学部

　　　小宮孝志　　三重大学生物資源学部

　　　近藤博信　　金城学院大学家政学部

サ＊　坂田完三　　静岡大学農学部

　　　定家義人　　国立遺伝研究所

　◆　篠田　晃　名糖産業株式会社

　○　柴田久夫　　信州大学農学部

　　　嶋田　協　　三重大学生物資源学部

　○　嶋林幸英　　三重大学生物資源学部

　　　清水英一　　信州大学農学部

　　　清水純夫　飯田女子短期大学

　　　清水祥一　　名古屋大学濃学部

　　　清水康夫　清水食糧工業合資会社

　　　杉山公男　　静岡大学農学部

夕　　高木嘉昌　　名古屋文理短大

　　　高橋孝雄　　三重大学生物資源学部

　　　竹内徳男　　岐阜女子大学

　　　竹尾忠一　　伊藤園中央研究所

　　　只左弘治　　信州大学農学部

　　　田原康孝　　静岡大学農学部

　　　玉置洋司　　株式会社ポッカコーポレーション

　　　塚越規弘　　名古屋大学農学部

　　　柘植治人　　岐阜大学農学部

　　　都築邦夫　敷島製パン株式会社

　　　刀根淳祐　　台糖ファイザー株式会社

ナ＊　内藤信輔　　名城大学農学部

　　　永田幸雄　　東海女子短大

　＊　中村征夫　　岐阜大学農学部

　　　中村陽一　　イチビキ株式会社

　△　中村　良　名古屋大学農学部

　○　並木和子　椙山女学園大学家政学部

　∴口並木満夫

　　　新村正純　　味の素ゼネラルフーヅ株式会社

　　○西元勝也　太陽化学株式会社

八　　　橋本直樹　　キリンビール株式会社

　　　藤掛賢司　　豊田中央研究所

　　　古橋基千代　静岡工業技術センター

　○　堀津浩章　岐阜大学農学部

マ　　牧野志雄　　名古屋大学農学部

　＠　松田　幹　名古屋大学農学部

　○　丸茂晋吾　名古屋大学農学部

　○　水野　卓　　静岡大学農学部



　　　宮部敏則　　宝酒造株式会社

　　　望月　務　東海物産株式会社

ヤ　　山口直彦　　愛知県食品工業試験場

　＊　山田哲也　　三重大学生物資源学部

　　　横越英彦　静岡県立大学食糧栄養学科

　口　吉田　昭　名古屋大学農学部

　　　米田祐康　ニッポンジーン

ワ　渡辺晋東洋醸造株式会社

功労賞受賞者　　　(昭和６３年度)

　　　ア　　芦田淳

　　　　　石沢修一

　　　カ　　川野義男

　　　　　神田　孝

　　　　　金兵忠雄

　　　　　近藤圭二

　　　サロ　佐藤　泰

　　　　　沢井輝男

　　　　　滋賀達二

　　　　　清水純夫

　　　夕　　滝　基次

　　　　　鳥井秀一

　　　ナ　　ニ改末喜

　　　八　　　橋本重久

　　　　　林　金雄

　　　マ　　松原弘道

　　　　　宮崎禮五

　　　　　森　茂樹

　　　ヤ　　柳田友道

　　　(平成元年度)

　　　　　飯島清治

　　　　　瓜谷郁三

　　　　　友枝幹夫

　　　　　奈良省三

　　　　　八木國夫

　　　　　若林和正

○本部評議員

∴本部監事

△理事

◇元会長

◆元副会長

◎支部長

▲支部監事

§支部庶務幹事

＠支部会計幹事

口元支部長



平成２年度評議員名簿

ア　青木博夫　名城大学農学部

　§　青山頼孝　　名古屋大学農学部

　　　赤木盛郎　鈴鹿短期大学

　　　赤沢　蕘　　名古屋大学農学部

　○◎旭　　正　　名古屋大学農学部

　◇口芦田　淳　林学園

　　　石川正人　焼津水産化工㈱NFI研究所

　　　石田精宏　　アサヒビール株式会社

　　　伊藤昌雄　新日本化学工業株式会社

　　　伊藤　康　名古屋国税局

　○伊奈和夫　静岡大学農学部

　　　今関英雅　　名占屋大学農学部

　　　入江鐐三　信州大学農部

　　　岩浅　潔　農水省野菜・茶業試験場

　＠　上田俊策　　名古屋大学農学部

　　　鵜飼益夫　味の素株式会社東海工場

　　　碓氷泰市　静岡大学農学部

　▲口鵜高重三　　名古屋大学農学部

　　　江崎幸子　静岡県大食品栄養科学部

　　　大羽和子　名古屋女子大学家政学部

　　　大矢隆一　　天野製薬株式会社

　　　岡田　実　　日本食品化工株式会社

カ　加藤宏治　岐阜大学農学部

　　　柏村直樹　　三重大学生物資源学部

　　　片山正人　　工業技術院名工試

　＊　唐澤傅英　　信州大学農学部

　　　苅谷泰弘　福井大学教育学部

　○　川岸舜朗　　名古屋大学農学部

　　　川村吉也　株式会社中埜酢店

　　　木曽　真　　岐阜大学農学部

　　　草噂匡孝　　雪印乳業株式会社

　○　熊澤善三郎　三重大学生物資源学部

　　　合田俊雄　　名糖産業株式会社

　口　後藤俊夫　名古屋大学農学部

　　　小西茂毅　　静岡大学農学部

　○　小林　猛　名古屋大学工学部

　　　小宮孝志　三重大学生物資源学部

　　　近藤博信　金城学院大学家政学部

サ＊　坂田完三　　静岡大学農学部

　　　定家義人　　国立遺伝研究所

　◆　篠田　晃　名糖産業株式会社

　○　柴田久夫　　信州大学農学部

　　　嶋田　協　　三重大学生物資源学部

　○　嶋林幸英　　三重大学生物資源学部

　　　清水英一　信州大学農学部

　　　清水祥一

　　　清水純夫　　飯田女子短期大学

　　　清水康夫　　清水食糧工業合資会社

　　　杉山公男　　静岡大学農学部

夕　　高木嘉昌　　名古屋文理短大

　　　高橋孝雄　　三重大学生物資源学部

　　　竹内徳男　　岐阜女子大学

　　　竹尾忠一　　伊藤園中央研究所

　　　只左弘治　　信州大学農学部

　　　田原兼孝　静岡大学農学部

　○　玉置洋司　　株式会社ポッカコーポレーション

　　　塚越規弘　名古屋大学農学部

　　　柘植治人　岐阜大学農学部

　　　都築邦夫　敷島製パン株式会社

　　　刀根淳祐　　ファイザー製薬株式会社

　○　富田一郎　　信州大学農学部

ナ　　永田幸雄　　東海女子短大

　☆　中村研三　　名古屋大学農学部

　＊　中村征夫　　岐阜大学農学部

　　　中村陽一　イチビキ株式会社

　△　中村　良　　名古屋大学農学部

　○　並木和子　椙山女学園大学家政学部

　∴口並木満夫

　　　新村正純　　昧の素ゼネラルフーヅ株式会社

　　　西元勝也　　太陽化学株式会社

ハ○▲橋本直樹　　キリンビール株式会社

　○　長谷川明　　岐阜大学農学部

　＊　原　　彰　名城大学農学部

　　　藤掛賢司　　豊田中央研究所

　　　古橋基千代　静岡工業技術センター

　　　細田純而　藤沢薬品工業株式会社

　〇　堀津浩章　　　岐阜大学農学部

マ　　牧野志雄　名古屋大学農学部



　Ｏロ丸茂普吾　　名古屋大学農学部

　○　水野　卓　　静岡大学農学部

　　　水野　猛　　名占屋大学農学部

　　　宮部敏則　　宝酒造株式会社

　　　望月　務　東海物産株式会社

ヤ　　山間言久　サッポロビール株式会社

　　　山口直彦　　愛知県食品工業センター

　＊　山田哲也　　三重大学生物資源学部

　　　山根恒夫　　名古屋大学農学部

　　　横越英彦　静岡県大食品栄養科学部

　○口吉田　昭　　名古屋大学農学部

　　　米田祐康　　ニッポンジーン

　　　寄藤高光　　信州大学農学部

ワ　　渡辺乾二　　岐阜大学農学部

　　　渡辺　晋　東洋醸造株式会社

　　　○本部評議員

　　　∴本部監事

　　　△理事

　　　◇元会長

　　　◆元副会長

　　　◎支部長

　　　＊連絡評議員

　　　▲支部監事

　　　§支部庶務幹事

　　　☆中化連担当幹事

　　　＠支部会計幹事

　　　口元支部長

功労賞受賞者　　　(昭和６３年度)

　　　ア◇口芦田　淳

　　　　　石沢修一

　　　カ　　川野義男

　　　　　神田　孝

　　　　　金兵忠雄

　　　　　近藤圭二

　　　サロ　佐藤　泰

　　　　　沢井輝男

　　　　　滋賀達二

　　　　　清水純夫

　　　夕　　滝　基次

　　　　　鳥井秀一

　　　ナ　　二改末喜

　　　八　　橋本重久

　　　　　林　金雄

　　　マ　　松原弘道

　　　　　森　茂樹

　　　ヤ　　柳田友道

　　　(平成元年度)

　　　　　飯島清治

　　　　　瓜谷郁三

　　　　友枝　幹夫　　　　　奈良省三

　　　　　八木國夫

　　　　　若林和正

　　　(平成２年度)

　　　　　五十野善四郎

　　　　　江本　栄

　　　　　金子安之

　　　　　上林　明

　　　　　後藤富士雄

　　　　　篠田　晃

　　　　　高野悦子



平成４年度　支部評議員・役員名簿

あ　　青木博夫　　名城大学農学部

　　　赤木盛郎　　鈴鹿短期大学

　　□旭　　正　　福井県立大学生物資源学部

　◇□芦田　淳　　林学園

　　　石川正人　　焼津水産化学工業株式会社

　○＃磯部　稔　　名古屋大学農学部

　　　磯野　清　　東海大学海洋学部

　　　伊藤秀夫　　金城学院大学短期大学部

　　○伊藤昌雄　　新日本化学工業株式会社

　　○伊奈和夫　　静岡大学農学部

　　　今関英雅　　名古屋大学農学部

　　○入江鐐三　　信州大学農学部

　　＊碓氷泰市　　静岡大学農学部

　□○鵜高重三　　名古屋大学農学部

　　　江崎幸子　　静岡県大食品栄養科学部

　　　大羽和子　　名古屋女子大学家政学部

　　　大橋英雄　　岐阜大学農学部

　　　大宮邦雄、　三重大学生物資源学部

　　　大矢隆一　　天野製薬株式会社

　　　岡田　実　　日本食品化工株式会社

　　　岡部満康　　静岡大学農学部

　　　岡村　進　　キリンビール株式会社

か　　柏村直樹　　三重大学生物資源学部

　　　片山正人　　工業技術院名工試

　　＊加藤宏治　　岐阜大学農学部

　　　茅原　紘　　信州大学農学部

　　○苅谷泰弘　　福井大学教育学部

　　△川岸舜朗　　名古屋大学農学部

　　　川村吉也　　株式会社中埜酢店

　　　木曽　真　　岐阜大学農学部

　　　金　武祥　　太陽化学株式会社

　　　熊澤善三郎　辻製油株式会社

　　　倉下正志　　旭化成工業株式会社

　　　黒澤辰一　　信州大学農学部

　　　合田俊雄　　名糖産業株式会社

　　○越野昌平　　サッポロビール株式会社

　　　小林　猛　　名古屋大学工学部

　　　小宮孝志　　三重大学生物資源学部

さ　　西条了康　　農水省野菜茶業試験場

　　§坂神洋次　　名古屋大学農学部

　　　定家義人　　国立遺伝学研究所

　　　笹岡　信　　味の素株式会社東海工場

　　　猿渡一由　　名古屋国税局

　＊◆篠田　晃　　名糖産業株式会社

　＊○嶋田　協　　三重大学生物資源学部

　　　嶋林幸英　　三重大学生物資源学部

　　　清水純夫　　飯田女子短期大学

　　　清水康夫　　清水食糧合資会社

　　　杉本勝之　　愛知県食品工業技術センター

　　　杉山公男　　静岡大学農学部

た　　高木嘉昌　　名古屋文理短大

　　○高橋孝雄　　三重大学生物資源学部

　　　竹内徳男　　岐阜女子大学

　　　竹尾忠一　　伊藤園株式会社中央研究所

　　＊只左弘治　　信州大学農学部

　　　建石耕一　　信州大学農学部

　　○玉置洋司　　株式会社ポッカコーポレーション

　　　塚越規弘　　名古屋大学農学部

　　　高山健一郎　敷島製パン株式会社

　　　刀根淳祐　　フィザー製薬株式会社

な　　永田幸雄　　東海女子短期大学

　　　中村研三　　名古屋大学農学部

　　　中村輝也　　宝酒造株式会社

　◎○中村　良　　名古屋大学農学部

　　　並木和子　　椙山女学園大学家政学部

　　□並木満夫

　▲○新村正純　　味の素ゼネラルフーズ株式会社

　　＠中山　勉　　名古屋大学農学部

は　○長谷川明　　岐阜大学農学部

　　＊原　　彰　　名城大学農学部

　　　原　徹夫　　岐阜大学農学部

　　　原　征彦　　三井農林株式会社

　　　兵藤　宏　　静岡大学農学部

　　　廣田　満　　信州大学農学部

　　　細田純而　　藤沢薬品工業株式会社

　　　本間英茂　　アサヒビール株式会社

　　　堀津浩章　　岐阜大学農学部

ま　　牧野志雄　　名古屋大学農学部

▲○□丸茂晋吾　　名古屋大学農学部

　　＃水野　猛　　名古屋大学農学部

　　　三村　優　　雪印乳業株式会社

　　　望月　務　　東海物産株式会社食品研究所



　　　本杉正義　　静岡県工業技術センター

や　　山岸信久　　サッポロビール株式会社

　　☆山形秀夫　　名古屋大学農学部

　　○山田哲也　　三重大学生物資源学部

　　　山根恒夫　　名古屋大学農学部

　　　横越英彦　　静岡県大食品栄養科学部

　　□吉田　昭　　名古屋大学農学部

　　　吉田　仰　　豊田中央研究所

　　　米田祐康　　株式会社ニッポンジーン

わ　○渡邊乾二　　岐阜大学農学部

　　　渡辺修治　　静岡大学農学部

　　△本部理事

　　○本部評議員

　　＃本部学術活動強化委員

　　◇元会長

　　◆元副会長

　　◎支部長

　　＊連絡評議員

　　▲支部監事

　　§支部庶務幹事

　　☆中化連担当幹事

　　＠支部会計幹事

　　□元支部長

支部功労賞受賞者

(昭和６３年度)

　　◇□芦田　淳

　　　石沢修一

　　　川野義男

　　　神田　孝

　　　金兵忠雄

　　　近藤圭二

　　□佐藤　泰

　　　沢井輝男

　　　滋賀達二

　　　清水純夫

　　　滝　基次

　　　鳥井秀一

　　　二改末喜

　　　松原弘道

　　　森　茂樹

　　　柳田友道

(平成元年度)

　　　飯島清治

　　　瓜谷郁三

　　　友枝幹夫

　　　奈良省三

　　　八木國夫

　　　若林和正

(平成２年度)

　　　五十野善四郎

　　　江本　栄

　　　金子安之

　　　上林　明

　　　後藤富士雄

　　　篠田　晃

　　　高野悦子

(平成４年度)

　　　谷田沢道彦



平成４年度　支部評議員・役員名簿

あ　　青木博夫　　名城大学農学部

　　　赤木盛朗　　鈴鹿短期大学

　　口旭　　正　　福井県立大学生物資源学部

　◇口芦田　淳　　林学園

　　　石川正人　　焼津水産化学工業株式会社

　　　石田精宏　　アサヒビール株式会社

　○＃磯部　稔　　名古屋大学農学部

　　　磯野　清　　東海大学海洋学部

　　　伊藤秀夫　　金城学院大学短期大学部

　　○伊藤昌雄　　新日本化学工業株式会社

　　○伊奈和夫　　静岡大学農学部

　　　今関英雅　　名古屋大学農学部

　　○入江鐐三　　信州大学農学部

　　　鵜飼盈夫　　味の素株式会社東海工場

　　＊碓氷泰市　　静岡大学農学部

　口○鵜高重三　　名古屋大学農学部

　　　江崎幸子　　静岡県大食品栄養科学部

　　　大羽和子　　名古屋女子大学家政学部

　　　大橋英雄　　岐阜大学農学部

　　　大宮邦雄　　三重大学生物資源学部

　　　大矢隆一　　天野製薬株式会社

　　　岡田　実　　日本食品化工株式会社

　　　岡部満康　　静岡大学農学部

　　　岡村　進　　キリンビール株式会社

か　　柏村直樹　　三重大学生物資源学部

　　　片山正人　　工業技術院名工試

　　＊加藤宏治　　岐阜大学農学部

　　　茅原　紘　　信州大学農学部

　　○苅谷泰弘　　福井大学教育学部

　　△川岸舜朗　　名古屋大学農学部

　　　川村吉也　　株式会社中埜酢店

　　　木曽　真　　岐阜大学農学部

　　　金　武祥　　太陽化学株式会社

　　　熊澤善三郎　辻製油株式会社

　　　黒澤辰一　　信州大学農学部

　　　合田俊雄　　名糖産業株式会社

　　○越野昌平　　サッポロビール株式会社

　　　小林　猛　　名古屋大学工学部

　　　小宮孝志　　三重大学生物資源学部

さ　　西条了康　　農水省野菜茶業試験場

　　§坂神洋次　　名古屋大学農学部

　　　定家義人　　国立遺伝学研究所

　　　猿渡一由　　名古屋国税局

　＊◆篠田　晃　　名糖産業株式会社

　＊○嶋田　協　　三重大学生物資源学部

　　○嶋林幸英　　三重大学生物資源学部

　　　清水純夫　　飯田女子短期大学

　　　清水康夫　　清水食糧合資会社

　　　杉本勝之　　愛知県食品工業技術センター

　　　松山公男　　静岡大学農学部

た　　高木嘉昌　　名古屋文理短大

　　　高橋孝雄　　三重大学生物資源学部

　　　竹内徳男　　岐阜女子大学

　　　竹尾忠一　　伊藤園株式会社中央研究所

　　＊只左弘治　　信州大学農学部

　　　建石耕一　　信州大学農学部

　　○玉置洋司　　株式会社ポッカコーポレーション

　　　塚越規弘　　名古屋大学農学部

　　　高山健一郎　敷島製パン株式会社

　　　刀根淳祐　　ファイザー製薬株式会社

　　○富田一郎　　信州大学農学部

な　　永田幸雄　　東海女子短期大学

　　　中村研三　　名古屋大学農学部

　◎○中村　良　　名古屋大学農学部

　　　並木和子　　椙山女学園大学家政学部

　　口並木満夫

　▲○新村正純　　味の素ゼネラルフーズ株式会社

　　＠中山　勉　名古屋大学農学部

は　○長谷川明　　岐阜大学農学部

　　＊原　　彰　　名城大学農学部

　　　原　徹夫　　岐阜大学農学部

　　　兵藤　宏　　静岡大学農学部

　　　廣田　満　　信州大学農学部

　　　細田純而　　藤沢薬品工業株式会社

　　　堀津浩章　　岐阜大学農学部

ま　　牧野志雄　　名古屋大学農学部

▲○口丸茂晋吾　　名古屋大学農学部

　　＃水野　猛　　名古屋大学農学部

　　　三村　優　　雪印乳業株式会社

　　　宮部敏則　　宝酒造株式会社楠工場

　　　望月　務　　東海物産株式会社食品研究所

　　　本杉正義　　静岡県工業技術センター



や　　山岸信久　　サッポロビール株式会社

　　☆山形秀夫　　名古屋大学農学部

　　○山田哲也　　三重大学生物資源学部

　　　山根恒夫　　名古屋大学農学部

　　　横越英彦　　静岡県大食品栄養科学部

　　口吉田　昭　　名古屋大学農学部

　　　吉田　仰　　豊田中央研究所

　　　米田祐康　　株式会社ニッポンジーン

わ　○渡邊幹二　　岐阜大学農学部

　　　渡辺修治　　静岡大学農学部

　　　渡辺　晋　　東洋醸造株式会社

　　△本部理事

　　○本部評議員

　　＃本部学術活動強化委員

　　◇元会長

　　◆元副会長

　　◎支部長

　　＊連絡評議員

　　▲支部監事

　　§支部庶務幹事

　　☆中化連担当幹事

　　＠支部会計幹事

　　口元支部長

　支部功労賞受賞者

(昭和６３年度)

　　◇□芦田　淳

　　　石沢修一

　　　川野義男

　　　神田　孝

　　　金兵忠雄

　　　近藤圭二

　　□佐藤　泰

　　　沢井輝男

　　　滋賀達二

　　　清水純夫

　　　滝　基次

　　　鳥井秀一

　　　二改末喜

　　　橋本重久

　　　林　金雄

　　　松原弘道

　　　森　茂樹

　　　柳田友道

(平成元年度)

　　　飯島清治

　　　瓜谷郁三

　　　友枝幹夫

　　　奈良省三

　　　八木國夫

　　　若林和正

(平成２年度)

　　　五十野善四郎

　　　江本　栄

　　　金子安之

　　　上林　明

　　　後藤富士雄

　　　篠田　晃

　　　高野悦子



平成５年度　支部評議員・役員名簿　1993.4現在

あ　○青木博夫　　名城大学農学部

　　　赤木盛郎　　鈴鹿短期大学

　○□旭　　正　　福井県大生物資源学部

　◇□芦田　淳　　林学園

　　　石川正人　　焼津水産化学工業株式会社

　　井磯部　稔　　名古屋大学農学部

　　☆市原茂幸　　名古屋大学農学部

　　　磯野　清　　東海大学海洋学部

　　　伊藤秀夫　　金城学院大学短期大学部

　　○伊藤昌雄　　新日本化学工業株式会社

　　○伊奈和夫　　静岡大学農学部

　　　今関英雅　　名古屋大学農学部

　　　入江鐐三　　信州大学農学部

　■□鵜高重三　　名古屋大学農学部

　　　衛藤英男　　静岡大学農学部

　　　大羽和子　　名古屋女子大学家政学部

　　　大宮邦雄　三重大学生物資源学部

　　　大矢隆一　　天野製薬株式会社

　　　岡田　実　　日本食品化工株式会社

　　　岡部満康　　静岡大学農学部

　　　岡村　進　　キリンビール株式会社

か　　河合啓一　　岐阜大学農学部

　＊○柏村直樹　　三重大学生物資源学部

　　　片山正人　　工業技術院名工試

　　　金丸義敬　　岐阜大学農学部

　　　茅原　紘　　信州大学農学部

　　　苅谷泰弘　　福井大学教育学部

　◎○川岸舜朗　　名古屋大学農学部

　　　河岸洋和　　静岡大学農学部

　　　川村吉也　　株式会社中埜酢店

　　＊木曽　真　　岐阜大学農学部

　　　金　武祥　　太陽化学株式会社

　　　熊澤善三郎　辻製油株式会社

　　　倉本正志　　旭化成工業株式会社

　　　黒澤辰一　　信州大学農学部

　　　合田俊雄　　名糖産業株式会社

　　　越野昌平　　サッポロビール株式会社

　　　小林　猛　　名古屋大学工学部

　　　小宮孝志　　三重大学生物資源学部

さ　　西条了康　　農水省野菜茶業試験場

　　　定家義人　　国立遺伝学研究所

　　　笹岡　信　　味の素株式会社東海工場

　　　椎木　敏　　名古屋国税局

　＊◆篠田　晃　　名糖産業株式会社

　　　嶋田　協　　三重大学生物資源学部

　　　清水純夫　　飯田女子短期大学

　　　清水康夫　　清水食糧合資会社

　　　杉本勝之　　愛知県食品工業技術ｾﾝﾀｰ

　　　関口順一　　信州大学繊維学部

た　　高木嘉昌　　名古屋文理短大

　　○高橋孝雄　　三重大学生物資源学部

　　　高山健一郎　敷島製パン株式会社

　　　田口　寛　　三重大学生物資源学部

　　○竹内久直　　静岡大学農学部

　　　竹内徳男　　岐阜女子大学

　　○竹尾忠一　　伊藤園㈱中央研究所

　　＊只左弘治　　信州大学農学部

　　　建石耕一　　信州大学農学部

　　　棚橋光彦　　岐阜大学農学部

　　＊田原康孝　　静岡大学農学部

　　○玉置洋司　　株式会社ﾎﾟｯｶコ-ﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

　　　塚越規弘　　名古屋大学農学部

　　　刀根淳祐　　フアイザー製薬株式会社

な　　永田幸雄　　東海女子短期大学

　　　中村研三　　名古屋大学農学部

　　　中村輝也　　宝酒造株式会社

　□○中村　良　　名古屋大学農学部

　　　並木和子　　椙山女学園大学家政学部

　　□並木満夫

　▲○新村正純　　味の素ｾﾞﾈﾗﾙﾌｰｽﾞ株式会社

は　△長谷川明　　岐阜大学農学部

　　＊原　　彰　　名城大学農学部

　　　原　徹夫　　岐阜大学農学部

　　　原　征彦　　三井農林株式会社

　　　廣田　満　　信州大学農学部

　　　廣田　陽　　静岡県大食品栄養科学部

　　　細田純而　　藤沢薬品工業株式会社

　　　本間英茂　　アサヒビール株式会社

　　○堀津浩章　　岐阜大学農学部

ま　　牧野志雄　　名古屋大学農学部

　▲□丸茂晋吾　　名古屋大学農学部

　　＃水野　猛　　名古屋大学農学部



　　　三村　優　　雪印乳業株式会社

　　　望月　務　　東海物産㈱食品研究所

　　＠森山龍一　　名古屋大学農学部

や　§山形秀夫　　名古屋大学農学部

　　　山岸信久　　サッポロビール株式会社

　　　山岸政昭　　静岡県工業技術センター

　　○山田哲也　　三重大学生物資源学部

　　　山根恒夫　　名古屋大学農学部

　　＊横越英彦　　静岡炎大食品栄養科学部

　　□吉田　昭　　名古屋文理短大

　　　吉田　仰　　豊田中央研究所

　　　米田祐康　　株式会社ニッボンジーン

わ　○渡邊乾二　　岐阜大学農学部

　■本部監事

　△本部理事

　○本部評議員

　井本部学術活動強化委員

　◇元会長

　◆元副会長

　◎支部長

　＊連絡評議員

　▲支部監事

　§支部庶務幹事

　☆中化連担当幹事

　＠支部会計幹事

　□元支部長

支部功労賞受賞者

　(昭和６３年度)

　◇□芦田　淳

　　　　石沢修一

　　　　川野義男

　　　　神田　孝

　　　　金兵忠雄

　　　　近藤圭二

　　　□佐藤　泰

　　　沢井輝男

　　　滋賀達二

　　　清水純夫

　　　滝　基次

　　　鳥井秀一

　　　二改末喜

　　　橋本重久

　　　林　金雄

　　　松原弘道

　　　森　茂樹

　　　柳田友道

　(平成元年度)

　　　飯島清治

　　　瓜谷郁三

　　　友枝幹夫

　　　奈良省三

　　　八木國夫

　　　若林和正

　(平成２年度)

　　　五十野善四朗

　　　江本　栄

　　　金子安之

　　　上林　明

　　　後藤富士雄

　　　篠田　晃

　　　高野悦子

　(平成４年度)

　　谷田沢道彦



平成５年度　支部評議員・役員名簿　1993.10現在

あ　○青木博夫　　名城大学農学部

　　　赤木盛郎　　鈴鹿短期大学

　○□旭　　正　　福井県大生物資源学部

　◇□芦田　淳　　林学園

　　　石川正人　　焼津水産化学工業株式会社

　　＃磯部　稔　　名古屋大学農学部

　　☆市原茂幸　　名古屋大学農学部

　　　磯野　清　　東海大学海洋学部

　　　伊藤秀夫　　金城学院大学短期大学部

　　○伊藤昌雄　　新日本化学工業株式会社

　　○伊奈和夫　　静岡大学農学部

　　　今関英雅　　名古屋大学農学部

　　　入江鐐三　　信州大学農学部

　■□鵜高重三　　名古屋大学農学部

　　　衛藤英男　　静岡大学農学部

　　　大羽和子　　名古屋女子大学家政学部

　　　大宮邦雄　　三重大学生物資源学部

　　　大矢隆一　　天野製薬株式会社

　　　岡田　実　　日本食品化工株式会社

　　　岡部満康　　静岡大学農学部

　　　岡村　進　　キリンビール株式会社

か　　河合啓一　　岐阜大学農学部

　＊○柏村直樹　　三重大学生物資源学部

　　　片山正人　　工業技術院名工試

　　　金丸義敬　　岐阜大学農学部

　　　茅原　紘　　信州大学農学部

　　　苅谷泰弘　　福井大学教育学部

　◎○川岸舜朗　　名古屋大学農学部

　　　河岸洋和　　静岡大学農学部

　　　川村吉也　　株式会社中埜酢店

　　＊木曽　真　　岐阜大学農学部

　　　金　武祥　　太陽化学株式会社

　　　熊澤善三郎　辻製油株式会社

　　　倉本正志　　旭化成工業株式会社

　　　黒澤辰一　　信州大学農学部

　　　合田俊雄　　名糖産業株式会社

　　　越野昌平　　サッポロビール株式会社

　　　小林　猛　　名古屋大学工学部

　　　小宮孝志　　三重大学生物資源学部

さ　　西条了康　　農水省野菜茶業試験場

　　　笹岡　信　　味の素株式会社東海工場

　　　定家義人　　国立遺伝学研究所

　　　椎木　敏　　名古屋国税局

　＊◆篠田　晃　　名糖産業株式会社

　　　嶋田　協　　三重大学生物資源学部

　　　清水純夫　　飯田女子短期大学

　　　清水康夫　　清水食糧合資会社

　　　杉本勝之　　愛知県食品工業技術ｾﾝﾀｰ

　　　関口順一　　信州大学繊維学部

た　　高木嘉昌　　名古屋文理短大

　　○高橋孝雄　　三重大学生物資源学部

　　　高山健一郎　敷島製パン株式会社

　　　田口　寛　　三重大学生物資源学部

　　○竹内久直　　静岡大学農学部

　　　竹内徳男　　岐阜女子大学

　　○竹尾忠一　　伊藤園㈱中央研究所

　　＊只左弘治　　信州大学農学部

　　　建石耕一　　信州大学農学部

　　　棚橋光彦　　岐阜大学農学部

　　＊田原康孝　　静岡大学農学部

　　○玉置洋司　　株式会社ﾎﾟｯｶコ-ﾎﾟﾄｼｮﾝ

　　　塚越規弘　　名古屋大学農学部

　　　刀根淳祐　　ファイザー製薬株式会社

な　　永田幸雄　　東海女子短期大学

　　　永野正俊　　雪印乳業株式会社

　　　中村研三　　名古屋大学農学部

　　　中村輝也　　宝酒造株式会社

　□○中村　良　　名古屋大学農学部

　　　並木和子　　椙山女学園大学家政学部

　　□並木満夫

　▲○新村正純　　味の素ｾﾞﾈﾗﾙﾌｰｽﾞ株式会社

は　△長谷川明　　岐阜大学農学部

　　＊原　　彰　　名城大学農学部

　　　原　徹夫　　岐阜大学農学部

　　　原　征彦　　三井農林株式会社

　　　廣田　満　　信州大学農学部

　　　廣田　陽　　静岡県大食品栄養科学部

　　　細田純而　　藤沢薬品工業株式会社

　　　本間英茂　　アサヒビール株式会社

　　○堀津浩章　　岐阜大学農学部

ま　　牧野志雄　　名古屋大学農学部

　▲□丸茂晋吾　　名古屋大学農学部



　　＃水野　猛　　名古屋大学農学部

　　　望月　務　　東海物産㈱食品研究所

　　＠森山龍一　　名古屋大学農学部

や　§山形秀夫　　名古屋大学農学部

　　　山岸信久　　サッポロビール株式会社

　　　山岸政昭　　静岡県工業技術センター

　　○山田哲也　　三重大学生物資源学部

　　　山根恒夫　　名古屋大学農学部

　　＊横越英彦　　静岡県大食品栄養科学部

　　□吉田　昭　　名古屋文理短大

　　　吉田　仰　　豊田中央研究所

　　　米田祐康　　株式会社ニッポンジーン

わ　○渡邊乾二　　岐阜大学農学部

■本部監事

△本部理事

○本部評議員

＃本部学術活動強化委員

◇元会長

◆元副会長

◎支部長

＊連絡評議員

▲支部監事

§支部庶務幹事

☆中化連担当幹事

＠支部会計幹事

□元支部長

支部功労賞受賞者

　(昭和６３年度)

　◇□芦田　淳

　　　石沢修一

　　　川野義男

　　　神田　孝

　　　金兵忠雄

　　　近藤圭二

　　□佐藤　泰

　　　沢井輝男

　　　滋賀達二

　　　清水純夫

　　　滝　基次

　　　鳥井秀一

　　　二改末喜

　　　森　茂樹

　　　柳田友道

　(平成元年度)

　　　飯島清治

　　　瓜谷郁三

　　　友枝幹夫

　　　奈良省三

　　　八木國夫

　　　若林和正

　(平成２年度)

　　　五十野善四朗

　　　江本　栄

　　　金子安之

　　　上林　明

　　　後藤富士雄

　　　篠田　晃

　　　高野悦子

　(平成４年度)

　　　谷田沢道彦

　(平成５年度)

　　　赤木盛郎

　　　安藤　裕

　　　並木満夫

　　　南川紀敏



平成６年度　支部評議員・役員名簿　1994.4現在

あ　　〇青木博夫　　名城大学農学部

　　　　赤木盛郎　　鈴鹿短期人学

　＄□○旭　　正　　福井県大生物資源学部

　　◇□芦田　淳　　林学園

　　　　石川正人　　焼津水産化学工業株式会社

　　　＃磯部　稔　　名古屋大学農学部

　　　§市原茂幸　　名古屋大学農学部

　　　　磯野　清　　東海大学海洋学部

　　　　伊藤秀夫　　金城学院大学短期大学部

　　　　伊藤昌雄　　新日本化学工業株式会社

　　　　伊奈和夫　　静岡大学農学部

　　　　今関英雅

　　　　入江鐐三　　信州大学農学部

　　　　上野良光　　東海女子短期大学

　＄■□鵜高重三

　　　　衛藤英男　　静岡大学農学部

　　　＠小田裕昭　　名古屋大学農学部

　　　☆大洋俊彦　　名古屋大学農学部

　　　　大羽和子　　名古屋女子大学家政学部

　　　　大宮邦雄　　三重大学生物資源学部

　　　　大矢隆一　　天野製薬株式会社

　　　　岡田　実　　日本食品化工株式会社

　　　　岡部満康　　静岡大学農学部

　　　○岡村　進　　キリンビール株式会社

か　　　河合啓一　　岐阜大学農学部

　　　　垣沼淳司　　名古屋大学農学部

　＊＄○柏村直樹　　三重大学生物資源学部

　　　　片山正人　　工業技術院名工試

　　　　金丸義敬　　岐阜大学農学部

　　　　茅原　紘　　信州大学農学部

　　　　苅谷泰弘　　福井大学教育学部

　◎＄○川岸舜朗　　名古屋大学農学部

　　　　河岸洋和　　静岡大学農学部

　　　　川村吉也　　株式会社中埜酢店

　　　＊木曽　真　　岐阜大学農学部

　　　　北川泰雄　　名大生物分子応答ｾﾝﾀｰ

　　　　金　武祚　　太陽化学株式会社

　　　　熊澤善三郎　辻製油株式会社

　　　　倉本正志　　旭化成工業株式会社

　　　　黒澤辰一　　信州大学農学部

　　　　越野昌平　　サッポロビール株式会社

　　　　小林　猛　　名古屋大学工学部

　　　　小宮孝志　　三重人学生物資源学部

さ　　　西条了康　　農水省野菜茶業試験場

　　　　坂神洋次　　名古屋大学農学部

　　　○坂田完三　　静岡大学農学部

　　　　定家義人　　国立遺伝学研究所

　　　　椎木　敏　　名古屋国税局

　　＊◆篠田　晃　　名糖産業株式会社

　　　　篠塚　健　　サッポロビール株式会社

　　　　嶋田　協　　三重大学生物資源学部

　　　　清水純夫　　飯田女子短期大学

　　　　清水康夫　　清水食糧合資会社

　　　　杉本勝之　　愛知県食品工業技術ｾﾝﾀｰ

　　　　杉山達夫　　名古屋大学農学部

　　　　関口順一　　信州大学繊維学部

た　　　高木嘉昌　　名古屋文理短大

　　　○高橋孝雄　　三重大学生物資源学部

　　　　高山健一郎　敷島製パン株式会社

　　　　田口　寛　　三重大学生物資源学部

　　　○竹内久直　　静岡大学農学部

　　　　竹内徳男　　岐阜女子大学

　　　○竹尾忠一　　伊藤園㈱中央研究所

　　　＊只左弘治　　信州大学農学部

　　　　建石耕一　　信州大学農学部

　　　　棚橋光彦　　岐阜大学農学部

　　　＊田原康孝　　静岡大学農学部

　　　○玉置洋司　　株式会社ﾎﾟｯｶｺ-ﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

　　＄○塚越規弘　　名古屋大学農学部

　　　○柘植治人　　岐阜大学農学部

　　　　刀根淳祐　　ファイザー製薬株式会社

な　　　永野正俊　　雪印乳業株式会社

　　　＄中村研三　　名古屋大学農学部

　　　　中村輝也　　宝酒造株式会社

＄▲□○中村　良　　名古屋大学農学部

　　　　並木和子　　椙山女学園大学家政学部

　　　□並木満夫

　　　　成瀬昌芳　　味の素株式会社東海工場

　　▲○新村正純　　味の素ｾﾞﾈﾗﾙﾌｰｽﾞ　株式会社

は　　△長谷川明　　岐阜大学農学部

　　　＊原　　彰　　名城大学農学部

　　　　原　徹夫　　岐阜大学農学部



　　　　原　征彦　　三井農林株式会社

　　　　廣田　満　　信州大学農学部

　　　　廣田　陽　　静岡県大食品栄養科学部

　　　　平井正名　　豊田中央研究所

　　　　細田純而　　藤沢薬品工業株式会社

　　　　本間英茂　　アサヒビール株式会社

　　　　堀津浩章　　岐阜大学農学部

ま　　　牧野志雄　　名古屋大学農学部

　　　□丸茂晋吾

　　　＃水野　猛　　名古屋大学農学部

　　　　望月　務　　東海物産㈱食品研究所

や　　　山岸政昭　　静岡県工業技術センター

　　　★山田秀明　　福井県大生物工学研究ｾﾝﾀｰ

　　　○山田哲也　　三重大学生物資源学部

　　　○山根恒夫　　名古屋大学農学部

　　　＊横越英彦　　静岡県大食品栄養科学部

　　＄□吉田　昭　　名古屋文理短大

　　　　吉田衛市　　大和製缶(株)清水工場研究所

　　　　吉野俊彦　　名糖産業株式会社

　　　　米田祐康　　株式会社ニッポンジーン

わ　　○渡邊乾二　　岐阜大学農学部

★本部会長

■本部監事

△本部理事

○本部評議員

＃本部学術活動強化委員

＄本部各種委員

◇元会長

◆元副会長

◎支部長

＊連絡評議員

▲支部監事

§支部庶務幹事

☆中化連担当幹事

＠支部会計幹事

□元支部長

支部功労賞受賞者

　(昭和６３年度)

◇□芦田　淳

　　石沢修一

　　川野義男

　　神田　孝

　　金兵忠雄

　　近藤圭二

　□佐藤　泰

　　沢井輝男

　　滋賀達二

　　清水純夫

　　滝　基次

　　鳥井秀一

　　二改末喜

　　森　茂樹

　　柳田友道

　(平成元年度)

　　飯島清治

　　瓜谷郁三

　　友枝幹夫

　　奈良省三

　　八木國夫

　　若林和正

(平成２年度)

　　五十野善四朗

　　江本　栄

　　金子安之

　　上林　明

　　後藤富士雄

＊◆篠田　晃

　　高野悦子

(平成４年度)

　　谷田沢道彦

(平成５年度)

　　赤木盛郎

　　安藤　裕

□並木満夫

　　南川紀敏



平成６年度　支部評議員・役員名簿　1994.９現在

あ　　○青木博夫　　名城大学農学部

　　　　赤木盛郎　　太陽学園

　＄□○旭　　正　　福井県大生物資源学部

　　◇□芦田　淳　　椙山女学園大学

　　　　石井　徹　　名古屋国税局

　　　　石川正人　　焼津水産化学工業株式会社

　　　井磯部　稔　　名古屋大学農学部

　　　§市原茂幸　　名古屋大学農学部

　　　　磯野　清　　東海大学海洋学部

　　　　伊藤秀夫　　金城学院大学短期大学部

　　　　伊藤昌雄　　新日本化学工業株式会社

　　　　伊奈和夫　　静岡大学農学部

　　　　今関英雅　　日本たばこ産業遺伝育種研究所

　　　　入江鐐三　　信州大学農学部

　　　　上野良光　　東海女子短期大学

　＄■□鵜高重三　　東京農業大学

　　　　衛藤英男　　静岡大学農学部

　　　＠小田裕昭　　名古屋大学農学部

　　　☆大澤俊彦　　名古屋大学農学部

　　　　大羽和子　　名古屋女子大学家政学部

　　　　大宮邦雄　　三重大学生物資源学部

　　　　大矢隆一　　天野製薬株式会社

　　　　岡田　実　　日本食品化工株式会社

　　　　岡部満康　　静岡大学農学部

　　　○岡村　進　　キリンビール株式会社

か　　　河合啓一　　岐阜大学農学部

　　　　垣沼淳司　　名古屋大学農学部

　＊＄○柏村直樹　　三重大学生物資源学部

　　　　片山正人　　工業技術院名工研

　　　　金丸義敬　　岐阜大学農学部

　　　　茅原　紘　　信州大学農学部

　　　　苅谷泰弘　　福井大学教育学部

　◎＄○川岸舜朗　　名古屋大学農学部

　　　　河岸洋和　　静岡大学農学部

　　　　川村吉也　　株式会社中埜酢店

　　　＊木曽　真　　岐阜大学農学部

　　　　北川泰雄　　名大生物分子応答センター

　　　　金　武祚　　太陽化学株式会社

　　　　熊澤善三郎　辻製油株式会社

　　　　倉本正志　　旭化成工業株式会社

　　　　黒澤辰一　　信州大学農学部

　　　　　越野昌平　　サッポロビール株式会社

　　　　　小林　猛　　名古屋大学工学部

　　　　　小宮孝志　　三重大学生物資源学部

　さ　　　西条了康　　農水省野菜茶業試験場

　　　　　坂神洋次　　名古屋大学農学部

　　　　○坂田完三　　静岡大学農学部

　　　　　定家義人　　国立遺伝学研究所

　　　＊◆篠田　晃　　名糖産業株式会社

　　　　　篠塚　健　　サッポロビール株式会社

　　　　　嶋田　協　　太陽学園

　　　　　清水純夫　　飯田女子短期大学

　　　　　清水康夫　　清水食糧合資会社

　　　杉本勝之　　愛知県食品工業技術ｾﾝﾀｰ

　　　　　杉山達夫　　名古屋大学農学部

　　　　　関口順一　　信州大学繊維学部

　た　　　高木嘉昌　　名古屋文理短大

　　　　○高橋孝雄　　三重大学生物資源学部

　　　　　高山健一郎　敷島製パン株式会社

　　　　　田口　寛　　三重大学生物資源学部

　　　　○竹内久直　　静岡大学農学部

　　　　　竹内徳男　　岐阜女子大学

　　　　○竹尾忠一　　伊藤園㈱中央研究所

　　　　＊只左弘治　　信州大学農学部

　　　　　建石耕一　　信州大学農学部

　　　　　棚橋光彦　　岐阜大学農学部

　　　　＊田原康孝　　静岡大学農学部

　　　　○玉置洋司　　株式会社ﾎﾟｯｶｺｰﾎﾟﾚｼｮﾝ

　　　＄○塚越規弘　　名古屋大学農学部

　　　　○柘植治人　　岐阜大学農学部

　　　　　刀根淳祐　　ファイザー製薬株式会社

　な　　　永野正俊　　雪印乳業株式会社

　　　　＄中村研三　　名古屋大学農学部

　　　　　中村輝也　　宝酒造株式会社

　＄▲□○中村　良　　名古屋大学農学部

　　　　　並木和子　　椙山女学園大学生活科学部

　　　　□並木満夫

　　　　　成瀬昌芳　　味の素株式会社東海工場

　　　▲○新村正純　　味の素ゼネラルフーズ株式会社

　は　　△長谷川明　　岐阜大学農学部

　　　　＊原　　彰　　名城大学農学部

　　　　　原　徹夫　　岐阜大学農学部



　　　　原　征彦　　三井農林株式会社

　　　　廣田　満　　信州大学農学部

　　　　廣田　陽　　静岡県大食品栄養科学部

　　　　平井正名　　豊田中央研究所

　　　　細田純而　　藤沢薬品工業株式会社

　　　　本間英茂　　アサヒビール株式会社

　　　　堀津浩章　　中京女子大学家政学部

ま　　　牧野志雄　　名古屋大学農学部

　　　□丸茂晋吾

　　　井水野　猛　　名古屋大学農学部

　　　　望月　務　　東海物産㈱食品研究所

や　　　山岸政昭　　静岡県工業技術センター

　　　★山田秀明　　富山県大生物工学研究センター

　　　○山田哲也　　三重大学生物資源学部

　　　○山根恒夫　　名古屋大学農学部

　　　＊横越英彦　　静岡県大食品栄養科学部

　　＄□吉田　昭　名古屋文理短大

　　　　吉田衛市　　大和製缶(株)清水工場研究所

　　　　吉野俊彦　　名糖産業株式会社

　　　　米田祐康　　株式会社ニッポンジーン

わ　　○渡邊乾二　　岐阜大学農学部

　　★本部会長

　　■本部監事

　　△本部理事

　　○本部評議員

　　井本部学術活動強化委員

　　＄本部各種委員

　　◇元会長

　　◆元副会長

　　◎支部長

　　＊連絡評議員

　　▲支部監事

　　§支部庶務幹事

　　☆中化連担当幹事

　　＠支部会計幹事

　　□元支部長

支部功労者

　(昭和６３年度)

◇□芦田　淳

　　石沢修一

　　川野義男

　　神田　孝

　　金兵忠雄

　　近藤圭二
　□佐藤　泰

　　沢井輝男

　　滋賀達二

　　清水純夫

　　滝　基次
　　鳥井秀一

　　二改末喜

　　森　茂樹
　　柳田友道

(平成元年度)

　　飯島清治
　　瓜谷郁三

　　友枝幹夫

　　奈良省三

　　八木國夫

　　若林和正
(平成２年度)

　　五十野善四朗

　　江本　栄

　　金子安之
　　上林　明

　　後藤富士雄

＊◆篠田　晃

　　高野悦子
(平成４年度)

　　谷田沢道彦

(平成５年度)

　　赤木盛郎

　　安藤　裕
□並木満夫

　　南川紀敏

(平成６年度)

　　中林敏郎

　　松嶋欽一

　　高木富蔵



平成7年度支部評議員・役員名簿　1995. 4　現在

あ　　　青木博夫　　名城大学農学部

　□＄○旭　　正　　福井県大生物資源学部

　　　　磯野　清　　東海大学海洋学部

　　　　磯部　稔　　名古屋大学農学部

　　　　伊藤秀夫　　金城学院大学短期大学部

　　　　伊藤昌雄　新日本化学工業㈱

　　　　伊奈和夫　　静岡大学農学部

　　　　今関英雅　　日本たばこ産業遺伝育種研究所

　　　　上野良光　　東海女子短期大学

　　　□鵜高重三　　東京農業大学

　　　　裏地達也　　日研化成㈱

　　　§大澤俊彦　　名古屋大学農学部

　　　　大羽和子　　名古屋女子大学家政学部

　　　＄大宮邦雄　　三重大学生物資源学部

　　　　大矢隆一　　天野製薬㈱

　　　　岡田　実　　日本食品化工㈱

　　　○岡村　進　　キリンビール㈱

　　　＊岡部満康　　静岡大学農学部

　　　　沖　俊一　　㈱宮崎本店

か　　○柏村直樹　　三重大学生物資源学部

　　　○垣沼淳司　　名古屋大学農学部

　　　　片山正人　　工業技術院名工研

　　　　加藤宏治　　岐阜大学農学部

　　　　唐沢伝英　　信州大学農学部

　　　　苅谷泰弘　　福井大学教育学部

　　　＊河合啓一　　岐阜大学農学部

　　　　河合真吾　　岐阜大学農学部

　□▲＄川岸舜朗

　　　　川田二郎　　フジパン㈱

　　　　川村吉也　　㈱中埜酢店

　　　　菊池俊郎　　東洋紡績㈱

　　＄○木曽　真　　岐阜大学農学部

　　　＃北川泰雄　　名大生物分子応答ｾﾝﾀｰ

　　　　君塚明光　　ヤマモリ㈱

　　　　金　武祚　　太陽化学㈱

　　　　熊澤善三郎　辻製油㈱

　　　○黒澤辰一　　信州大学農学部

　　　　越野昌平　　サッポロビール㈱

　　　　小林　猛　　名古屋大学工学部

　　　　小西博之　　千代菊㈱

　　　＊小宮孝志　　三重大学生物資源学部

さ　　　西条了康　　農水省野菜茶業試験場

　　　　坂井和男　　焼津水産化学工業㈱

　　　　　坂神洋次　　名古屋大学農学部

　　　＄○坂田完三　　静岡大学農学部

　　　　　定家義人　　国立遺伝学研究所

　　　　　椎木　敏　　名古屋国税局

　　　　　篠塚　健　　サッポロビール㈱

　　　　　嶋田　協　　太陽学園

　　　　＊清水英一　　信州大学農学部

　　　清水康夫　　清水食糧合資会社

　　　　　杉本勝之　　愛知県食品工業技術ｾﾝﾀｰ

　　　　　杉山公男　　静岡大学農学部

　　　　　杉山達夫　　名古屋大学農学部

　　　　　鈴木文昭　　岐阜大学農学部

　　　　　関口順一　　信州大学繊維学部

　　　　　千　菊夫　　信州大学農学部

た　　　高木嘉昌　　名古屋文理短大

　　　　○高橋孝雄　　三重大学生物資源学部

　　　　　高見澤一裕　岐阜大学農学部

　　　　○高山健一郎　敷島製パン㈱

　　　　　竹内徳男　　岐阜女子大学

　　　　　竹尾忠一　　伊藤園㈱中央研究所

　　　　　田口　寛　　三重大学生物資源学部

　　　　　只左弘治　　信州大学農学部

　　　　　田原康孝　　静岡大学農学部

　　　　○玉置洋司　　㈱ﾎﾟｯｶｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

　　　　　田村正紀　　旭松食品㈱

　　　　　千葉善根　　愛知淑徳大学

　　　＃△塚越規弘　　名古屋大学農学部

　　　　○柘植治人　　岐阜人学農学部

　　　　　鳥山尚志　　名古屋大学生物分子応答センター

　な　　　永野正俊　　雪印乳業㈱

　　　　　中村研三　　名古屋大学農学部

　　　　　中村輝也　　宝酒造㈱

　　　＄□中村　良

　　　　＊中森　茂　　福井県立大学生物分子応答ｾﾝﾀｰ

　　　　　中山俊祐　　㈱岐阜セラック製造所

　　　　　並木和子　　椙山女学園大学生活科学部

　　　　　成瀬昌芳　　味の素㈱東海工場

　　　　　新村正純　　味の素ｾﾞﾈﾗﾙﾌｰｽﾞ㈱

　　　　＠西川俊夫　　名古屋大学農学部

　は　　＊芳賀聖一　　名城大学農学部

　　　　○原　征彦　　三井農林㈱

　　　　　播磨　武　　ファイザー製薬㈱

　　　　　廣田　陽　　静岡県大食品栄養科学部



　　　　平井正名　　豊田中央研究所

　　　　深田哲司　　東海物産㈱

　　　　藤代克久　　井村屋製菓㈱

　　　　古市幸生　　三重大学生物資源学部

　　　　細田純而　　藤沢薬品工業㈱

　　　　堀津浩章　　中京女子大学家政学部

　　　▲本間英茂　　アサヒビール㈱

ま　　　牧　正敏　　名古屋大学農学部

　　◎〇牧野志雄　　名古屋大学農学部

　　　　町田芳章　　敷島スターチ㈱

　　　　松枝弘一　　竹本油脂㈱

　　　　松下　進　（財）日本食品分析センター

　　　§松田　幹　　名古屋大学農学部

　　　＄丸茂晋吾

　　　＄水野　猛　　名古屋大学農学部

や　　　山岸政昭　　静岡県工業技術センター

　　　〇山田哲也　　三重大学生物資源学部

　　　　山田秀明　　富山県大生物工学研究センター

　　　○山根恒夫　　名古屋大学農学部

　　　＊横越英彦　　静岡県大食品栄養科学部

　　　　吉田　昭　　名古屋文理短大

　　　　吉田衛市　　大和製缶㈱清水工場研究所

　　　　吉野俊彦　名糖産業㈱

　　　　米田祐康　　㈱ニッポンジーン

　　　　寄藤高光　　信州大学農学部

わ　　　渡邊修治　　静岡大学農学部

　　　　　△本部理事

　　　　　○本部評議員

　　　　　＃本部学術活動強化委員

　　　　　＄本部各種委員

　　　　◇元会長

　　　　◆元副会長

　　　　◎支部長

　　　　＊連絡評議員

　　　　▲支部監事

　　　　§支部庶務幹事

　　　　☆中化連担当幹事

　　　　＠支部会計幹事

　　　　□元支部長

　　支部功労者

　　(昭和６３年度)

◇□芦田　淳

　　石沢修一

　　川野義男

　　神田　孝

　　金兵忠雄

　　近藤圭二

　□佐藤　泰

　　沢井輝男

　　滋賀達二

　　清水純夫

　　滝　基次

　　鳥井秀一

　　二改末喜

　　森　茂樹

　　柳田友道

　　　(平成元年度)

　　飯島清治

　　瓜谷郁三

　　友枝幹夫

　　奈良省三

　　八木國夫

　　若林和正

　　　(平成２年度)

　　五十野善四朗

　　江本　栄

　　金子安之

　　上林　明

　　後藤富士雄

　◆篠田　晃

　　高野悦子

　　　(平成４年度)

　　谷田沢道彦

　　　(平成５年度)

　　赤木盛郎

　　安藤　裕

　□並木満夫

　　南川紀敏

　　　(平成６年度)

　　中林敏郎

　　松嶋欽一

　　高木富蔵



平成８年度　日本農芸化学会　中部支部役員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　呼成8年4月１日現在）

支部長

牧野志雄　名古屋大学農学部

理事

塚越規弘　名古屋大学農学部

庶務幹事

松田　幹　名古屋大学農学部

前島正義　名古屋大学農学部

内田浩二　名古屋大学農学部

中野秀雄　名古屋大学農学部
会計幹事

人見清隆　名古屋大学農学部

評議員（５０音順）

青木博夫　名城大学農学部（本部評議員）

旭　　正　福井県大生物資源学部（元支部長。

　　　　　　本部評議員、本部各種委員）

石井　徹　名古屋国税局

磯部　稔　名古屋大学農学部

伊藤秀夫　金城学院大学短期大学部

今関英雅　日本たばこ産業（株）遺伝育種研究所

上野良光　東海女子短期大学

碓氷泰市　静岡大学農学部

鵜高重三　東京農業大学　（元支部長）

内田浩二　名古屋大学農学部（支部庶務幹事）

裏地達哉　日研化成（株）

大洋俊彦　名古屋大学農学部（本部評議員。

　　　　　　本部各種委員）

大羽和子　名古屋女子大学家政学部

大宮邦雄　三重大学生物資源学部（本部各種委員）

大矢隆一　天野製薬（株）

岡田　実　日本食品化工（株）

岡部満康　静岡大学農学部（連絡評議員）

沖　俊一　富山県立大学生物工学研究センター

奥野　啓　（株）宮崎本店

小俣達夫　名古屋大学農学部（本部各種委員）

柏村直樹　三重大学生物資源学部（本部評議員）

垣沼淳司　名古屋大学農学部（本部評議員）

片山正人　工業技術院名工研

加藤宏治　岐阜大学農学部（本部評議員）

唐沢伝英　信州大学農学部

苅谷泰弘　福井大学教育学部

河合啓一　岐阜大学農学部（連絡評議員）

河合真吾　岐阜大学農学部
川岸舜朗　（前支部長、支部監事）

川田二郎　　フジパン（株）

菊地俊郎　東洋紡績（株）敦賀バイオ研

木曾　真　岐阜大学農学部　（本部評議員。

　　　　　　本部各種委員）

北川泰雄　名古屋大学生物分子応答研究センター

　　　　　　（本部学術活動強化委員）

君塚明光　ヤマモリ（株）

金　武祚　太陽化学（株）

熊澤善三郎辻製油（株）

黒澤辰一　信州大学農学部（本部評議員）

降旗　洋　　キリンビール（株）

小林　猛　名古屋大学工学部

小西博之　千代菊（株）

小宮孝志　三重大学生物資源学部（連絡評議員）

坂井和男　焼津水産化学工業（株）

坂神洋次　名古屋大学農学部

坂田完三　静岡大学農学部

　　　　　　　（本部評議員、本部各種委員）

佐々木幸子名古屋大学大学院農学研究科

定家義人　国立遺伝学研究所

塩原正義　アサヒビール（株）（支部監事）

茂野忠義　宝酒造（株）

嶋田　協　太陽学園

清水英一　信州大学農学部（連絡評議員）

清水康夫　清水食糧工業（合）

杉山公男　静岡大学農学部

杉山達夫　名古屋大学農学部

鈴木賢司　敷島製パン（株）

鈴木文昭　岐阜大学遺伝子実験施設

関口順一　信州大学繊維学部

千　菊夫　信州大学農学部

高木嘉昌　名古屋文理短大

高橋孝雄　三重大学生物資源学部

高見澤一裕岐阜大学農学部

竹内徳男　岐阜女子大学

竹尾忠一　伊藤園（株）中央研究所

田口　寛　三重大学生物資源学部

只左弘治　信州大学農学部

田島和成　愛知県食品工業技術センター

田野　仁　日本車輛（株）開発本部

田原康孝　静岡大学農学部

玉置洋司　（株）ポッカコーポレーション

　　　　　　　（本部評議員）

田村正紀　旭松食品（株）

団野定次　味の素ゼネラルフーズ（株）鈴鹿工場

千葉善根　愛知淑徳大学

塚越規弘　名古屋大学農学部（本部学術活動強

　　　　　　化委員、本部理事）

塚本義則　（株）中埜酢店

柘植治人　岐阜大学農学部

鳥山尚志　名古屋大学生物分子応答研究センター

中野秀雄　名古屋大学農学部（支部庶務幹事）
永野正俊　雪印乳業（株）

中村研三　名古屋大学農学部（本部評議員）

中村　良　名古屋女子大学（元支部長）

中森　茂　福井県立大学生物資源学部

　　　　　　　（連絡評議員）

中山俊裕　（株）岐阜セラック製造所

並木和子　椙山女学園大学生活科学部



成瀬昌芳　味の素（株）東海工場

芳賀聖一　名城大学農学部（連絡評議員）

長谷川明　岐阜大学農学部（元本部理事）

原　征彦　三井農林（株）（本部評議員）

播磨　武　ファイザー製薬（株）

人見清隆　名古屋大学農学部（支部会計幹事）

廣田　陽　静岡県大食品栄養科学部
平井正名　豊田中央研究所

深田哲司　東海物産（株）

藤城克久　井村屋製菓（株）

古市幸生　三重大学生物資源学部

堀津浩章　中京女子大学健康科学部

前島正義　名古屋大学農学部（支部庶務幹事）

牧　正敏　名古屋大学農学部

牧野志雄　名古屋大学農学部

　　　　　　（支部長、本部評議員）

町田芳章　敷島スターチ（株）

松枝弘一　竹本油脂（株）

松岡　信　名古屋大学生物分子応答研究センター

松下　進　（財）日本食品分析センター

松田　幹　名古屋大学農学部（支部庶務幹事）

丸茂晋吾　（元支部長、本部各種委員）

水野　猛　名古屋大学農学部（本部各種委員）

山岸政昭　静岡県工業技術センター

山田哲也　三重大学生物資源学部（本部評議員）

山田秀明　富山県大生物工学研究センター
　　　　　　（元会長）

山根恒夫　名古屋大学農学部

山本卓夫　新日本化学工業（株）

横越英彦　静岡県大食品栄養科学部

　　　　　　（連絡評議員）

吉田　昭　名古屋文理短大（元支部長）

吉田衛市　大和製缶（株）清水工場研究所

吉田　勝　藤沢薬品工業（株）名古屋工場

吉野俊彦　名糖産業（株）

米田祐康　（株）ニッポンジーン

寄藤高光　信州大学農学部（本部評議員）

渡邊修治　静岡大学農学部

渡辺信宏　サッポロビール（株）名古屋工場

支部功労者

　(昭和６３年度)

芦田　淳　(元会長、元支部長)

石沢修一

川野義男
神田　孝

金兵忠雄

近藤圭二
佐藤　泰　(元支部長)

沢井輝男

清水純夫

鳥井秀一

二改末喜

柳田友道

　(平成元年度)

飯島清治

瓜谷郁三

友枝幹夫

奈良省三

八木國夫

若林和正

　(平成２年度)

五十野善四郎

金子安之

上林　明

後藤富士雄

篠田　晃　(元副会長)
高野悦子

　(平成４年度)

谷田沢道彦

　(平成５年度)

赤木盛郎
安藤　裕

並木満夫　(元支部長)

南川紀敏

　(平成６年度)

中林俊郎

松嶋欽一

高木富蔵

　(平成７年度)

小山吉人

入江利夫

永田幸雄

村松敬一郎



日本農芸化学会中部支部　　　平成９年度役員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成9年４月１日現在)

支部長

　塚越規弘名古屋大学農学部

理事

　磯部　稔名古屋大学農学部

庶務幹事

　前島正義名古屋大学農学部

　堀尾文彦名古屋大学農学部

庶務幹事（若手シンポ担当）

　内田浩二名古屋大学農学部

　中野秀雄名古屋大学農学部

会計幹事

　饗場浩文名古屋大学農学部

評議員（５０音順）

饗場浩文　名古屋大学農学部

青木博夫　名城大学農学部（本部評議員）

旭　　正　福井県大生物資源学部（元支部長、本

　　　　　　部役員選考委員）

飯島信司　名古屋大学工学部

石井　徹　名古屋国税局

石井良憲　カネハツ（株）

石田秀治　岐阜大学農学部

磯部　稔　名古屋大学農学部（本部理事）

伊藤秀夫　金城学院大学短期大学部

伊藤義邦　加藤化学（株）

今関英雅　日本たばこ産業（株）遺伝育種研究所

上野良光　東海女子短期大学

碓氷泰市　静岡大学農学部（本部評議員）

鵜高重三　東京農業大学　（元支部長）

内田浩二　名古屋大学農学部（支部庶務幹事）

裏地達哉　日研化成（株）

衛藤英雄　静岡大学農学部（連絡評議員）

大澤俊彦　名古屋大学農学部（本部評議員、本部

　　　　　　編集委員）

大西邦男　竹屋（株）

大羽和子　名古屋女子大学家政学部

大宮邦雄　三重大学生物資源学部（本部評議員。

　　　　　　本部編集委員）

大矢隆一　天野製薬（株）

沖　俊一　富山県立大学生物工学研究センター

奥野　啓　（株）宮崎本店

小俣達夫　名古屋大学農学部（ｲﾋ学と生物）委員）

貝沼征四郎日本食品化工（株）

垣沼淳司　名古屋大学農学部（本部授賞選考委員。

　　　　　　役員選考委員）

柏村直樹　三重大学生物資源学部

片山正人　工業技術院名工研

金丸義敬　岐阜大学農学部（連絡評議員）

加藤宏治　岐阜大学農学部（本部評議員

唐沢伝英　信州大学農学部（連絡評議員）

苅谷泰弘　福井大学教育学部

茅原　紘　信州大学農学部（本部評議員）

河合啓一　岐阜大学農学部（本部評議員）

河岸洋和　静岡大学農学部

川岸舜朗　（元支部長）

川田二郎　フジパン（株）

菊地俊郎　東洋紡績（株）敦賀バイオ研

北川泰雄　名古屋大学生物分子応答研究センター

　　　　　　（本部編集委員、本部学活委員）

君塚明光　ヤマモリ（株）

金　武祚　太陽化学（株）（本部評議員）

黒澤辰一　信州大学農学部

高　行雄　辻製油（株）

降旗　洋　キリンビール（株）（本部評議員）

児玉　徹　信州大学繊維学部（本部授賞選考委員。

　　　　　　役員選考委員）

小林　猛　名古屋大学工学部

小林一清　名古屋大学工学部

小西博之　千代菊（株）

小宮孝志　:三重大学生物資源学部（連絡評議員）

坂井和男　焼津水産化学工業（株）

坂神洋次　名古屋大学農学部

佐々木幸子　名古屋大学大学院生命農学研究科

坂田完三　静岡大学農学部（本部評議員）

定家義人　国立遺伝学研究所

塩原正義　アサヒビール（株）（本部評議員）

茂野忠樹　宝酒造（株）

柴田久夫　信州大学農学部

嶋田　協　太陽学園

清水康夫　清水食糧工業（合）

杉山達夫　名古屋大学農学部

鈴木賢司　敷島製パン（株）

関口順一　信州大学繊維学部

高木嘉昌　名古屋文理短大

高橋孝雄　三重大学生物資源学部

竹内久直　静岡大学農学部

竹内康弘　敷島スターチ（株）

竹内徳男　岐阜女子大学

竹尾忠一　伊藤園（株）中央研究所

田口　寛　三重大学生物資源学部

田島和成　愛知県食品工業技術センター

田原康孝　静岡大学農学部

玉置洋司　（株）ポッカコーポレーション（本部

　　　　　　評議員）

田村正紀　旭松食品（株）

団野定次　味の素ゼネラルフーズ（株）鈴鹿工場



千葉善根　愛知淑徳大学

塚越規弘　名古屋大学農学部（支部長、本部評議

　　　　　　委員、本部学活委員、前本部理事）

塚本義則　（株）中埜酢店中央研究所

柘植給人　岐阜大学農学部

鳥山尚志　名古屋大学生物分子応答研究センター

土井梅幸　サンエイ糖化（株）

中野秀雄　名古屋大学農学部（支部庶務幹事）

中塚進一　岐阜大学農学部

中村研三　名古屋大学農学部（本部学活委員）

中村豊彦　科研製薬（株）

中村　洵　イチビキ｡（株）

中村　良　日本大学（元支部長）

中村征夫　岐阜大学農学部

中森　茂　福井県立大学生物資源学部

　　　　　　（連絡評議員、本部評議員）

中山俊裕　（株）岐阜セラック製造所

並木和子　椙山女学園大学生活科学部

成瀬昌芳　味の素（株）東海工場

芳賀聖一　名城大学農学部（連絡評議員）

原　彰　　名城大学農学部

原　征彦　三井農林（株）

原田　宏　ホーネン（株）

播磨　武　ファイザー製薬（株）

広田　満　信州大学農学部

廣田　陽　静岡県大食品栄養科学部（連絡評議員）

山田幸生　豊田中央研究所

古市幸生　三重大学生物資源学部

朴　龍朱　静岡大学農学部

堀尾文彦　名古屋大学農学部

堀津浩章　中京女子大学健康科学部

前島正義　名古屋大学農学部（支部庶務幹事）

牧　正敏　名古屋大学農学部

牧野志雄　名古屋大学農学部（前支部長。

　　　　　　本部評議員、支部監事）

松枝弘一　竹本油脂（株）

松岡　信　名古屋大学生物分子応答研究センター

松下　進　（財）日本食品分析センター

松田　幹　名古屋大学農学部

丸茂晋吾　（本部授賞選考委員、元支部長）

水野　猛　名古屋大学農学部（本部評議員。

　　　　　　　「化学と生物」企画委員）

山岸政昭　静岡県工業技術センター

山田哲也　三重大学生物資源学部

山田秀明　富山県大生物工学研究センター

　　　　　　（元会長）

山根恒夫　名古屋大学農学部

山本卓夫　新日本化学工業（株）

横越英彦　静岡県大食品栄養科学部

吉田　昭　名古屋文理短大（元支部長）

山下道夫　藤沢薬品工業（株）名古屋工場

吉野俊彦　名糖産業（株）

米田祐康　（株）ニッポンジーン

寄藤高光　信州大学農学部（本部評議員）

渡辺信宏　サッポロビール（株）名古屋工場

　　　　　　　（支部監事）

支部功労者

　　（次に該当する方は支部評議員＊です。

　　名誉会員、終身会員、元支部長、元理事）

　（昭和６３年度）

芦田　淳＊（元会長、元支部長、本部評議員）

石沢修一＊、川野義男、金兵忠雄＊、近藤圭二＊

佐藤　泰＊（元支部長）、沢井輝男＊、清水純夫＊

鳥井秀一＊、二改末喜、柳田友道＊

　（平成元年度）

飯島清治、瓜谷郁三＊、友枝幹夫＊、奈良省三＊

八木國夫＊、若林和正

　（平成２年度）

五十野善四郎、金子安之＊、上林　明、

後藤富士雄＊、篠田　晃＊（元副会長、本部評議員）

高野悦子

　（平成４年度）

谷田沢道彦

　（平成５年度）

赤水盛郎＊、安藤　裕、並木満夫＊（元支部長）

南川紀敏

　（平成６年度）

中林敏郎＊、松嶋欽一＊、高木富蔵

　（平成７年度）

小山吉人、入江利夫、永田幸雄、　村松敬一郎

　（平成８年度）

小山　宏、　山下　勝

　（平成９年度:10月４日授賞式）



日本農芸化学会中部支部　　　　平成１０年度役員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成10年４月１日現在)

支部長

　塚越規弘　名古屋大学農学部

理事

　磯部　稔　名古屋大学農学部

庶務幹事

　堀尾文彦　名古屋大学農学部
　小鹿　一　名古屋大学農学部

会計幹事

　森上　敦　名古屋大学農学部

評議員（５０音順）

青木博夫　名城大学農学部（本部評議員）

旭　　正　福井県大生物資源学部（元支部長、

　　　　　　本部役員選考委員）

飯島信司　名古屋大学工学部

石井　徹　名古屋国税局

石井良憲　カネハツ（株）

石田秀治　岐阜大学農学部

磯部　稔　名古屋大学農学部

　　　　　　　（本部理事、本部編集委員）

伊藤秀夫　金城学院大学短期大学部

伊藤義邦　加藤化学（株）

今関英雅　日本たばこ産業（株）遺伝育種研究所

井村直人　味の素ゼネラルフーズ（株）研究所

上野良光　東海女子短期大学

碓水泰市　静岡大学農学部（本部評議員、

　　　　　　　本部編集委員）

鵜高重三　東京農業大学　（元支部長）

裏地達哉　日研化成（株）　

衛藤英男　静岡大学農学部（連絡評議員）

大澤俊彦　名古屋大学農学部（本部評議員、本部

　　　　　　編集委員）

大西邦男　竹屋（株）

大羽和子　名古屋女子大学家政学部

大宮邦雄　三重大学生物資源学部（本部評議員、

　　　　　　本部編集委員）

大矢隆一　天野製薬（株）

沖　俊一　富山県立大学生物工学研究センター

奥野　啓　（株）宮崎本店

小鹿　一　名古屋大学農学部

小俣達夫　名古屋大学農学部

　　　　　　　（「化学と生物」委員）

貝沼征四郎日本食品化工（株）

垣沼淳司　（本部授賞選考委員、

　　　　　　　　　　役員選考委員）

柏村直樹　三重大学生物資源学部

片山正人　工業技術院名工研

金丸義敬　岐阜大学農学部（連絡評議員）

加藤宏治　岐阜大学農学部（本部評議員）

唐澤傅英　信州大学農学部（連絡評議員）

苅谷泰弘　福井大学教育学部

茅原　紘　信州大学農学部（本部評議員）

河合啓一　岐阜大学農学部（本部評議員）

河岸洋和　静岡大学農学部　　　　　

川岸舜朗　椙山女学園大学生活科学部（元支部長）

川田二郎　フジパン（株）

菊地俊郎　東洋紡績（株）敦賀バイオ研

菊池　洋　豊橋科学技術大学エコロジーエ学系

北川泰雄　名古屋大学生物分子応答研究センター

　　　　　　（本部編集委員、本部学活委員）

君塚明光　ヤマモリ（株）

久保寺一朗サッポロビール（株）名古屋工場

　　　　　　　（支部監事）

久米賢次　（財）日本食品分析センター

黒澤辰一　信州大学農学部

高　行雄　辻製油（株）

降旗　洋　キリンビール（株）（本部評議員）

小嶋康広　ファイザー製薬（株）中央研究所

児玉　徹　信州大学繊維学部（本部評議員、

　　　　　　本部授賞選考委員、役員選考委員）

小林　猛　名古屋大学工学部

小林一清　名古屋大学工学部

小西博之　千代菊（株）

小宮孝志　三重大学生物資源学部（本部評議員、

　　　　　　連絡評議員）

坂井和男　焼津水産化学工業（株）

坂神洋次　名古屋大学農学部（本部評議員）

佐々木幸子 名古屋大学大学院生命農学研究科

定家義人　国立遺伝学研究所

塩原正義　アサヒビール（株）（本部評議員）

茂野忠樹　宝酒造（株）

柴田久夫　信州大学農学部

嶋田　協　太陽学園

清水康夫　清水食糧工業（合）

杉山達夫　名古屋大学農学部

鈴木賢司　敷島製パン（株）

関口順一　信州大学繊維学部

高木嘉昌　名古屋文理短大

高橋孝雄　名古屋短期大学

竹内久直　静岡大学農学部

竹内康弘　敷島スターチ（株）

竹内徳男　岐阜女子大学

竹尾忠一　伊藤園（株）中央研究所

竹代　正　味の素（株）東海工場

田口　寛　三重大学生物資源学部

田島和成　愛知県食品工業技術センター



田原康孝　静岡大学農学部

田村正紀　旭松食品（株）

千葉善根　愛知淑徳大学

塚越規弘　名古屋大学農学部（支部長、

　　　　　　　本部評議員、本部学活委員）

塚本義則　（株）中埜酢店中央研究所

　　　　　　　（本部評議員、連絡評議員）

鳥山尚志　名古屋大学生物分子応答研究センター

土井梅幸　サンエイ糖化（株）

中塚進一　岐阜大学農学部

中村研三　名古屋大学農学部（本部学活委員）

中村豊彦　科研製薬（株）

中村　洵　イチビキ（株）

中村　良　日本大学（元支部長）

中村征夫　岐阜大学農学部

中森　茂　福井県立大学生物資源学部

　　　　　　（連絡評議員、本部評議員）

中山俊裕　（株）岐阜セラック製造所

L.R.ジュネジャ　太陽化学（株）総合研究所

野口民夫　名古屋大学農学部

芳賀聖一　名城大学農学部（連絡評議員）

発　正浩　岐阜大学農学部

原　彰　　名城大学農学部

原　征彦　三井農林（株）

原田　宏　（株）ホーネンコーポレーション

廣田　満　信州大学農学部

廣田　陽　静岡県大食品栄養科学部（連絡評議員）

古市幸生　三重大学生物資源学部

朴　龍洙　静岡大学農学部

堀尾文彦　名古屋大学農学部（支部庶務幹事）

堀津浩章　中京女子大学健康科学部

牧　正敏　名古屋大学農学部

牧野志雄　名古屋大学農学部（前支部長、

　　　　　　本部評議員、支部監事）

松枝弘一　竹本油脂（株）

松岡　信　名古屋大学生物分子応答研究センター

松田　幹　名古屋大学農学部

丸茂晋吾　（本部授賞選考委員、元支部長）

水野　猛　名古屋大学農学部（本部評議員、

　　　　　　　「化学と生物」企画委員）

森上　敦　名古屋大学農学部（支部会計幹事）

矢野俊博　石川県農業短期大学食品科学科

山岸政昭　静岡県沼津工業技術センター

山下道夫　藤沢薬品工業（株）名古屋工場

山田哲也　三重大学生物資源学部

山田秀明　富山県立大生物工学研究センター

　　　　　　（元会長）

山田幸生　豊田中央研究所（株）

山根恒夫　名古屋大学農学部

山本兼史　（株）ポッカコーポレーション

　　　　　　　中央研究所

山本卓夫　新日本化学工業(株)

横越英彦　静岡県大食品栄養科学部

吉田　昭　名古屋文理短大(元支部長)

吉野俊彦　名糖産業(株)

米田祐康　(株)ニッポンジーン

寄藤高光　信州大学農学部(本部評議員)

支部功労者

　　(次に該当する方は支部評議員＊です。

　　名誉会員、終身会員、元支部長、元理事)

　(昭和６３年度)

芦田　淳＊(元会長、元支部長、本部評議員)

石沢修一＊、川野義男、金兵忠雄＊、近藤圭二＊

佐藤　泰＊(元支部長)、沢井輝男＊、清水純夫＊

鳥井秀一＊、二改末喜、柳田友道＊

　(平成元年度)

飯島清治、瓜谷郁三＊、友枝幹夫＊、奈良省三＊

八木國夫＊、若林和正

　(平成２年度)

金子安之＊、上林　明、後藤富士雄＊、高野悦子

　(平成４年度)

谷田沢道彦

　(平成５年度)

赤木盛郎＊、安藤　裕、並木満夫＊(元支部長)

南川紀敏

　(平成６年度)

松嶋欽一＊、高木富蔵

　(平成７年度)

小山吉人、　入江利夫、　永田幸雄＊、

村松敬一郎＊

　(平成８年度)

小山　宏、　山下　勝

　(平成９年度)

青木博夫、　井口正信、　上野良光、小川美江子、

熊澤善三郎、　小林巌、　山本幸男

　(平成１０年度：１０月３日授賞式)



日本農芸化学会中部支部　　　　平成１１年度役員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成11年４月現在)

支部長

　磯部　稔名古屋大学院生命農学（本部評議員）

理事

　大洋俊彦名古屋大学院生命農学

庶務幹事

　小鹿　一名古屋大学院生命農学

　小林哲夫名古屋大学院生命農学

会計幹事

　谷口光隆名古屋大学院生命農学

監事

　降旗　洋キリンビール（株）名古屋工場

　塚越規弘名古屋大学院生命農学（本部評議員）

評議員（５０音順）

旭　正　　福井県大生物資源学部（元支部長）

飯島信司　名古屋大学工学部

磯部　稔　名古屋大学院生命農学

　　　　　　（支部長、本部評議員）

市原茂幸　名城大学農学部（連絡評議員）

伊藤秀夫　金城学院大学短期大学部

伊藤義邦　加藤化学（株）技術部

伊藤伸哉　富山県立大学生物工学研究センター

今井邦雄　三重大学生物資源学部

今関英雅　日本たばこ産業（株）遺伝育種研究所

井村直人　昧の素ゼネラルフーヅ㈱研究所

　　　　　　（本部評議員）

入江錬三　信州大学

岩瀬一洋　竹本油脂（株）

鵜高重三　東京農業大学（元支部長）

裏地達哉　日研化成（株）技術開発センター

衛藤英男　静岡大学農学部（本部評議員）

大澤俊彦　名古屋大学院生命農学（本部理事）

大谷　元　信州大学

大西邦夫　竹屋（株）研究所

大羽和子　名古屋女子大学

大宮邦雄　三重大学生物資源学部（本部評議員）

大矢隆一　天野製薬（株）マーケティング本部

岡部満康　静岡大学農学部（本部評議員）

奥野　啓　（株）宮崎本店

小鹿　一　名古屋大学院生命農学

小俣達夫　名古屋大学院生命農学

貝沼征四郎日本食品化工（株）研究所

垣沼淳司

柏村直樹　三重大学生物資源学部

片山正人　工業技術院名古屋工業技術研究所

加藤宏治　岐阜大学農学部（本部評議員）

金丸義敬　岐阜大学農学部（連絡評議員）

川岸舜朗　椙山女学園大学（元支部長）

茅原　紘　信州大学農学部

唐澤傅英　信州大学農学部（連絡評議員）

苅谷泰弘　福井大学教育学部

河岸洋和　静岡大学農学部

川田二郎　　フジパン（株）

菊地俊郎　東洋紡績（株）敦賀バイオ研究所

菊池　洋　豊橋技術科学大学エコロジーエ学系

木曾　真　岐阜大学農学部

北川泰雄　名大・生物分子応答研究セ

　　　　　　（本部評議員）

君塚明光　ヤマモリ（株）

久保寺一郎サッポロビール（株）名古屋工場

久米賢次　（財）日本食品分析センター

黒澤辰一　信州大学農学部

高　行植　辻製油（株）企画開発部

降旗　洋　キリンビール（株）名古屋工場

小嶋康広　ファイザー製薬（株）中央研究所

児玉　徹　信州大学繊維学部（本部評議員）

小西博之　千代菊（株）

小林一清　名古屋大学工学部

小林　猛　名古屋大学工学部

小林哲夫　名古屋大学院生命農学

小宮孝志　三重大学生物資源学部（本部評議員）

坂井和男　焼津水産化学工業（株）ＮＦＩ研究所

酒井　担　静岡県立大院生活健康科学

坂神洋次　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

佐々木幸子名古屋大学院生命農学

定家義人　国立遺伝学研究所

塩原正義　アサヒビール（株）名古屋工場

茂野忠樹　宝酒造（株）楠工場

柴田久夫　信州大学農学部

嶋田　協　太陽学園

清水康夫　清水食糧工業合資会社　研究開発部

ＬＲ.ジュネジャ　　太陽化学（株）総合研究所

杉山達夫　名古屋大学院生命農学

杉山公男　静岡大学農学部（連絡評議員）

近藤光雄　敷島製パン（株）研究部長

鈴木　徹　岐阜大学農学部

鈴木　寛　福井県立大学生物資源学部

　　　　　　（連絡評議員）

鈴木文昭　岐阜大学農学部

関口順一　信州大学繊維学部



千　菊夫　信州大学

田口　寛　三重大学生物資源学部

竹内徳男　岐阜女子大学

竹内康弘　敷島スターチ（株）技術開発部

竹尾忠一　伊藤園（株）中央研究所

竹代　正　味の素（株）東海工場

田島和成　愛知県食品工業技術センター

谷口光隆　名古屋大学院生命農学

田村正紀　旭松食品（株）

千葉善根　愛知淑徳大学現代社会学部

塚越規弘　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

塚本義則　（株）中埜酢店

　　　　　　（連絡評議員、本部評議員）

土井梅幸　サンエイ糖化（株）研究開発部

徳山真治　静岡大学農学部

鳥山尚志　名大・生物分子応答研究センター

中塚進一　岐阜大学農学部

中村研三　名古屋大学院生命農学

中村　洵　イチビキ（株）技術開発センター

中村豊彦　科研製薬（株）生産技術研究所

中村英士　名古屋大学院生命農学

中村　良　（非）名古屋女子大、日大

中森　茂　福井県立大学生物資源学部

中山俊裕　（株）岐阜セラック製造所技術部

中山　勉　静岡県大食品栄養科学部（連絡評議員）

野口民生　名古屋大学院生命農学

発　正浩　岐阜大学農学部

原　彰　　名城大学農学部

原田　宏　（株）ホーネンコーポレーション

原　征彦　三井農林（株）食品総合研究所

久松　眞　三重大学生物資源学部

廣田　満　信州大学農学部

古市幸生　三重大学生物資源学部（連絡評議員）

朴　龍洙　静岡大学農学部

堀津浩章　中京女子大学

牧　正敏　名古屋大学院生命農学

牧野志雄　名古屋大学院生命農学

松岡　信　名大・生物分子応答研究センター

松田　幹　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

丸茂晋吾　（元支部長）

水谷彰宏　名糖産業（株）

水野　猛　名古屋大学院生命農学

矢野俊博　石川県農業短期大学　食品科学科

山岸政昭　静岡県沼津工業技術センター

山下道雄　藤沢薬品工業（株）工業化第二研究所

山田秀明　富山県立大学生物工学研究センター

山田幸生　（株）豊田中央研究所

山根恒夫　名古屋大学院生命農学

山本章夫　カネハツ食品（株）技術部

山本兼史　（株）ポッカコーポレーション

　　　　　　　（本部評議員）

山本卓夫　新日本化学工業（株）

横越英彦　静岡県大食品栄養科学部（本部評議員）

吉田　昭　名古屋文理短期大学

寄藤高光　信州大学農学部（本部評議員）

米田祐康　（株）ニッポンジーン（本部評議員）

渡瀬峰男　静岡大学農学部

支部功労者

　（次の方［＊印］は支部評議員です：

　名誉会員、終身会員、元支部長、元理事）

　（昭和６３年度）

芦田　淳＊（元会長、元支部長）、石沢修一＊、

川野義男、金兵忠雄＊、近藤圭二＊、

佐藤　泰（元支部長）、沢井輝男＊、清水純夫＊、

鳥井秀一＊、二改末喜、柳田友道＊

　（平成元年度）

飯島清治、瓜谷郁三＊、友枝幹夫＊、奈良省三＊

八木國夫＊、若林和正

　（平成２年度）

金子安之＊、上林　明、後藤富士雄＊、高野悦子

　（平成４年度）

谷田沢道彦

　（平成５年度）

赤木盛郎＊、安藤　裕、並木満夫＊（元支部長）、

南川紀敏

　（平成６年度）

松嶋欽一＊、高木富蔵

　（平成７年度）

小山吉人、入江利夫、永田幸雄＊、村松敬一郎＊

　（平成８年度）

小山　宏、山下　勝

　（平成９年度）

青木博夫、井口正信、上野良光、小川美江子、

熊澤善三郎、小林　巌、山本幸男

　（平成10年度）

小野崎博通、清水祥一、高木嘉昌＊、並木和子

　（平成11年度:10月１日授賞式）



日本農芸化学会中部支部　　平成１２年度役員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成12年6月現在）

支部長

　磯部　稔　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

理事

　大滓俊彦　名古屋大学院生命農学

庶務幹事

　小林哲夫　名古屋大学院生命農学

　中野秀雄　名古屋大学院生命農学

会計幹事

　松岡　健　名古屋大学院生命農学

監事

　降旗　洋　キリンビール（株）名古屋工場

　塚越規弘　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

評議員（５０音順）

飯島信司　　名古屋大学工学部

磯部　稔　　名古屋大学院生命農学

　　　　　　　（支部長、本部評議員）

市原茂幸　　名城大学農学部（連絡評議員）

伊藤義邦　　加藤化学（株）技術部

伊藤伸哉　　富山県立大学生物工学研究センター

　　　　　　　（本部評議員）

伊藤秀夫　　金城学院大学短期大学部

今井邦雄　　三重大学生物資源学部

今関英雅　　（株）オリノバ

井村直人　　味の素ゼネラルフーヅ（株）

　　　　　　　（本部評議員）

入江鐐三　　信州大学農学部（連絡評議員）

岩瀬一洋　　竹本油脂（株）

岩瀬博昭　　フジパン（株）本社研究室

鵜高重三　　東京農業大学（元支部長）

裏地達哉　　日研化成（株）技術開発センター

上島孝之　　福井大学工学部

衛藤英男　　静岡大学農学部（本部評議員）

大庫俊彦　　名古屋大学院生命農学（本部理事）

大谷　元　　信州大学農学部

大西邦夫　　竹屋（株）研究所

大羽和子　　名古屋女子大学

大宮邦雄　　三重大学生物資源学部（本部評議員）

大矢隆一　　天野製薬（株）マーケティング本部

岡部満康　　静岡大学農学部（本部評議員）

奥野　啓　　（株）宮崎本店

小倉貞男　　アサヒビール（株）名古屋工場

小俣達夫　　名古屋大学院生命農学

貝沼征四郎　日本食品化エ（株）研究所

垣沼淳司　　名古屋女子大学

柏村直樹　　三重大学生物資源学部

片山正人　　工業技術院名古屋工業技術研究所

唐澤傅英　　信州大学農学部（本部評議員）

川岸舜朗　　椙山女学園大学（元支部長）

河岸洋和　　静岡大学農学部

菊地俊郎　　東洋紡績（株）敦賀バイオ研究所

菊池　洋　　豊橋技術科学大学エコロジーエ学系

木曾眞　　　岐阜大学農学部（本部評議員）

北川泰雄　　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

君塚明光　　ヤマモリ（株）

久保寺一郎　サッポロビール（株）名古屋工場

久米賢次　　（財）日本食品分析センター

高　行植　　辻製油（株）企画開発部

小嶋康広　　フアイザー製薬（株）中央研究所

小西博之　　千代菊（株）

小林一清　　名古屋大学工学部

小林　猛　　名古屋大学工学部

小林哲夫　　名古屋大学院生命農学

小宮孝志　　三重大学生物資源学部

近藤光雄　　敷島製パン（株）研究部長

　　　　　　　（本部評議員）

坂井和男　　焼津水産化学工業（株）ＮＦＩ研究所

酒井　担　　静岡県立大学大学院生活健康科学

坂神洋次　　名古屋大学院生命農学

佐々木幸子　名古屋大学院生命農学

嶋田　協　　太陽学園

清水康夫　　清水食糧工業合資会社　研究開発部

L.R.ジュネジャ　　　太陽化学（株）総合研究所

　　　　　　　（本部評議員）

杉山達夫　　名古屋大学院生命農学

杉山公男　　静岡大学農学部（連絡評議員）

鈴木　徹　　岐阜大学農学部

鈴木　寛　　福井県立大学生物資源学部

　　　　　　　（本部評議員、連絡評議員）

鈴木文昭　　岐阜大学農学部

関口順一　　信州大学繊維学部

千　菊夫　　信州大学農学部

高見渾一裕　岐阜大学農学部（連絡評議員）

田口　寛　　三重大学生物資源学部（本部評議員）

竹内徳男　　岐阜女子大学

竹内康弘　　敷島スターチ（株）技術開発部

竹尾忠一　　伊藤園（株）中央研究所

竹代　正　　味の素（株）東海工場

田村正紀　　旭松食品（株）

千葉善根　　愛知淑徳大学現代社会学部

塚越規弘　　名古屋大学院生命農学

　　　　　　　（前支部長、本部評議員）

塚本義則　　ミツカングループ本社（株）中研

　　　　　　　（連絡評議員）

柘植治人　　岐阜大学農学部

恒川俊晴　　宝酒造（株）楠工場長



寺澤弘安　　カネハツ食品（株）技術部

土井梅幸　　サンエイ糖化（株）研究開発部

徳山真治　　静岡大学農学部

鳥山尚志　　名大・生物分子応答研究センター

中塚進一　　岐阜大学農学部

中野秀雄　　名古屋大学院生命農学

中村研三　　名古屋大学院生命農学

中村　洵　　イチビキ（株）技術開発センター

中村豊彦　　科研製薬（株）生産技術研究所

中村英士　　名古屋大学院生命農学

中村　良　　日本大学生物資源学部（元支部長）

中森　茂　　福井県立大学生物資源学部

中山俊裕　　（株）岐阜セラック製造所技術部

中山　勉　　静岡県立大学食品栄養科学部

　　　　　　　（連絡評議員）

南場　毅　　愛知県食品工業技術センター

野口民夫　　名古屋大学院生命農学

原　彰　　　名城大学農学部

原田　宏　　（株）ホーネンコーポレーション

原　征彦　　三井農林（株）食品総合研究所

久松　眞　　三重大学生物資源学部

廣田　満　　信州大学農学部

古市幸生　　三重大学生物資源学部（連絡評議員）

降旗　洋　　キリンビール（株）名古屋工場

朴　龍洙　　静岡大学農学部

堀津浩章　　中京女子大学

牧　正敏　　名古屋大学院生命農学

牧野志雄　　名古屋大学院生命農学（元支部長）

松岡　信　　名大・生物分子応答研究センター

松岡　健　　名古屋大学院生命農学

松田　幹　　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

丸茂晋吾　　（元支部長）

水谷彰宏　　名糖産業（株）

水野　猛　　名古屋大学院生命農学

矢野俊博　　石川県農業短期大学食品科学科

山内　亮　　岐阜大学農学部

山岸政昭　　静岡県沼津工業技術センター

山下道雄　　藤沢薬品工業（株）工業化第二研究所

山田幸生　　（株）豊田中央研究所

山根辰夫　　名古屋大学院生命農学

山本兼史　　（株）ポッカコーポレーション

　　　　　　　（本部評議員）

山本卓夫　　新日本化学工業（株）

横越英彦　　静岡県立大学食品栄養科学部

　　　　　　　（本部評議員）

吉田　昭　　名古屋文理短期大学（元支部長）

米田祐康　　（株）ニッポンジーン（本部評議員）

渡瀬峰男　　静岡大学農学部

支部功労者

　(次の方[＊印]は支部評議員です：

　名誉会員、終身会員、元支部長、元理事)

　(昭和６３年度)

芦田　淳＊(元会長、元支部長)、石沢修一＊、

川野義男、金兵忠雄＊、近藤圭二＊、

佐藤　泰(元支部長)、沢井輝男＊、清水純夫＊、

鳥井秀一＊、二改末喜、柳田友道＊

　(平成元年度)

飯島清治、瓜谷郁三＊、友枝幹夫＊、奈良省三＊

八木國夫＊、若林和正

　(平成２年度)

金子安之＊、上林　明、後藤富士雄＊、高野悦子

　(平成４年度)

谷田沢道彦

　(平成５年度)

赤木盛郎＊、安藤　裕、並木満夫＊(元支部長)、南

川紀敏

　(平成６年度)

松嶋欽一＊、高木富蔵

　(平成７年度)

小山吉人、入江利夫、永田幸雄＊、村松敬一郎＊

　(平成８年度)

小山　宏、山下　勝

　(平成９年度)

青木博夫、井口正信、上野良光、小川美江子、

熊澤善三郎、小林　巌、山本幸男

　(平成10年度)

小野崎博通、清水祥一、高木嘉昌＊、並木和子

　(平成11年度)

旭　正＊(元支部長)

　(平成12年度:9月30日授賞式)



日本農芸化学会中部支部　平成１３年度役員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　(平成13年6月現在)
支部長

　大澤俊彦　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

理事

　坂神洋次　名古屋大学院生命農学

庶務幹事

　中野秀雄　名古屋大学院生命農学

　市川善康　名古屋大学院生命農学

会計幹事

　青木直人　名古屋大学院生命農学

監事

　岩上　伸　アサヒビール（株）名古屋工場

　磯部　稔　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

評議員（５０音順）

青木直人　　名古屋大学院生命農学

赤木盛郎　　（終身会員）

旭　正　　　（財）若狭湾エネルギー研究センター

　　　　　　　（元支部長）

芦田　淳　　大幸財団（元会長、元支部長）

飯島信司　　名古屋大学工学部

石沢修一　　（終身会員）

石田秀治　　岐阜大学農学部

磯部　稔　　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

市川善康　　名古屋大学院生命農学

市原茂幸　　名城大学農学部

伊藤組哉　　富山県立大学生物工学研究センター

　　　　　　　（本部評議員）

伊藤秀夫　　金城学院大学短期大学部

今井邦雄　　三重大学生物資源学部（本部評議員）

今関英雅　　（株）オリノバ

井村直人　　味の素ゼネラルフーヅ（株）

岩上　伸　　アサヒビール（株）名古屋工場

岩瀬一洋　　竹本油脂（株）

碓氷巻市　　静岡大学農学部

鵜高重三　　東京農業大学（元支部長）

瓜谷郁三　　（終身会員）

上島腎之　　福井大学工学部

衛藤英男　　静岡大学農学部

大澤俊彦　　名古屋大学院生命農学（支部長）

大西邦夫　　竹屋（株）研究所

大羽和子　　名古屋女子大学

大宮邦雄　　三重大学生物資源学部

奥野　啓　　（株）宮崎本店

小俣達夫　　名古屋大学院生命農学

垣沼淳司　　名古屋女子大学

柏村直樹　　三重大学生物資源学部

片山正人　　工業技術院名古屋工業技術研究所

金子安之　　（終身会員）

金丸義敬　　岐阜大農学部（本部評議員）

金本　仁　　加藤化学（株）技術部

唐即傅英　　信州大学農学部（本部評議員）

川岸舜朗　　椙山女学園大学（元支部長）

河合啓一　　岐阜大学農学部

河野宏行　　日研化成（株）技術開発センター

河村英雄　　フジパン（株）本社研究室菊地俊郎

菊地俊郎　　東洋紡績（株）敦賀バイオ研究所

菊池　洋　　豊橋技術科学大学エコロジーエ学系

木曾眞　　　岐阜大学農学部（本部評議員）

北川泰雄　　名古屋大学院生命農学

金兵忠雄　　（終身会員）

久米賢次　　（財）日本食品分析センター

高　行植　　辻製油（株）企画開発部

小嶋康広　　ファイザー製薬（株）中央研究所

後藤富士雄　（終身会員）

小西博之　　千代菊（株）

小林一清　　名古屋大学工学部

小林　猛　　名古屋大学工学部

小宮孝志　　三重大学生物資源学部

近藤圭二　　（終身会員）

近藤光雄　　敷島製パン（株）研究部長

　　　　　　　（本部評議員）

坂井和男　　焼津水産化学工業（株）ＮＦＩ研究所

酒井　担　　静岡県立大学大学院生活健康科学

坂神洋次　　名古屋大学院生命農学（本部理事）

佐々木幸子　名古屋大学院生命農学

沢井輝男　　（終身会員）

篠塚　健　　サッポロビール（株）醸造技術研究所

柴田久夫　　信州大学農学部

嶋田　協　　太陽学園

清水純夫　　（終身会員）

清水康夫　　（株）トーア

L. R.ジュネジャ太陽化学（株）総合研究所

　　　　　　　（本部評議員）

杉山公男　　静岡大学農学部（本部評議員）

杉本　馨　　（株）ホーネンコーポレーション

鈴木　寛　　福井県立大学生物資源学部

　　　　　　　（本部評議員、連絡評議員）

鈴木文昭　　岐阜大学農学部

関口順一　　信州大学繊維学部

高木嘉昌　　名古屋文理短期大学

高見洋一裕　岐阜大学農学部（連絡評議員）

田口　寛　　三重大学生物資源学部

　　　　　　　（本部評議員、連絡評議員）

竹内徳男　　岐阜女子大学

竹内康弘　　敷島スターチ（株）技術開発部

竹内祥郎　　カネハツ食品（株）生産本部技術部



竹尾忠一　　伊藤園（株）中央研究所

竹代　正　　味の素（株）東海工場

只左弘治　　信州大学農学部（本部評議員）

田原康孝　　静岡大学農学部

田渕　晃　　信州大学農学部

田村廣人　　名城大学農学部（連絡評議員）

田村正紀　　旭松食品（株）（本部評議員）

千葉善根　　愛知淑徳大学現代社会学部

塚越規弘　　名古屋大学院生命農学（元支部長）

塚本義則　　ミツカングループ本社（株）中研

　　　　　　　（連絡評議員、本部評議員）

柘植治人　　岐阜大学農学部

恒川俊晴　　宝酒造（株）楠工場

士井梅幸　　サンエイ糖化（株）研究開発部

鳥井秀一　　（終身会員）

鳥山尚志　　名大・生物分子応答研究センター

中久喜輝夫　日本食品化工（株）研究所

永田幸雄　　東海女子大学

中野秀雄　　名古屋大学院生命農学

中村研三　　名古屋大学院生命農学

中村　洵　　イチビキ（株）技術開発センター

中村豊彦　　科研製薬（株）生産技術研究所

中村　良　　日本大学生物資源学部（元支部長）

中森　茂　　福井県立大学生物資源学部

中山俊裕　　（株）岐阜セラック製造所技術部

中山　勉　　静岡県立大学食品栄養科学部

　　　　　　　（連絡評議員）

並木満夫　　（元支部長）

奈良省三　　（終身会員）

野口民夫　　名古屋大学院生命農学

萩原壽彦　　キリンビール（株）名古屋工場

　　　　　　　（本部評議員）

原　征彦　　三井農林（株）食品総合研究所

久松　眞　　三重大学生物資源学部

廣田　満　　佐州大学農学部（連絡評議員）

深田　理　　ヤマモリ（株）

古市幸生　　三重大学生物資源学部

朴　龍洙　　静岡大学農学部

真壁秀文　　信州大学農学部

牧　正敏　　名古屋大学院生命農学

牧野志雄　　名古屋大学院生命農学（元支部長）

間瀬民生　　天野エンザイム（株）岐阜研究所

松岡　信　　名大・生物分子応答研究センター

松嶋欽一　　（終身会員）

松田　幹　　名古屋大学院生命農学

丸茂晋吾　　（元支部長）

水谷彰宏　　名糖産業（株）食品開発部

水野　猛　　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

村瀬　誠　　愛知県食品工業技術センター

村松敬一郎　（終身会員壽壽）

八木國夫　　財団法人応用生化学研究所

柳田友道　　(終身会員)

矢野俊博　　石川県農業短期大学食品科学科

山岸政昭　　静岡工業技術七ンター

山下道雄　　藤沢薬品工業(株)醗酵技術研究所

山田幸生　　(株)豊田中央研究所

山校厖夫　　名古屋大学院生命農学

山本兼史　　(株)ポッカコーポレーション

山本卓夫　　新日本化学工業(株)

横越英彦　　静岡県立大学食品栄養科学部

　　　　　　　(本部評議員)

吉田　昭　　名古屋文理短期大学(元支部長)

米田祐康　　(株)ニッポンジーン

渡邊修治　　静岡大学農学部(連絡評議員)

支部功労者

　(昭和６３年度)

　芦田　淳、石沢修一、川野義男、金兵忠雄、

　近藤圭二、佐藤　泰、沢井輝男、

　清水純夫、鳥井秀一、二改米喜、柳田友道

　(平成元年度)

　飯島清治、瓜谷郁三、　友枝幹夫、

　奈良省三、八木國夫、若林和正

　(平成２年度)

　金子安之、上林　明、後藤富士雄、高野悦子

(平成４年度)

　谷田沢道彦

(平成５年度)

　赤木盛郎、安藤　裕、並木満夫、南川紀敏

(平成６年度)

　松嶋欽一、高木富蔵

(平成７年度)

　小山吉人、入江利夫、永田幸雄、村松敬一郎

(平成８年度)

　　小山　宏、山下　勝

(平成９年度)

　青木博夫、井口正信、上野良光、小川美江子、

　熊澤善三郎、小林　巌、山本幸男

(平成10年度)

　小野崎博通、清水祥一、高木嘉昌、並木和子

(平成11年度)

　旭　正

(平成ｴ2年度)

　赤沢　尭、嶋林幸英、清水康夫、竹尾忠一、

　吉田　昭

(平成13年度:9月29日授賞式)



日本農芸化学会中部支部　平成１４年度役員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成14年８月現在)

支部長

　大澤俊彦名古屋大学院生命農学

理事

　坂神洋次名古屋大学院生命農学

庶務幹事

　市川善康名古屋大学院生命農学

　人見清隆名古屋大学院生命農学

会計幹事

　永野幸生名古屋大学院生命農学

監事

　木下宗茂アサヒビール（株）名古屋工場

　磯部　稔名古屋大学院生命農学（本部評議員）

評議員（５０音順）

赤木盛郎　（終身会員）

旭　正　　（元支部長）

飯島信司　名古屋大学工学部

石沢修一　（終身会員）

磯部　稔　名古屋大学院生命農学

　　　　　　（本部評議員、元支部長）

市川善康　名古屋大学院生命農学

市原茂幸　名城大学農学部（本部評議員）

伊藤伸哉　富山県立大学生物工学研究センター

伊藤秀夫　金城学院大学短期大学部

今井邦雄　三重大学生物資源学部（本部評議員）

今関英雅　名古屋大学名誉教授

井村直人　味の素ゼネラルフーヅ（株）

岩崎行玄　福井県立大生物資源（連絡評議員）

岩瀬一洋　竹本油脂（株）

碓氷泰市　静岡大学農学部

鵜高重三　（元支部長）

梅田芳久　宝酒造（株）楠工場

瓜谷郁三　（終身会員）

上島孝之　福井大学工学部

衛藤英男　静岡大学農学部

大澤俊彦　名古屋大学院生命農学

　　　　　支部長、本部評議員）

大西邦夫　竹屋（株）研究所

大羽和子　名古屋女子大学

大宮邦雄　三重大学生物資源学部（本部評議員）

奥野　啓（株）宮崎本店

小俣達夫　名古屋大学院生命農学

小原章裕　　名城大農学部

垣沼淳司　名古屋女子大学

柏村直樹

片山正人　工業技術院名古屋工業技術研究所

金丸義敬　岐阜大農学部（本部評議員）

金本　仁　加藤化学（株）技術部

唐澤傅英　信州大学農学部

川岸舜朗　（元支部長）

河野宏行　日研化成（株）技術開発センター

河村英雄　フジパン（株）本社研究室菊地俊郎

菊地俊郎　東洋紡績（株）敦賀バイオ研究所

菊池　洋　豊橋技術科学大学エコロジーエ学系

木曾眞　　岐阜大学農学部（本部評議員）

北川泰雄　名古屋大学院生命農学

木下宗茂　アサヒビール（株）名古屋工場

　　　　　　（本部評議員）

金兵忠雄　（終身会員）

久米賢次　（財）日本食品分析センター

高　行植　辻製油（株）企画開発部



小嶋康広　ファイザー製薬（株）中央研究所

後藤富士雄（終身会員）

小西博之　千代菊（株）

小林一清　名古屋大学工学部

小林　猛　名古屋大学工学部

小宮孝志　三重大学生物資源学部

近藤圭二　（終身会員）

近藤光雄　敷島製パン（株）研究部長

　　　　　　（本部評議員）

坂井和男　焼津水産化学工業（株）ＮＦＩ研究所

酒井　担　静岡県立大学大学院生活健康科学

坂井田和裕（株）ポッカコーポレーション

坂神洋次　名古屋大学院生命農学（本部理事）

佐々木幸子　　　株式会社コンポン研究所

沢井輝男　（終身会員）

篠塚　健　サッポロビール（株）醸造技術研究

清水純夫　（終身会員）

清水康夫　（株）卜一ア

L.R.ジュネジャ　太陽化学（株）総合研究所

杉本　馨　（株）ホーネンコーポレーション

杉山公男　静岡大学農学部（本部評議員）

鈴木　徹　岐阜大学遺伝子実験施設

鈴木文昭　岐阜大学農学部

関口順一　信州大学繊維学部

千　菊夫　　信州大学農学部

高木嘉昌　高木酒造（株）技術顧問

田口　寛　三重大学生物資源学部（連絡評議員）

竹内徳男　岐阜女子大学

竹内康弘　敷島スターチ（株）技術開発部

竹内祥郎　カネハツ食品（株）生産本部技術部

竹尾忠一　伊藤園（株）中央研究所

只左弘治　信州大学農学部（本部評議員）

田中善晶　三重大学生物資源学部

田原康孝　静岡大学農学部

田渕　晃　信州大学農学部

田村廣人　名城大学農学部（連絡評議員）

田村正紀　旭松食品（株）（本部評議員）

千葉善根　愛知淑徳大学現代社会学部

塚越規弘　名古屋大学院生命農学（元支部長）

塚本義則　ミツカングループ本社（株）中研

　　　　　　（連絡評議員、本部評議員）

柘植治人　岐阜大学農学部

土井梅幸　サンエイ糖化（株）研究開発部

鳥井秀一　（終身会員）

鳥山尚志　名大・生物分子応答研究センター

中久喜輝夫日本食品化工（株）研究所

永田幸雄　東海女子大学

永野幸生　名古屋大学院生命農学

中塚進一　岐阜大学農学部（連絡評議員）

中村研三　名古屋大学院生命農学

中村　洵　イチビキ（株）技術開発センター

中村　良　（元支部長）

中森　茂　福井県立大生物資源学部

　　　　　　（本部評議員）

中山俊裕　（株）岐阜セラック製造所技術部

並木満夫　（元支部長）

奈良省三　（終身会員）

野口民夫　名古屋大学院生命農学

萩原壽彦　キリンビール（株）名古屋工場

　　　　　　（本部評議員）

原　征彦　三井農林（株）食品総合研究所

久松　眞　三重大学生物資源学部

人見清隆　名古屋大学院生命農学

廣田　満　信州大学農学部（連絡評議員）

深田　理　ヤマモリ（株）

古市幸生　三重大学生物資源学部

朴　龍洙　静岡大学農学部

真壁秀文　信州大学農学部



牧　正敏　名古屋大学院生命農学

牧野志雄　名古屋大学院生命農学（元支部長）

間瀬民生　天野エンザイム（株）岐阜研究所

松岡　信　名大・生物分子応答研究センター

松嶋欽一　（終身会員）

松田　幹　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

丸茂晋吾　（元支部長）

宮地英紀　名糖産業（株）食品開発部

水野　猛　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

村瀬　誠　愛知県食品工業技術センター

村松敬一郎（終身会員）

森上　敦　中部大学応用生物学部

八木國夫　財団法人応用生化学研究所

柳田友道　（終身会員）

矢野俊博　石川県農業短期大学食品科学科

山内　亮　岐阜大学農学部

山岸政昭　静岡工業技術センター

山下冨美男　　　　科研製薬（株）生産技術研究所

山下道雄　藤沢薬品工業（株）醗酵技術研究所

山田幸生　（株）豊田中央研究所

山根恒夫　名古屋大学院生命農学

山本卓夫　新日本化学工業（株）

湯川利秀　味の素（株）東海工場

横越英彦　静岡県立大学食品栄養科学部

　　　　　　（本部評議員）

吉田　昭　名古屋文理短期大学（元支部長）

米田祐康　（株）ニッポンジーン

渡邊修治　静岡大学農学部（連絡評議員）

支部功労者

　(昭和６３年度)

芦田　淳、石沢修一、川野義男、　金兵忠雄、　近

藤圭二、佐藤　泰、　沢井輝男、

清水純夫、鳥井秀一、　二改末喜、　柳田友道

　(平成元年度)

飯島清治、　瓜谷郁三、　友枝幹夫、

奈良省三、八木國夫、　若林和正

　(平成２年度)

金子安之、上林　明、後藤富士雄、高野悦子

　(平成４年度)

谷田沢道彦

　(平成５年度)

赤木盛郎、安藤　裕、並木満夫、南川紀敏

　(平成６年度)

松嶋欽一、高木富蔵

　(平成７年度)

小山吉人、入江利夫、永田幸雄、村松敬一郎

　(平成８年度)

　　小山　宏、山下　勝

　(平成９年度)

青木博夫、井口正信、上野良光、小川美江子、熊澤

善三郎、小林　巌、山本幸男

　(平成10年度)

小野崎博通、清水祥一、高木嘉昌、並木和子

　(平成11年度)

旭　正

　(平成12年度)

赤沢　尭、嶋林幸英、清水康夫、竹尾忠一、

吉田　昭

　(平成13年度)

　石川正人、今関英雅、鵜高重三、嶋田協、

　堀津浩章、丸茂晋吾、吉田弘一



日本農芸化学会中部支部　平成15年度役員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成15年５月現在）

支部長・理事

　坂神洋次　名古屋大学院生命農学

庶務幹事

　人見清隆　名古屋大学院生命農学

　森山龍一　名古屋大学院生命農学

会計幹事

　岩崎雄吾　名古屋大学院生命農学

監事

　萩原壽彦　キリンビール（株）名古屋工場

　大澤俊彦　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

評議員（５０音順）

赤木盛郎　（終身会員）

浅野泰久　富山県立大学生物工学研究センター

　　　　　　（本部評議員）

旭　正　　（元支部長）

飯島信司　名古屋大学工学部

石沢修一　（終身会員）

磯部　稔　名古屋大学院生命農学（元支部長）

市原茂幸　名城大学農学部（本部評議員）

岩崎雄吾　名古屋大学院生命農学

伊藤伸哉　富山県立大学生物工学研究七ンター

伊藤秀夫　金城学院大学短期大学部

稲荷妙子　岐阜女子大学

今井邦雄　三重大学生物資源学部

今関英雅　名古屋大学名誉教授

井村直人　味の素ゼネラルフーヅ（株）

　　　　　　（本部評議員）

岩崎行玄　福井県立大生物資源（連絡評議員）

岩瀬一洋　竹本油脂（株）

鵜高重三（元支部長）

瓜谷郁三（終身会員）

上島孝之　福井大学工学部

裏地達哉　日研化成（株）研究開発部

大澤俊彦　名古屋大学院生命農学

小鹿　一　名古屋大学院生命農学

大谷　元　信州大学農学部

大西邦夫　竹屋（株）研究所　（本部評議員）

大羽和子　名古屋女子大学

大宮邦雄　三重大学生物資源学部（本部評議員）

岡部満康　静岡大学農学部

奥野　啓　（株）宮崎本店

小俣達夫　名古屋大学院生命農学

小原章裕　名城大農学部（連絡評議員）

片山正人　産業技術総合研究所　中部センター

金丸義敬　岐阜大農学部（本部評議員）

金本　仁　加藤化学（株）技術部

川岸舜朗　（元支部長）

河岸洋和　静岡大学農学部（連絡評議員）

河村英雄　フジパン（株）本社研究室菊地俊郎

菊地俊郎　東洋紡績（株）敦賀バイオ研究所

菊池　洋　豊橋技術科学大学エコロジーエ学系

木曾眞　岐阜大学農学部（本部評論員）

北川泰雄　名古屋大学院生命農学

北畑寿美雄　信州大学農学部

金兵忠雄（終身会員）

久米賢次　（財）日本食品分析センクー

高　行植　辻製油（株）研究所

小嶋康広　ファイザー製薬（株）中央研究所

後藤富士雄（終身会員）

小西博之　千代菊（株）



小林一清　名古屋大学工学部

小林　猛　名古屋大学工学部

小宮孝志　三重大学生物資源学部

近藤圭二（終身会員）

坂井和男　焼津水産化学工業（株）NFI研究所

酒井　担静岡県立大学大学院生活健康科学

　　　　　（連絡評議員）

坂井田和裕（株）ポッカコーポレーション

　　　　　　（本部評議員）

坂神洋次　名古屋大学院生命農学（支部長）

沢井輝男（終身会員）

清水純夫（終身会員）

レカ・ラジュ・ジュネジャ

　　太陽化学（株）総合研究所（連絡評議員）

杉本　馨　（株）ホーネンコーポレーション

鈴木　徹　岐阜大学遺伝子実験施設

鈴木文昭　岐阜大学農学部

関口順一　信州大学繊維学部

千　菊夫　　信州大学農学部（連絡評議員）

高木博史　　福井県立大学生物資源学部

　　　　　　　　　（本部評議員）

高木嘉昌　高木酒造（株）技術顧問

田口　寛　三重大学生物資源学部

竹内康弘　敷島スターチ（株）技術開発部

竹内祥郎　カネハツ食品（株）生産本部技術部

竹尾忠一　伊藤園（株）中央研究所

田中善晶　三重大学生物資源学部

田村廣人　名城大学農学部

田村正紀　旭松食品（株）

千葉善根　愛知淑徳大学現代社会学部

塚越規弘　放送大学愛知学習センター所長

　　　　　　（元支部長）

塚本義則　ミツカングループ本社（株）中研

柘植治人　岐阜大学農学部

　土井梅幸　サンエイ糖化（株）研究開発部

　戸倉政雄　アサヒビール（株）名古屋工場

　徳山真治　静岡大学農学部

　鳥井秀一（終身会員）

　鳥山尚志　名大・生物機能開発利用研究センター

　中久喜輝夫　日本食品化工（株）研究所

　中塚進一　岐阜大学農学部（連絡評議員）

　中村研三　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

　中村　洵　イチビキ（株）技術開発センター

　中村　良　（元支部長）

　中森　茂　福井県立大生物資源学部

　　　　　　（本部評議員）

　中山俊裕　（株）岐阜セラック製造所技術部

　並木満夫（元支部長）

　奈良省三（終身会員）

　野口民夫　名古屋大学院生命農学

　萩原壽彦　キリンビール（株）名古屋工場

　橋本博之　信州大学農学部

　原　彰　　名城大学農学部（本部評議員）

原　征彦　三井農林（株）食品総合研究所

　久松　眞　三重大学生物資源学部（連絡評議員）

　人見清隆名古屋大学院生命農学

　廣田　満　信州大学農学部

　廣田　陽　静岡県立大学食品栄養科学部

　　　　　　（本部評議員）

　深田　理　ヤマモリ（株）

　古市幸生　三重大学生物資源学部（本部評議員）

　真壁秀文　信州大学農学部

　前島正義　名古屋大学院生命農学

　牧　正敏　名古屋大学院生命農学

　牧野志雄　（元支部長）

　間瀬民生　天野エンザイム（株）岐阜研究所

　松岡　信　名大・生物機能開発利用研究センター

　松嶋欽一（終身会員）



松田　幹　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

丸茂晋吾　（元支部長）

宮地英紀　名糖産業（株）食品開発部

水野　猛　名古屋大学院生命農学

村瀬　誠　愛知県食品工業技術センター

村田健臣　静岡大学農学部

村松敬一郎　（終身会員）

森上　敦　中部大学応用生物学部

森山龍一　名古屋大学院生命農学

森田達也　静岡大学農学部

柳田友道　（終身会員）

矢野俊博　石川県農業短期大学食品科学科

山内　亮　岐阜大学農学部

山岸政昭　静岡工業技術七ンター

山下冨美男　科研製薬（株）生産技術研究所

山下道雄　藤沢薬品工業（株）醗酵技術研究所

山田幸生　（株）豊田中央研究所

山田真彦　敷島製パン（株）研究部長

山根恒夫　名古屋大学院生命農学

山本卓夫　新口本化学工業（株）

吉田　昭　（元支部長）

米田祐康　（株）ニッポンジーン（本部評議員）

渡邊修治　静岡大学農学部（本部評議員）

支部功労者

　（昭和６３年度）

芦田　淳、石沢修一、川野義男、金兵忠雄、近

藤圭二、佐藤　泰、　沢井輝男、

清水純夫、鳥井秀一、二改末喜、　柳田友道

　(平成元年度)

飯島清治、　瓜谷郁三、　友枝幹夫、

奈良省三、八木國夫、　若林和正

　(平成２年度)

金子安之、上林　明、後藤富士雄、高野悦子

　(平成４年度)

谷田沢道彦

　(平成５年度)

赤木盛郎、安藤　裕、並木満夫、南川紀敏

　(平成６年度)

松嶋欽一、高木富蔵

　(平成７年度)

小山吉人、入江利夫、永田幸雄、村松敬一郎

　(平成８年度)

小山　宏、山下　勝

　(平成９年度)

青木博夫、井口正信、上野良光、小川美江子、熊澤

善三郎、小林　巌、山本幸男

　(平成10年度)

小野崎博通、清水祥一、高木嘉昌、並木和子

　(平成11年度)

旭　正

　(平成12年度)

赤沢　尭、嶋林幸英、清水康夫、竹尾忠一、

吉田　昭

　(平成13年度)

　石川正人、今関英雅、鵜高重三、嶋田協、

　堀津浩章、丸茂晋吾、古田弘一

　(平成14年度)

伊奈和夫、川岸舜朗、中村良、山田雄三



日本農芸化学会中部支部　平成16年度役員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成16年５月現在)

支部長・理事

　坂神洋次　　　名古屋大学院生命農学

副支部長

　水野　猛　　　名古屋大学院生命農学

　レカ．ラジャ．ジュネジャ

　　　　　　　　太陽化学（株）総合研究所

庶務幹事

　森山龍一　　　名古屋大学院生命農学

　内田浩二　　　名古屋大学院生命農学

会計幹事

　前尾健一郎　　名古屋大学院生命農学

監　事

　塚本義則　　　ミツカングループ本社（株）中研

　大澤俊彦　　　名古屋大学院生命農学

評議員（５０音順）

赤木盛郎　　（終身会員）

浅野泰久　　富山県立大学生物工学研究センター

　　　　　　　（本部評議員）

旭　正　　　（元支部長）

飯島信司　　名古屋大学工学部

池田正人　　信州大学農学部

石沢修一　　（終身会員）

石田秀治　　岐阜大学応用生物科学部

磯部　稔　　名古屋大学院生命農学（元支部長）

磯部洋祐　　（株）ホーネンコーポレーション

伊藤秀夫　　金城学院大学短期大学部

稲荷妙子　　岐阜女子大学

今井邦雄　　三重大学生物資源学部

井村直人　　味の素ゼネラルフーヅ（株）

　　　　　　　（本部評議員）

岩崎行玄　　福井県立大生物資源（連絡評議員）

岩瀬一洋　　竹本油脂（株）

鵜高重三　（元支部長）

内田浩二　　名古屋大学院生命農学

梅田幸一　　天野エンザイム（株）（本部評議員）

裏地達哉　　日研化成（株）研究開発部

瓜谷郁三　　（終身会員）

上島孝之　　福井大学工学部

大澤俊彦　　名古屋大学院生命農学

岡　正則　　東洋紡績（株）敦賀バイオ研究所

奥村克純　　三重大学生物資源学部

小鹿　一　　名古屋大学院生命農学

大西邦夫　　元竹屋（株）研究所（本部評議員）

大羽和子　　名古屋女子大学

大山莞爾　　石川県農業短期大学農業資源研究所

岡部満康　　静岡大学農学部

奥野　啓　（株）宮崎本店

小俣達男　　名古屋大学院生命農学

小原章裕　　名城大農学部（連絡評議員）

片山正人　　産業技術総合研究所中部センター

金丸義敬　　岐阜大応用生物科学部（本部評議員）

金本　仁　　加藤化学（株）技術部

川合啓一　　岐阜大学応用生物科学部

川岸舜朗　　（元支部長）

河岸洋和　　静岡大学農学部（連絡評議員）

　　　　　　　（本部評議員）

河村英雄　　フジパン（株）本社研究室

菊池　洋　　豊橋技術科学大学エコロジーエ学系

北川泰雄　　名古屋大学院生命農学

北畑寿美雄　信州大学農学部

金兵忠雄　　（終身会員）



高　行植　　辻製油(株)研究所

小嶋康広　　ファイザー製薬(株)中央研究所

後藤富士雄　(終身会員)

後藤浩文　　(財)日本食品分析センター

小西博之　　千代菊(株)

小林一清　　名古屋大学工学部

小林哲夫　　名古屋大学院生命農学

近藤圭二　(終身会員)

坂井和男　　焼津水産化学工業(株)ＮＦＩ研究所

酒井　担　　静岡県立大学大学院生活健康科学

　　　　　　　(連絡評議員)

坂井田和裕　(株)ポッカコーポレーション

　　　　　　　(本部評議員)

坂神洋次　　名古屋大学院生命農学(支部長)

粟冠和郎　　三重大学生物資源学部

佐野佳之　　名糖産業(株)食品開発部

沢井輝男　　(終身会員)

清水純夫　　(終身会員)

レカ．ラジャ．ジュネジャ

　　　　　　　太陽化学(株)総合研究所

　　　　　　　(副支部長・連絡評議員)

鈴木　徹　　岐阜大学遺伝子実験施設

関口順一　　信州大学繊維学部

千　菊夫　　信州大学農学部(連絡評議員)

大利　徹　　富山県立大学生物工学研究センター

高木博史　　福井県立大学生物資源学部

　　　　　　　(本部評議員)

高木嘉昌　　高木酒造(株)技術顧問

高見渾一裕　岐阜大学応用生物科学部

　　　　　　　(本部評議員)

田口　寛　　三重大学生物資源学部

竹内康弘　　敷島スターチ(株)技術開発部

竹内祥郎　　カネハツ食品(株)生産本部技術部

竹尾忠一　　伊藤園(株)中央研究所

田中善晶　　三重大学生物資源学部

田村廣人　　名城大学農学部

田村正紀　　旭松食品（株）

千葉善根　　愛知淑徳大学現代社会学部

塚越規弘　　放送大学愛知学習センター

　　　　　　　（元支部長）

塚本義則　　ミツカングループ本社（株）中研

土井梅幸　　サンエイ糖化（株）研究開発部

戸倉政雄　　アサヒビール（株）名古屋工場

徳山真治　　静岡大学農学部

鳥井秀一　　（終身会員）

中久喜輝夫　日本食品化工（株）研究所

中村研三　　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

中村　洵　　イチビキ（株）技術開発センター

中村　良　　（元支部長）

中山俊裕　（株）岐阜セラック製造所技術部

並木満夫　　（元支部長）

奈良省三　　（終身会員）

野口民夫　　名古屋大学院生命農学

桂　総一郎　キリンビール（株）名古屋工場

橋本博之　　信州大学農学部

早川享志　　岐阜大学応用生物科学部

原　彰　　　名城大学農学部（本部評議員）

原　征彦　　三井農林（株）食品総合研究所

久松　眞　　三重大学生物資源学部（連絡評議員）

廣田　満　　信州大学農学部（本部評議員）

廣田　陽　　静岡県立大学食品栄養科学部

　　　　　　　（本部評議員）

深田　理　　ヤマモリ（株）

古市幸生　　三重大学生物資源学部（本部評議員）

堀尾文彦　　中部大学応用生物学部

真壁秀文　　信州大学農学部

前尾健一郎　名古屋大学院生命農学

前島正義　　名古屋大学院生命農学（本部評議員）



牧　正敏　　名古屋大学院生命農学（本部評議員）

間瀬民生　　天野エンザイム（株）岐阜研究所

松岡　信　　名古屋大学

　　　　　　　生物機能開発利用研究センター

松嶋欽一　　（終身会員）

松田　幹　　名古屋大学院生命農学

丸茂晋吾　　（元支部長）

水野　猛　　名古屋大学院生命農学（副支部長）

村瀬　誠　　愛知県食品工業技術センター

村田健臣　　静岡大学農学部

村松敬一郎　（終身会員）

森　仁志　　名古屋大学院生命農学

森田達也　　静岡大学農学部

森山龍一　　名古屋大学院生命農学

柳田友道　　（終身会員）

山内　亮　　岐阜大学応用生物科学部

　　　　　　　（連絡評議員）

山岸政昭　　静岡工業技術センター

山下冨美男　科研製薬（株）生産技術研究所

山下道雄　　藤沢薬品工業（株）醗酵技術研究所

山田幸生　（株）豊田中央研究所

山田真彦　　敷島製パン（株）研究部

山根恒夫　　名古屋大学院生命農学

山本卓夫　　新日本化学工業（株）

吉田　昭　　（元支部長）

吉村　徹　　名古屋大学院生命農学

米田祐康　（株）ニッポンジーン（本部評議員）

渡邊修治　　静岡大学農学部（本部評議員）

支部功労者

（昭和６３年度）

　芦田　淳、石沢修一、川野義男、金兵忠雄、

　近藤圭二、佐藤　泰、沢井輝男、清水純夫、

　鳥井秀一、二改末喜、柳田友道

(平成元年度)

　飯島清治、瓜谷郁三、友枝幹夫、奈良省三、

　八木國夫、若林和正

(平成２年度)

　金子安之、上林　明、後藤富士雄、高野悦子

(平成４年度)

　谷田沢道彦

(平成5年度)

　赤木盛郎、安藤　裕、並木満夫、南川紀敏

(平成６年度)

　松嶋欽一、高木富蔵

(平成７年度)

　小山吉人、入江利夫、永田幸雄、村松敬一郎

(平成８年度)

　小山　宏、山下　勝

(平成９年度)

　青木博夫、井口正信、上野良光、小川美江子、

　熊澤善三郎、小林　巌、山本幸男

(平成10年度)

　小野崎博通、清水祥一、高木嘉昌、並木和子

(平成11年度)

　旭　正

(平成12年度)

　赤沢　尭、嶋林幸英、清水康夫、竹尾忠一、

　吉田　昭

(平成13年度)

　石川正人、今関英雅、鵜高重三、嶋田協、

　堀津浩章、丸茂晋吾、吉田弘一

(平成14年度)

　伊奈和夫、川岸舜朗、中村良、山田雄三

(平成15年度)

　伊藤昌男、竹内徳男



日本農芸化学会中部支部　平成１７年度役員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成17年５月現在)

支部長・理事

　北川泰雄　　　名古屋大学院生命農学

副支部長

　前島正義　　　名古屋大学院生命農学

　梅田幸一　　　天野エンザイム（株）

庶務幹事

　内田浩二　　　名古屋大学院生命農学

　饗場浩文　　　名古屋大学院生命農学

会計幹事

　河原崎泰昌　　名古屋大学院生命農学

監　事

　ジュネジャ・レカ・　ラジュ

　　　　　　　　太陽化学（株）総合研究所

　坂神洋次　　　名古屋大学院生命農学

評議員（５０音順）

饗場浩文　　名古屋大学院生命農学

赤木盛郎　　（終身会員）

浅野泰久　　富山県立大学生物工学研究センター

　　　　　　　（本部評議員）

旭　正　　　（元支部長）

飯島信司　　名古屋大学大学院工学研究科

池田正人　　信州大学農学部（本部評議員）

石沢修一　　（終身会員）

石田秀治　　岐阜大学応用生物科学部

磯部　稔　　名古屋大学院生命農学（元支部長）

磯部洋祐　　（株）ホーネンコーポレーション

市原茂幸　　名城大農学部（本部評議員）

伊藤秀夫　　金城学院大学短期大学部

稲荷妙子　　岐阜女子大学

今井邦雄　　三重大学生物資源学部（連絡評議員）

岩崎行玄　　福井県立大生物資源学部

岩瀬一洋　　竹本油脂(株)

鵜高重三　(元支部長)

内田浩二　　名古屋大学院生命農学

梅田幸一　　天野エンザイム(株)

　　　　　　　(副支部長・本部評議員)

裏地達哉　　日研化成(株)研究開発部

瓜谷郁三　(終身会員)

上島孝之　　福井大学工学部

榎本俊樹　　石川県立大学

大澤俊彦　　名古屋大学院生命農学

岡　正則　　東洋紡績(株)敦賀バイオ研究所

奥村克純　　三重大学生物資源学部

小鹿　一　　名古屋大学院生命農学

大西邦夫　　元竹屋(株)研究所(本部評議員)

大羽和子　　名古屋女子大学

奥野　啓　(株)宮崎本店

小俣達男　　名古屋大学院生命農学

小原章裕　　名城大農学部

片山正人　　産業技術総合研究所中部センター

桂　総一郎　キリンビール(株)名古屋工場

金子正行　　味の素ゼネラルフーヅ(株)

金本　仁　　加藤化学(株)技術部

河合啓一　　岐阜大学応用生物科学部

　　　　　　　(本部評議員)

川岸舜朗　　(元支部長)

河岸洋和　　静岡大学農学部(本部評議員)

河村英雄　　フジパン(株)本社研究室

河原崎泰昌　名古屋大学院生命農学

菊池　洋　　豊橋技術科学大学エコロジーエ学系

北川泰雄　　名古屋大学院生命農学(支部長)



金兵忠雄　(終身会員)

高　行植　　辻製油(株)研究所

小嶋康広　　ファイザー製薬(株)中央研究所

後藤浩文　(財)日本食品分析センター

小西博之　　千代菊(株)

本多裕之　　名古屋大学大学院工学研究科

小林哲夫　　名古屋大学院生命農学

坂井田和裕　(株)ポッカコーポレーション

　　　　　　　(本部評議員)

坂神洋次　　名古屋大学院生命農学

粟冠和郎　　三重大学生物資源学部

佐野佳之　　名糖産業(株)食品開発部

沢井輝男　　(終身会員)

清水純夫　(終身会員)

レカ．ラジャ．ジュネジャ

　　　　　　　太陽化学(株)総合研究所

朱　政治　　太陽化学(株)総合研究所

　　　　　　　(本部評議員)

杉山公男　　静岡大学農学部

関口順一　　信州大学繊維学部

千　菊夫　　信州大学農学部(連絡評議員)

大利　徹　　富山県立大学工学部(連絡評議員)

高木博史　　福井県立大学生物資源学部

　　　　　　　(本部評議員)

高木嘉昌　　高木酒造(株)技術顧問

高見渾一裕　岐阜大学応用生物科学部

　　　　　　　(本部評議員)

田口　寛　　三重大学生物資源学部

竹内康弘　　敷島スターチ(株)技術開発部

竹内祥郎　　カネハツ食品(株)生産本部技術部

竹尾忠一　　伊藤園(株)中央研究所

田中晶善　　三重大学生物資源学部

田村廣人　　名城大学農学部(連絡評議員)

田原康孝　　静岡大学農学部

千葉善根　　愛知淑徳大学現代社会学部

塚越規弘　　放送大学愛知学習センター

　　　　　　　(元支部長)

塚本義則　　ミツカングループ本社(株)中研

土井梅幸　　サンエイ糖化(株)研究開発部

戸倉政雄　　アサヒビール(株)名古屋工場

轟　泰司　　静岡大学農学部

鳥井秀一　　(終身会員)

長岡　利　　岐阜大学応用生物科学部

中久喜輝夫　日本食品化工(株)研究所

中村研三　　名古屋大学院生命農学(本部評議員)

中村　洵　　イチビキ(株)技術開発センター

中村宗一郎　信州大学農学部

中村征夫　　岐阜大学応用生物科学部

　　　　　　　(本部評議員)

中村　良　　(元支部長)

中山　勉　　静岡県立大学食品栄養科学部

　　　　　　　(本部評議員)

中山俊裕　(株)岐阜セラック製造所技術部

並木満夫　(元支部長)

奈良省三　　(終身会員)

野口民夫　　名古屋大学院生命農学

橋本博之　　信州大学農学部

朴龍洙　　　静岡大学農学部(連絡評議員)

早川享志　　岐阜大学応用生物科学部

原　征彦　　三井農林(株)食品総合研究所

久松　眞　　三重大学生物資源学部(本部評議員)

廣田　満　　信州大学農学部(本部評議員)

深田　理　　ヤマモリ(株)

古市幸生　　三重大学生物資源学部

真壁秀文　　信州大学農学部

前島正義　　名古屋大学院生命農学(本部評議員)

牧　正敏　　名古屋大学院生命農学(本部評議員)

又平芳春　　焼津水産化学工業(株)

松岡　信　　名古屋大学

　　　　　　　生物機能開発利用研究センター



松嶋欽一　　(終身会員)

松田　幹　　名古屋大学院生命農学

丸茂晋吾　　(元支部長)

水野　猛　　名古屋大学院生命農学

村沢久司　　旭松食品(株)

村瀬　誠　　愛知県食品工業技術センター

村田健臣　　静岡大学農学部

村松敬一郎　(終身会員)

森　仁志　　名古屋大学院生命農学

森山龍一　　中部大学応用生物学部

柳田友道　　(終身会員)

山内　亮　　岐阜大学応用生物科学部

　　　　　　　(連絡評議員)

山岸政昭　　静岡工業技術センター

山下冨美男　科研製薬(株)生産技術研究所

山下道雄　　藤沢薬品工業(株)醗酵技術研究所

山田幸生　(株)豊田中央研究所

山田真彦　　敷島製パン(株)研究部

山本卓夫　　新日本化学工業(株)

吉田　昭　　(元支部長)

吉村　徹　　名古屋大学院生命農学

米田祐康　(株)ニッポンジーン(本部評議員)

渡辺達夫　　静岡県立大学食品栄養科学部

　　　　　　　(連絡評議員)

支都功労者

(昭和６３年度)

芦田　淳、石沢修一、川野義男、金兵忠雄、近藤圭

二、佐藤　泰、沢井輝男、清水純夫、鳥井秀一、二

改末喜、柳田友道

(平成元年度)

飯島清治、瓜谷郁三、友枝幹夫、奈良省三、八木國

夫、若林和正

(平成２年度)

金子安之、上林　明、後藤富士雄、高野悦子

(平成４年度)

谷田沢道彦

(平成５年度)

赤木盛郎、安藤　裕、並木満夫、南川紀敏

(平成６年度)

松嶋欽一、高木富蔵

(平成７年度)

小山吉人、入江利夫、永田幸雄、村松敬一郎

(平成８年度)

小山　宏、山下　勝

(平成９年度)

青木博夫、井口正信、上野良光、小川美江子、熊澤

善三郎、小林　巌、山本幸男

(平成10年度)

小野崎博通、清水祥一、高木嘉昌、並木和子

(平成11年度)

旭　正

(平成12年度)

赤沢　尭、嶋林幸英、清水康夫、竹尾忠一、吉田　昭

(平成13年度)

石川正人、今関英雅、鵜高重三、嶋田協、堀津浩章、

丸茂晋吾、吉田弘一

(平成14年度)

伊奈和夫、川岸舜朗、中村良、山田雄三

(平成15年度)

伊藤昌男、竹内徳男

(平成16年度)

該当なし

(平成17年度)



日本農芸化学会中部支部　平成18年度役員名簿

　　　　　　　　（平成18年6月現在）

支部長・理事

　北川泰雄　　　名古屋大学院生命農学

副支部長

　前島正義　　　名古屋大学院生命農学

　梅田幸一　　　天野エンザイム（株）

庶務幹事

　饗場浩文　　　名古屋大学院生命農学

　小田裕昭　　　名古屋大学院生命農学

会計幹事

　柴田秀樹　　　名古屋大学院生命農学

監　事

　ジュネジャ・レカ・　ラジュ

　　　　　　　　太陽化学（株）総合研究所

　坂神洋次　　　名古屋大学院生命農学

評議員（５０音順）

饗場浩文　　名古屋大学院生命農学

天野敏克　　伊藤忠製糖（株）

飯島信司　　名古屋大学大学院工学研究科

池田正人　　信州大学農学部（本部評議員）

石田秀治　　岐阜大学応用生物科学部

磯部　稔　　名古屋大学院生命農学

磯部洋祐　　（株）J－オイルミルズ

市原茂幸　　名城大農学部（本部評議員）

伊藤伸哉　　富山県立大学工学部（本部評議員）

伊藤秀夫　　金城学院大学

稲垣泰介　　ファイザー製薬（株）中央研究所

今井邦雄　　三重大学生物資源学部（連絡評議員）

岩崎行玄　　福井県立大生物資源学部

岩瀬一洋　　竹本油脂（株）

碓氷泰市　　静岡大学農学部

梅川逸人　　三重大学生物資源学部

梅田幸一　　天野エンザイム(株)(副支部長)

裏地達哉　　日研化成(株)研究開発部

榎本俊樹　　石川県立大学

大澤俊彦　　名古屋大学院生命農学

大島芳文　　ミツカングループ本社(本部評議員)

岡　正則　　東洋紡績(株)敦賀バイオ研究所

奥村克純　　三重大学生物資源学部

小鹿　一　　名古屋大学院生命農学(本部評議員)

奥野　啓　　(株)宮崎本店

小田裕昭　　名古屋大学院生命農学

小俣達男　　名古屋大学院生命農学

小原章裕　　名城大農学部

加賀孝之　　ミツカングループ本社(株)中研

片山正人　　産業技術総合研究所中部センター

金本　仁　　加藤化学(株)技術部

河合啓一　　岐阜大学応用生物科学部

　　　　　　　(本部評議員)

河村英雄　　フジパン(株)本社研究室

菊池　洋　　豊橋技術科学大学エコロジーエ学系

北川泰雄　　名古屋大学院生命農学(支部長)

本多裕之　　名古屋大学大学院工学研究科

小林哲夫　　名古屋大学院生命農学

坂井田和裕　(株)ポッカコーポレーション

坂神洋次　　名古屋大学院生命農学(本部評議員)

粟冠和郎　　三重大学生物資源学部

佐野佳之　　名糖産業(株)食品開発部

柴田秀樹　　名古屋大学院生命農学

レカ．ラジャ．ジュネジャ

　　　　　　　太陽化学(株)総合研究所

朱　政治　　太陽化学(株)総合研究所

　　　　　　　(本部評議員)

白井孝子　　敷島製パン(株)研究部



杉山公男　　静岡大学農学部

鈴木隆元　　石川県立大学

鈴木文昭　　岐阜大学応用生物科学部

関川|頁一　　信州大学繊維学部

千　菊夫　　信州大学農学部(連絡評議員)

大利　徹　　富山県立大学工学部(連絡評議員)

田口　寛　　三重大学生物資源学部

竹尾忠一　　伊藤園(株)中央研究所

田中晶善　　三重大学生物資源学部

田村廣人　　名城大学農学部(連絡評議員)

田原康孝　　静岡大学農学部

千葉善根　　愛知淑徳大学現代社会学部

土井梅幸　　サンエイ糖化(株)研究開発部

戸倉政雄　　アサヒビール(株)名古屋工場

轟　泰司　　静岡大学農学部

長岡　利　　岐阜大学応用生物科学部

中久喜輝夫　日本食品化工(株)研究所

中島　肇　　キリンビール(株)名古屋工場

中村研三　　名古屋大学院生命農学

中村　洵　　イチビキ(株)技術開発センター

中村宗一郎　信州大学農学部

中村征夫　　岐阜大学応用生物科学部

　　　　　　　(本部評議員)

中山　勉　　静岡県立大学食品栄養科学部

　　　　　　　(本部評議員)

中山俊裕　　(株)岐阜セラック製造所技術部

永井　雅　　金印(株)研究開発部名古屋研究所

根岸晴夫　　中部大学応用生物学部

橋本博之　　信州大学農学部

朴龍洙　　　静岡大学創造科学技術大学院

　　　　　　　(連絡評議員・本部評議員)

早川享志　　岐阜大学応用生物科学部

　　　　　　　(連絡評議員)

原　正和　　静岡大学農学部

原　征彦　　三井農林(株)食品総合研究所

日野資弘　　アステラス製薬(株)

深谷伊和男　愛知県食品工業技術センター

久松　眞　　三重大学生物資源学部(本部評議員)

廣田　満　　信州大学農学部(本部評議員)

深田　理　　ヤマモリ(株)

真壁秀文　　信州大学農学部

前島正義　　名古屋大学院生命農学

牧　正敏　　名古屋大学院生命農学

又平芳春　　焼津水産化学工業(株)

松岡　信　　名古屋大学

　　　　　　　生物機能開発利用研究センター

松田　幹　　名古屋大学院生命農学

水野　猛　　名古屋大学院生命農学

三好健三　　新日本化学工業(株)

村沢久司　　旭松食品(株)

村田健臣　　静岡大学農学部

森　仁志　　名古屋大学院生命農学

森山龍一　　中部大学応用生物学部

山内　亮　　岐阜大学応用生物科学部

　　　　　　　(本部評議員)

山岸政昭　　静岡県沼津工業技術センター

山口庄太郎　天野エンザイム(本部評議員)

山田康弘　　カネハツ食品(株)生産本部技術部

山田幸生　(株)豊田中央研究所

吉田彦光　　敷島スターチ(株)技術開発部

吉村　徹　　名古屋大学院生命農学(本部評議員)

米田祐康　　(株)ニッポンジーン(本部評議員)

渡辺達夫　　静岡県立大学食品栄養科学部

　　　　　　　(連絡評議員)

和田　正　　フジ日本精糖(株)



1 

日本農芸化学会中部支部 平成１９年度役員等名簿 

 (平成１9年6月23日現在 敬称略) 

 

支部長・理事 

 前島正義 名古屋大学大学院生命農学 

副支部長 

 小林哲夫 名古屋大学大学院生命農学 

坂井田和裕 ポッカコーポレーション(株) 

庶務幹事 

 小田裕昭 名古屋大学大学院生命農学 

 西川俊夫 名古屋大学大学院生命農学 

会計幹事 

 新美友章 名古屋大学大学院生命農学 

監 事 

 梅田幸一 天野エンザイム(株) 

 坂神洋次 名古屋大学大学院生命農学 

 

 

評議員 (５０音順) 

飯島信司 名古屋大学大学院工学 

池田篤治 福井県立大学（本部評議員） 

池田正人 信州大学農学部 (連絡評議員) 

石田秀治 岐阜大学応用生物科学部 

磯部 稔 名古屋大学大学院生命農学 

市原茂幸 名城大学農学部 (本部評議員) 

伊藤秀夫 金城学院大学短期大学部 

今井邦雄 三重大学大学院生物資源  

岩瀬一洋 竹本油脂(株) 

碓氷泰市 静岡大学創造科学技術大学院 

梅川逸人 三重大学大学院生物資源 

梅田幸一 天野エンザイム(株)  

裏地達哉 日研化成(株) 研究開発部 

衛藤英男 静岡大学創造科学技術大学院 

榎本俊樹 石川県立大学（連絡評議員） 

大澤俊彦 名古屋大学大学院生命農学 

 (授賞選考委員会) 

岡 正則 東洋紡績(株) 敦賀バイオ研究所 

奥村克純 三重大学理事 

小鹿 一 名古屋大学大学院生命農学 

 (本部理事) 

大西邦夫 元竹屋(株) 研究所  

奥野 啓 (株)宮崎本店 

小田裕昭 名古屋大学大学院生命農学 

小俣達男 名古屋大学大学院生命農学 

小原章裕 名城大学農学部  

 (JABEE 対応委員会) 

加賀孝之     （株）ミツカングループ本社 

       (本部評議員) 

片山正人 産業技術総合研究所中部センター 

加藤丈雄 愛知県食品工業技術センター 

金本 仁 加藤化学(株) 技術部 

河岸洋和 静岡大学創造科学技術大学院 

菊池 洋 豊橋技術科学大学 

小林哲夫 名古屋大学大学院生命農学 

 (広報委員会) 

酒井 坦 静岡県立大学食品栄養科学部 

坂井田和裕 (株)ポッカコーポレーション 

       (本部評議員、連絡評議員) 

坂神洋次 名古屋大学大学院生命農学 

       (本部評議員, 役員選考委員会) 

榊 利之 富山県立大学（本部評議員） 

粟冠和郎 三重大学大学院生物資源 

       (連絡評議員) 

佐野佳之 名糖産業(株)食品開発部 

佐藤俊郎 (株) J-オイルミルズ 
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レカ. ラジャ. ジュネジャ 

 太陽化学(株) 総合研究所 

朱 政治 太陽化学(株) 総合研究所 

 (本部評議員) 

白井孝子 敷島製パン(株) 研究部 

鈴木隆元 石川県立大学 

鈴木文昭 岐阜大学応用生物科学部 

関口順一 信州大学繊維学部 

千 菊夫 信州大学農学部 (本部評議員) 

高見澤一裕 岐阜大学応用生物科学部 

 (本部評議員) 

田口 寛 三重大学大学院生物資源 

        (本部評議員) 

竹内康弘 敷島スターチ(株)技術開発部 

竹内祥郎 カネハツ食品(株)生産本部技術部 

竹尾忠一 伊藤園(株) 中央研究所 

田中晶善 三重大学大学院生物資源 

田村廣人 名城大学農学部 (連絡評議員) 

千葉善根 愛知淑徳大学現代社会学部 

土井梅幸 サンエイ糖化(株) 研究開発部 

徳山真治 静岡大学農学部（連絡評議員） 

戸倉政雄 アサヒビール(株) 名古屋工場 

長岡 利 岐阜大学応用生物科学部 

中久喜輝夫 日本食品化工(株) 研究所 

中嶋 肇 キリンビール(株)名古屋工場 

中野秀雄 名古屋大学院生命農学 

中村研三 名古屋大学院生命農学 

中村 洵 イチビキ(株) 技術開発センター 

中村宗一郎 信州大学農学部 

中村征夫 岐阜大学応用生物科学部 

中山俊裕 (株)岐阜セラック製造所技術部 

新美友章 名古屋大学院生命農学 

西川俊夫 名古屋大学院生命農学 

二又克之 科研製薬(株) 生産技術研究所 

根岸晴夫 中部大学応用生物学部 

朴 龍洙     静岡大学創造科学技術大学院 

       (本部評議員, 役員選考委員会) 

服部束穂 名古屋大学 

 生物機能開発利用研究センター 

早川享志 岐阜大学応用生物科学部 

       (連絡評議員) 

原  正和     静岡大学創造科学技術大学院 

原 征彦 三井農林(株)食品総合研究所 

久松 眞 三重大大学院生物資源 

日野資弘 アステラス製薬(株) 生物工学研 

廣田 満 信州大学農学部 (本部評議員) 

深田 理 ヤマモリ(株) 

藤田智之 信州大学農学部 

本多裕之 名古屋大学大学院工学 

真壁秀文 信州大学農学部 

前島正義 名古屋大学大学院生命農学 

牧 正敏 名古屋大学大学院生命農学 

 (学術活動強化委員会) 

又平芳春 焼津水産化学工業(株) 

松岡 信 名古屋大学 

 生物機能開発利用研究センター 

松田 幹 名古屋大学大学院生命農学 

 (産学官学術交流委員会) 

三島 敏 アピ(株) 

水野 猛 名古屋大学大学院生命農学 

 (授賞選考委員会) 

村沢久司 旭松食品(株) 

森 仁志 名古屋大学院生命農学 

森田達哉 静岡大学創造科学技術大学院 

森山龍一 中部大学応用生物学部 

山内 亮 岐阜大学応用生物科学部 

       (本部評議員) 

山岸政昭 静岡県沼津工業技術センター 
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山口庄太郎 天野エンザイム (本部評議員)  

山田幸生 (株)豊田中央研究所 

山本卓夫 新日本化学工業(株) 

吉村 徹 名古屋大学院生命農学  

             (本部評議員) 

米田祐康 (株)ニッポンジーン 

和田 正 フジ日本精糖（株） 

渡辺達夫 静岡県立大学食品栄養科学部 

 (連絡評議員) 

 

支部功労者 

(昭和６３年度) 

芦田 淳、石沢修一、川野義男、金兵忠雄、近藤

圭二、佐藤 泰、沢井輝男、清水純夫、鳥井秀一、

ニ改末喜、柳田友道 

(平成元年度) 

飯島清治、瓜谷郁三、友枝幹夫、奈良省三、八木

國夫、若林和正 

(平成２年度) 

金子安之、上林 明、後藤富士雄、高野悦子 

(平成４年度) 

谷田沢道彦 

(平成５年度) 

赤木盛郎、安藤 裕、並木満夫、南川紀敏 

(平成６年度) 

松嶋欽一、高木富蔵 

(平成７年度) 

小山吉人、入江利夫、永田幸雄、村松敬一郎 

(平成８年度) 

小山 宏、山下 勝 

(平成９年度) 

青木博夫、井口正信、上野良光、小川美江子、熊

澤善三郎、小林 巌、山本幸男 

(平成 10 年度) 

小野崎博通、清水祥一、高木嘉昌、並木和子 

(平成 11 年度) 

旭 正 

(平成 12 年度) 

赤沢 堯、嶋林幸英、清水康夫、竹尾忠一、吉田 

昭 

(平成 13 年度) 

石川正人、今関英雅、鵜高重三、嶋田協、堀津浩

章、丸茂晋吾、吉田弘一 

(平成 14 年度) 

伊奈和夫、川岸舜朗、中村良、山田雄三 

(平成 15 年度) 

伊藤昌雄、竹内徳男 

(平成 17 年度) 

苅谷泰弘 

(平成 18 年度) 

竹内 久直、山田 哲也、柴田 久夫、建石 耕一 
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日本農芸化学会中部支部 平成２０年度役員等名簿 

 (平成２０年６月２０日現在 敬称略) 

 

支部長・理事 

 前島正義 名古屋大学大学院生命農学 

副支部長 

 小林哲夫 名古屋大学大学院生命農学 

三島 敏 アピ(株) 

庶務幹事 

 西川俊夫 名古屋大学大学院生命農学 

 浅川 晋 名古屋大学大学院生命農学 

会計幹事 

 金丸京子 名古屋大学大学院生命農学 

監 事 

 梅田幸一 天野エンザイム(株) 

 坂神洋次 名古屋大学大学院生命農学 

 

評議員 (５０音順) 

飯島信司 名古屋大学大学院工学 

池田篤治 福井県立大学（本部評議員） 

池田正人 信州大学農学部 (連絡評議員) 

石田秀治 岐阜大学応用生物科学部 

磯部 稔 名古屋大学高等研究院（本部監事） 

市原茂幸 名城大学農学部 (本部評議員) 

伊藤秀夫 金城学院大学短期大学部 

今井邦雄 三重大学大学院生物資源  

岩瀬一洋 竹本油脂(株) 

梅川逸人 三重大学大学院生物資源 

梅田幸一 天野エンザイム(株)  

裏地達哉 日研化成(株) 研究開発部 

衛藤英男 静岡大学創造科学技術大学院 

榎本俊樹 石川県立大学（連絡評議員） 

大澤俊彦 名古屋大学大学院生命農学 

 (授賞選考委員会) 

奥村克純 三重大学理事 

小鹿 一 名古屋大学大学院生命農学 

 (本部理事) 

大西邦夫 元竹屋(株) 研究所  

奥野 啓 (株)宮崎本店 

小俣達男 名古屋大学大学院生命農学 

小原章裕 名城大学農学部  

 (JABEE 対応委員会) 

加賀孝之 （株）ミツカングループ本社 

  (本部評議員) 

片桐孝夫 (株)ポッカコーポレーション 

  (本部評議員) 

片山正人 産業技術総合研究所中部センター 

金本 仁 加藤化学(株) 技術部 

河岸洋和 静岡大学創造科学技術大学院 

川上清文 東洋紡績(株) 敦賀バイオ研究所 

菊池 洋 豊橋技術科学大学 

熊澤茂則 静岡県立大学食品栄養科学部 

 （連絡評議員） 

小林哲夫 名古屋大学大学院生命農学 

 (本部評議員、広報委員会) 

酒井 坦 静岡県立大学食品栄養科学部 

坂神洋次 名古屋大学大学院生命農学 

  (本部評議員, 役員選考委員会) 

榊 利之 富山県立大学（本部評議員） 

粟冠和郎 三重大学大学院生物資源 

  (連絡評議員) 

佐野佳之 名糖産業(株)食品開発部 

佐藤俊郎 (株) J-オイルミルズ 

レカ. ラジャ. ジュネジャ 

 太陽化学(株) 総合研究所 
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朱 政治 太陽化学(株) 総合研究所 

 (本部評議員) 

白井孝子 敷島製パン(株) 研究部 

杉山雅彦 フジパン(株) 本社生産部 

鈴木隆元 石川県立大学 

鈴木文昭 岐阜大学応用生物科学部 

 （本部評議委員） 

関口順一 信州大学繊維学部 

千 菊夫 信州大学農学部 (本部評議員) 

高見澤一裕 岐阜大学応用生物科学部 

 (本部評議員) 

田口 寛 三重大学大学院生物資源 

        (本部評議員) 

竹内俊彦 キリンビール(株)名古屋工場 

竹内祥郎 カネハツ食品(株)生産本部技術部 

竹尾忠一 伊藤園(株) 中央研究所 

田中晶善 三重大学大学院生物資源 

玉置真司 敷島スターチ(株)技術開発グルー

プ 

田村廣人 名城大学農学部（連絡評議員） 

千葉善根 愛知淑徳大学現代社会学部 

土井梅幸 サンエイ糖化(株) 研究開発部 

徳山真治 静岡大学農学部（連絡評議員） 

戸倉政雄 アサヒビール(株) 名古屋工場 

長岡 利 岐阜大学応用生物科学部 

 （連絡評議員） 

中川 寅 岐阜大学応用生物科学部 

中野秀雄 名古屋大学院生命農学 

 （本部評議員） 

中村研三 名古屋大学院生命農学 

中谷善博 イチビキ(株) 技術開発センター 

中村宗一郎 信州大学農学部 

中山俊裕 (株)岐阜セラック製造所技術部 

南条文雄 三井農林(株)食品総合研究所 

西川俊夫 名古屋大学大学院生命農学 

根岸晴夫 中部大学応用生物学部 

朴 龍洙     静岡大学創造科学技術大学院 

       (役員選考委員会) 

服部束穂 名古屋大学 

 生物機能開発利用研究センター 

早川享志 岐阜大学応用生物科学部 

原  正和     静岡大学創造科学技術大学院 

久松 眞 三重大大学院生物資源 

廣田 満 信州大学農学部 (本部評議員) 

深田 理 ヤマモリ(株) 

藤田智之 信州大学農学部 

本多裕之 名古屋大学大学院工学 

真壁秀文 信州大学農学部 

前島正義 名古屋大学大学院生命農学 

 （本部理事） 

牧 正敏 名古屋大学大学院生命農学 

 (学術活動強化委員会) 

又平芳春 焼津水産化学工業(株) 

松岡 信 名古屋大学 

 生物機能開発利用研究センター 

松田 幹 名古屋大学大学院生命農学 

 (本部評議員、産学官学術交流委員

会) 

三島 敏 アピ(株)（本部評議員） 

水野 猛 名古屋大学大学院生命農学 

 (授賞選考委員会) 

村沢久司 旭松食品(株) 

森 仁志 名古屋大学院生命農学 

森上 敦 名城大学農学部（連絡評議員） 

森田達哉 静岡大学創造科学技術大学院 

森山龍一 中部大学応用生物学部 

山内 亮 岐阜大学応用生物科学部 

山岸政昭 静岡県沼津工業技術センター 

山口庄太郎 天野エンザイム (本部評議員)  

山下冨美男 科研製薬(株) 生産技術研究所 
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山下道雄 アステラス製薬(株) CSR 部 

山田幸生 (株)豊田中央研究所 

山本幹男 日本食品化工(株) 研究所 

山本卓夫 新日本化学工業(株) 

吉村 徹 名古屋大学院生命農学  

米田祐康 (株)ニッポンジーン 

 

 

支部功労者 

 (昭和６３年度) 

芦田 淳、石沢修一、川野義男、金兵忠雄、近藤

圭二、佐藤 泰、沢井輝男、清水純夫、鳥井秀一、

ニ改末喜、柳田友道 

(平成元年度) 

飯島清治、瓜谷郁三、友枝幹夫、奈良省三、八木

國夫、若林和正 

(平成２年度) 

金子安之、上林 明、後藤富士雄、高野悦子 

(平成４年度) 

谷田沢道彦 

(平成５年度) 

赤木盛郎、安藤 裕、並木満夫、南川紀敏 

(平成６年度) 

松嶋欽一、高木富蔵 

(平成７年度) 

小山吉人、入江利夫、永田幸雄、村松敬一郎 

(平成８年度) 

小山 宏、山下 勝 

(平成９年度) 

青木博夫、井口正信、上野良光、小川美江子、 

熊澤善三郎、小林 巌、山本幸男 

(平成 10 年度) 

小野崎博通、清水祥一、高木嘉昌、並木和子 

(平成 11 年度) 

旭 正 

(平成 12 年度) 

赤沢 堯、嶋林幸英、清水康夫、竹尾忠一、 

吉田 昭 

(平成 13 年度) 

石川正人、今関英雅、鵜高重三、嶋田協、堀津浩

章、丸茂晋吾、吉田弘一 

(平成 14 年度) 

伊奈和夫、川岸舜朗、中村良、山田雄三 

(平成 15 年度) 

伊藤昌雄、竹内徳男 

(平成 17 年度) 

苅谷泰弘 

(平成 18 年度) 

竹内 久直、山田 哲也、柴田 久夫、建石 耕一 

 

 

中部支部顧問： 

旭 正 (元支部長) 

石沢修一 (終身会員) 

鵜高重三 (元支部長) 

瓜谷郁三 (終身会員) 

大羽和子 中部大学（前名古屋女子大学学長） 

川岸舜朗 (元支部長) 

塚越規弘 放送大学愛知学習センター 

 (元支部長) 

鳥井秀一 (終身会員) 

中村 良 (元支部長) 

並木満夫 (元支部長) 

奈良省三 (終身会員) 

丸茂晋吾 (元支部長) 

村松敬一郎 (終身会員) 

柳田友道 (終身会員) 

吉田 昭 (元支部長) 
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日本農芸化学会中部支部 平成２１年度役員名簿 

 (平成２１年７月１３日現在 敬称略) 

 

 

 

支部長・理事 

 小林哲夫 名古屋大学大学院生命農学 

副支部長 

 牧 正敏 名古屋大学大学院生命農学 

山口庄太郎 天野エンザイム(株) 

庶務幹事 

 浅川 晋 名古屋大学大学院生命農学 

 松林嘉克 名古屋大学大学院生命農学 

会計幹事 

 柴田貴広 名古屋大学大学院生命農学 

監 事 

 山上圭吾 (株)ミツカングループ本社 

 前島正義 名古屋大学大学院生命農学 

 

評議員 (５０音順) 

赤池嘉彦 （株）サンビシ 素材開発課 

浅野泰久 富山県立大学生物工学研究センター 

 (本部評議員、役員選考委員会) 

飯島信司 名古屋大学大学院工学 

池田正人 信州大学農学部 (連絡評議員) 

石田秀治 岐阜大学応用生物科学部 

磯部洋祐 （株）J-オイルミルズ 

今井邦雄 三重大学大学院生物資源 

 (本部評議員)  

岩崎行玄 福井県立大学生物資源学部 

  (本部評議員) 

氏田 稔 名城大学農学部 

碓氷泰市 静岡大学農学部 

 (本部評議員)  

梅川逸人 三重大学大学院生物資源 

梅田幸一 天野エンザイム(株)  

裏地達哉 物産フードサイエンス（株） 

榎本俊樹 石川県立大学生物資源環境学部 

遠藤克秋 竹本油脂（株） 

大澤俊彦 名古屋大学大学院生命農学 

大塚正盛 サンエイ糖化(株) 研究開発部 

奥村克純 三重大学大学院生物資源 

小倉光雄 東海大学海洋研究所 

小鹿 一 名古屋大学大学院生命農学 

 (本部理事) 

大西邦夫 元竹屋(株) 研究所  

岡戸信夫 新日本化学工業(株) 

奥野信二 (株)宮崎本店 

尾仲宏康 富山県立大学工学部 

片桐孝夫 （株）ポッカコーポレーション 

片山新太 名古屋大学エコトピア科学研究所 

片山正人 産業技術総合研究所中部センター 

加藤康夫 富山県立大学工学部 

加藤丈雄 愛知県産業技術研究所 

 食品工業技術センター 

金本 仁 加藤化学(株) 技術部 

川口光朗 焼津水産化学工業(株) 

川上文清 東洋紡績（株）敦賀バイオ研究所 

菊池 洋 豊橋技術科学大学 

北島 健 名古屋大学大学院生命農学 

木元 久 福井県立大学生物資源学部 

熊澤茂則 静岡県立大学食品栄養科学部 

 （連絡評議員） 
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倉根隆一郎 中部大学応用生物学部 

黒川洋一 福井県立大学生物資源学部 

 （連絡評議員） 

酒井 坦 静岡県立大学食品栄養科学部 

坂神洋次 名古屋大学大学院生命農学 

  (本部評議員, 授賞選考委員会、 

  役員選考委員会) 

粟冠和郎 三重大学大学院生物資源 

 （英文誌編集委員会） 

佐野元昭 金沢工業大学ゲノム生物工学研究所 

佐野佳之 名糖産業(株)食品開発部 

下位香代子 静岡県立大学環境科学研究所 

下村吉治 名古屋大学大学院生命農学 

 （英文誌編集委員会） 

レカ. ラジュ. ジュネジャ 

 太陽化学(株) 総合研究所 

朱 政治 太陽化学(株) 総合研究所 

 (連絡評議員、本部評議員) 

杉山公男 静岡大学農学部 

杉山雅彦 フジパン(株) 本社生産部 

鈴木隆元 石川県立大学生物資源環境学部 

鈴木文昭 岐阜大学応用生物科学部 

 （本部評議員） 

関口順一 信州大学大学院総合工学系 

千 菊夫 信州大学農学部 

竹内俊彦 キリンビール（株）名古屋工場 

竹尾忠一 伊藤園(株) 中央研究所 

田中晶善 三重大学大学院生物資源 

田原康孝 静岡大学農学部 

玉置真司 敷島スターチ(株)技術開発部 

田村廣人 名城大学農学部 

轟 泰司 静岡大学農学部（連絡評議員） 

戸倉政雄 アサヒビール(株) 名古屋工場 

長岡 利 岐阜大学応用生物科学部（連絡評議員、 

 本部評議員、英文誌編集委員会） 

中川 寅 岐阜大学応用生物科学部 

中野秀雄 名古屋大学大学院生命農学 

 （本部評議員） 

中村 洵 イチビキ(株) 技術開発センター 

中村宗一郎 信州大学農学部 

中山俊裕 (株)岐阜セラック製造所技術部 

南条文雄 三井農林(株)食品総合研究所 

 (本部評議員) 

西川俊夫 名古屋大学大学院生命農学 

根岸晴夫 中部大学応用生物学部 

芳賀聖一    名城大学農学部 

橋本正治 富山県立大学工学部 

早川享志 岐阜大学応用生物科学部 

       (本部評議員) 

原  脩     名城大学薬学部 

久松 眞 三重大大学院生物資源 

日野資弘 アステラス製薬(株) 生物工学研究所 

平井浩文 静岡大学農学部 

廣田 満 信州大学農学部 (本部評議員) 

深田 理 ヤマモリ(株) 

藤田智之 信州大学大学院農学 

二又克之 科研製薬(株) 生産技術研究所 

星野一宏 富山大学大学院理工学研究部 

堀尾文彦 名古屋大学大学院生命農学 

 （英文誌編集委員会） 

本多裕之 名古屋大学大学院工学 

前島正義 名古屋大学大学院生命農学 

 (本部評議員) 

真壁秀文 信州大学大学院農学 

間瀬民生 椙山女学園大学生活科学部 

松田 幹 名古屋大学大学院生命農学 

 (本部評議員、産学官学術交流委員会) 

三島 敏 アピ(株)（本部評議員） 

水野 猛 名古屋大学大学院生命農学 

村澤久司 旭松食品(株) 
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森上 敦 名城大学農学部（連絡評議員） 

森山龍一 中部大学応用生物学部 

山内 亮 岐阜大学応用生物科学部 

山上圭吾 （株）ミツカングループ本社 

山田康弘 カネハツ食品（株）技術部 

山本幹男 日本食品化工(株) 研究所 

吉村 徹 名古屋大学大学院生命農学（広報委員会） 

米田祐康 (株)ニッポンジーン 

渡辺達夫 静岡県立大学食品栄養科学部 

 （英文誌編集委員会） 

渡邉修治 静岡大学創造科学技術大学院 

 

 

 

支部功労者 

 

(昭和６３年度) 

芦田 淳、石沢修一、川野義男、金兵忠雄、近藤

圭二、佐藤 泰、沢井輝男、清水純夫、鳥井秀一、

ニ改末喜、柳田友道 

(平成元年度) 

飯島清治、瓜谷郁三、友枝幹夫、奈良省三、八木

國夫、若林和正 

(平成２年度) 

金子安之、上林 明、後藤富士雄、高野悦子 

(平成４年度) 

谷田沢道彦 

(平成５年度) 

赤木盛郎、安藤 裕、並木満夫、南川紀敏 

(平成６年度) 

松嶋欽一、高木富蔵 

(平成７年度) 

小山吉人、入江利夫、永田幸雄、村松敬一郎 

(平成８年度) 

小山 宏、山下 勝 

 

 

 

 

 

 

(平成９年度) 

青木博夫、井口正信、上野良光、小川美江子、 

熊澤善三郎、小林 巌、山本幸男 

(平成 10 年度) 

小野崎博通、清水祥一、高木嘉昌、並木和子 

(平成 11 年度) 

旭 正 

(平成 12 年度) 

赤沢 堯、嶋林幸英、清水康夫、竹尾忠一、 

吉田 昭 

(平成 13 年度) 

石川正人、今関英雅、鵜高重三、嶋田協、堀津浩

章、丸茂晋吾、吉田弘一 

(平成 14 年度) 

伊奈和夫、川岸舜朗、中村良、山田雄三 

(平成 15 年度) 

伊藤昌雄、竹内徳男 

(平成 17 年度) 

苅谷泰弘 

(平成 18 年度) 

竹内 久直、山田 哲也、柴田 久夫、建石 耕一 
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（平成 19 年度） 

該当者なし 

（平成 20 年度） 

小國伊太郎、杉山達夫、山下かなへ、山本 綽 

 

 

中部支部顧問 

 

旭 正 (元支部長) 

鵜高重三 (元支部長) 

瓜谷郁三 (終身会員) 

大羽和子 中部大学応用生物学部 

川岸舜朗 (元支部長) 

塚越規弘 放送大学愛知学習センター 

 (元支部長) 

鳥井秀一 (終身会員) 

中村 良 (元支部長) 

並木満夫 (元支部長) 

奈良省三 (終身会員) 

松嶋欽一 (終身会員) 

丸茂晋吾 (元支部長) 

村松敬一郎 (終身会員) 

柳田友道 (終身会員) 

吉田 昭 (元支部長) 

 

 以上 15 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

日本農芸化学会中部支部 平成 22年度役員名簿 

 (平成22年5月30日現在 敬称略) 

 

 

支部長・理事 

小林哲夫 名古屋大学大学院生命農学 

 （本部理事，英文誌編集委員会） 

副支部長 

牧 正敏 名古屋大学大学院生命農学 

 （本部評議員，学術活動強化委員会） 

山口庄太郎 天野エンザイム(株) 

庶務幹事 

松林嘉克 名古屋大学大学院生命農学 

灘野大太 名古屋大学大学院生命農学 

会計幹事 

山篠貴史 名古屋大学大学院生命農学 

監 事 

山上圭吾 (株)ミツカングループ本社 
 （本部評議員） 

前島正義 名古屋大学大学院生命農学 

 

評議員 (50 音順) 

浅野泰久 富山県立大学生物工学研究センター 

飯島信司 名古屋大学大学院工学 

池田正人 信州大学農学部（本部評議員） 

石井良憲 カネハツ食品(株)開発技術室 

石田秀治 岐阜大学応用生物科学部 

  (連絡評議員) 

磯部洋祐 (株)J-オイルミルズ 

今井邦雄 三重大学大学院生物資源 

 （本部評議員）  

岩崎行玄 福井県立大学 (本部評議員) 

氏田 稔 名城大学農学部 

碓氷泰市 静岡大学農学部 
 （本部評議員）  

梅川逸人 三重大学大学院生物資源 

梅田幸一 天野エンザイム(株)  

裏地達哉 物産フードサイエンス(株) 

榎本俊樹 石川県立大学（連絡評議員） 

遠藤克秋 竹本油脂(株) 
大澤俊彦 愛知学院大学心身科学部 

大塚正盛 サンエイ糖化(株) 研究開発部 

 （本部評議員） 

奥村克純 三重大学大学院生物資源 

 （和文誌編集委員会） 

小倉光雄 東海大学海洋研究所 

小鹿 一 名古屋大学大学院生命農学 

 （本部理事） 

岡戸信夫 新日本化学工業(株) 

尾仲宏康 富山県立大学 

片桐孝夫 (株)ポッカコーポレーション 

片山新太 名古屋大学エコトピア科学研究所 

片山正人 産業技術総合研究所中部センター 

加藤康夫 富山県立大学 

加藤丈雄 愛知県産業技術研究所 

 食品工業技術センター 

金本 仁 加藤化学(株) 技術部 

川口光朗 焼津水産化学工業(株) 

川上文清 東洋紡績(株)敦賀バイオ研究所 

菊池 洋 豊橋技術科学大学 

北島 健 名古屋大学大学院生命農学 

木元 久 福井県立大学 

熊澤茂則 静岡県立大学食品栄養科学部 

 （連絡評議員） 

倉根隆一郎 中部大学応用生物学部 

黒川洋一 福井県立大学（連絡評議員） 

酒井 坦 静岡県立大学食品栄養科学部 

坂神洋次 名古屋大学大学院生命農学 

  (本部評議員, 授賞選考委員会) 

粟冠和郎 三重大学大学院生物資源 

 （本部評議員,英文誌編集委員会） 

佐野元昭 金沢工業大学ゲノム生物工学研究所 

佐野佳之 名糖産業(株)食品開発部 

下位香代子 静岡県立大学環境科学研究所 

下村吉治 名古屋大学大学院生命農学 

 （英文誌編集委員会） 

ジュネジャ レカ ラジュ 

 太陽化学(株) 研究所 

朱 政治 太陽化学(株) 研究所 

 （本部評議員） 

杉山公男 静岡大学農学部 

杉山雅彦 フジパン(株) 本社生産部 

鈴木隆元 石川県立大学 

鈴木文昭 岐阜大学応用生物科学部 

関口順一 信州大学繊維学部 

千 菊夫 信州大学農学部 



 

 

竹内俊彦 キリンビール(株)名古屋工場 

竹尾忠一 伊藤園(株) 中央研究所 

田中晶善 三重大学大学院生物資源 

田原康孝 静岡大学農学部 

玉置真司 敷島スターチ(株)技術開発部 

田村廣人 名城大学農学部 

轟 泰司 静岡大学農学部（連絡評議員） 

戸倉政雄 アサヒビール(株)名古屋工場 

長岡 利 岐阜大学応用生物科学部 

 （本部評議員，英文誌編集委員会） 

中川 寅 岐阜大学応用生物科学部 

中野秀雄 名古屋大学大学院生命農学 

中村 洵 イチビキ(株)技術開発センター 

中村宗一郎 信州大学農学部（連絡評議員） 

中山俊裕 (株)岐阜セラック製造所技術部 

南条文雄 三井農林(株)食品総合研究所 

 （本部評議員） 

西川俊夫 名古屋大学大学院生命農学 

 （本部評議員） 

根岸晴夫 中部大学応用生物学部 

芳賀聖一    名城大学農学部 
橋本正治 富山県立大学工学部 

早川享志 岐阜大学応用生物科学部 

       （本部評議員） 

原  脩     名城大学薬学部 
久松 眞 三重大大学院生物資源 

日野資弘 アステラス製薬(株) 生物工学研究所 
平井浩文 静岡大学農学部 

廣田 満 信州大学農学部  

深田 理 ヤマモリ(株) 

藤田智之 信州大学農学部 

二又克之 科研製薬(株) 生産技術研究所 

星野一宏 富山大学大学院理工学研究部 

堀尾文彦 名古屋大学大学院生命農学 

 （英文誌編集委員会） 

本多裕之 名古屋大学大学院工学 

前島正義 名古屋大学大学院生命農学 

 （本部評議員） 

真壁秀文 信州大学農学部 

間瀬民生 椙山女学園大学生活科学部 

松田 幹 名古屋大学大学院生命農学 

 （産学官学術交流委員会） 

三島 敏 中部大学応用生物学部（本部評議員） 

水野 猛 名古屋大学大学院生命農学 

村澤久司 旭松食品(株) 

森上 敦 名城大学農学部（連絡評議員） 

森山龍一 中部大学応用生物学部 

山内 亮 岐阜大学応用生物科学部 

 （本部評議員） 

吉村 徹 名古屋大学大学院生命農学 

 （本部評議員，広報委員会） 

米田祐康 (株)ニッポンジーン 

渡辺達夫 静岡県立大学食品栄養科学部 

 （英文誌編集委員会） 

渡邉修治 静岡大学創造科学技術大学院 

 

支部功労者 

 

(昭和 63 年度) 

芦田 淳，石沢修一，川野義男，金兵忠雄，近藤

圭二，佐藤 泰，沢井輝男，清水純夫，鳥井秀一，

ニ改末喜，柳田友道 

(平成元年度) 

飯島清治，瓜谷郁三，友枝幹夫，奈良省三，八木

國夫，若林和正 

 

 

 

 

(平成 2年度) 

金子安之，上林 明，後藤富士雄，高野悦子 

(平成 4年度) 

谷田沢道彦 

(平成 5年度) 

赤木盛郎，安藤 裕，並木満夫，南川紀敏 

(平成 6年度) 

松嶋欽一，高木富蔵 



 

 

(平成 7年度) 

小山吉人，入江利夫，永田幸雄，村松敬一郎 

(平成 8年度) 

小山 宏，山下 勝 

(平成 9年度) 

青木博夫，井口正信，上野良光，小川美江子， 

熊澤善三郎，小林 巌，山本幸男 

(平成 10 年度) 

小野崎博通，清水祥一，高木嘉昌，並木和子 

(平成 11 年度) 

旭 正 

(平成 12 年度) 

赤沢 堯，嶋林幸英，清水康夫，竹尾忠一， 

吉田 昭 

(平成 13 年度) 

石川正人，今関英雅，鵜高重三，嶋田協，堀津浩

章，丸茂晋吾，吉田弘一 

(平成 14 年度) 

伊奈和夫，川岸舜朗，中村良，山田雄三 

(平成 15 年度) 

伊藤昌雄，竹内徳男 

(平成 17 年度) 

苅谷泰弘 

(平成 18 年度) 

竹内 久直，山田 哲也，柴田 久夫，建石 耕一 

（平成 19 年度） 

該当者なし 

（平成 20 年度） 

小國伊太郎，杉山達夫，山下かなへ，山本 綽 

（平成 21 年度） 

青山頼孝 

 

 

 

 

中部支部顧問 

 

旭 正 (元支部長) 

鵜高重三 (元支部長) 

瓜谷郁三 (終身会員) 

大羽和子 名古屋女子大学学長 

川岸舜朗 (元支部長) 

塚越規弘 (元支部長) 

鳥井秀一 (終身会員) 

中村 良 (元支部長) 

並木満夫 (元支部長) 

奈良省三 (終身会員) 

松嶋欽一 (終身会員) 

丸茂晋吾 (元支部長) 

村松敬一郎 (終身会員) 

柳田友道 (終身会員) 

吉田 昭 (元支部長) 

 

 以上 15 名  
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日本農芸化学会中部支部 平成23年度役員名簿 

 (平成23年5月30日現在 敬称略) 

 

 

支部長・理事 

牧 正敏 名古屋大学大学院生命農学 

 （本部理事） 

副支部長 

小鹿 一 名古屋大学大学院生命農学 

 （本部評議員） 

山口庄太郎 天野エンザイム(株) 

 （本部評議員，和文誌編集委員会） 

庶務幹事 

灘野大太 名古屋大学大学院生命農学 

岩崎雄吾 名古屋大学大学院生命農学 

会計幹事 

安立昌篤 名古屋大学大学院生命農学 

監 事 

山上圭吾 (株)ミツカングループ本社 
 （本部評議員） 

小林哲夫 名古屋大学大学院生命農学 

 （本部評議員，英文誌編集委員会， 

  産学官学術交流委員会） 

 

評議員 (50 音順) 

浅野泰久 富山県立大学生物工学研究センター 

 （授賞選考委員会） 

飯島信司 名古屋大学大学院工学 

池田正人 信州大学農学部（本部評議員） 

石田秀治 岐阜大学応用生物科学部 

  (連絡評議員) 

今井邦雄 三重大学大学院生物資源 

岩崎行玄 福井県立大学 

岩本悟志 岐阜大学応用生物科学部 

梅川逸人 三重大学大学院生物資源 

衛藤英男 静岡大学農学部 

榎本俊樹 石川県立大学（本部評議員） 

遠藤克秋 竹本油脂(株) 
大澤俊彦 愛知学院大学心身科学部 

大塚正盛 サンエイ糖化(株) 素材開発部 

 （本部評議員） 

奥村克純 三重大学大学院生物資源 

 （連絡評議員・和文誌編集委員会） 

小倉光雄 東海大学海洋研究所 

岡戸信夫 新日本化学工業(株) 研究部 

尾仲宏康 富山県立大学（連絡評議員） 

角田隆巳 伊藤園(株) 生産本部 

片桐孝夫 (株)ポッカコーポレーション 

 （本部評議員）  

片山新太 名古屋大学エコトピア科学研究所 

加藤丈雄 愛知県産業技術研究所 

 食品工業技術センター 

加藤雅士 名城大農学部（連絡評議員） 

加藤康夫 富山県立大学 

金政 真 中部大学応用生物学部 

金本 仁 加藤化学(株) 技術部 

川上文清 東洋紡績(株)敦賀バイオ研究所 

河原崎泰昌 静岡県立大学食品栄養科学部 

 （連絡評議員） 

菊池 洋 豊橋技術科学大学 

北島 健 名古屋大学大学院生命農学 

倉根隆一郎 中部大学応用生物学部 

黒川洋一 福井県立大学 

坂神洋次 名古屋大学大学院生命農学 

  (本部評議員) 

粟冠和郎 三重大学大学院生物資源 

 （本部評議員） 

佐藤俊郎 (株)J-オイルミルズ 

佐野元昭 金沢工業大学ゲノム生物工学研究所 

佐野佳之 名糖産業(株)食品開発部 

下位香代子 静岡県立大学環境科学研究所 

下坂 誠 信州大学農学部 

下村吉治 名古屋大学大学院生命農学 

 （英文誌編集委員会） 

ジュネジャ レカ ラジュ 

 太陽化学(株) 研究所 

朱 政治 太陽化学(株) 研究所 

 （本部評議員） 

鈴木隆元 石川県立大学 

鈴木文昭 岐阜大学応用生物科学部 

千 菊夫 信州大学農学部 

高橋正和 福井県立大学 

田中晶善 三重大学理事・副学長 

玉置真司 敷島スターチ(株)技術開発室 

田村廣人 名城大学農学部 

築地輝夫 キリンビール(株)名古屋工場 
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徳山真治 静岡大学農学部 

戸塚篤史 日本食品化工(株) 研究所 

長岡 利 岐阜大学応用生物科学部 

 （英文誌編集委員会） 

中川 寅 岐阜大学応用生物科学部 

中野秀雄 名古屋大学大学院生命農学 

中村宗一郎 信州大学農学部 

 （連絡評議員，本部評議員） 

中山 勉 静岡県立大学食品栄養科学部 

中山俊裕 (株)岐阜セラック製造所技術部 

南条文雄 三井農林(株)食品総合研究所 

西川俊夫 名古屋大学大学院生命農学 

 （本部評議員） 

西村篤寿 イチビキ(株) 技術開発部 

芳賀聖一    名城大学農学部 
橋本正治 富山県立大学工学部 

早川享志 岐阜大学応用生物科学部 

 （本部評議員） 

原  脩     名城大学薬学部 

原 正和    静岡大学農学部 
久松 眞 三重大大学院生物資源 

日野資弘 アステラス製薬(株) 生物工学研究所 
廣田 満 信州大学農学部  

深田 理 ヤマモリ(株) 

藤田智之 信州大学農学部 

二又克之 科研製薬(株) 生産技術研究所 

星野一宏 富山大学大学院理工学研究部 

朴 龍洙 静岡大学農学部 

堀尾文彦 名古屋大学大学院生命農学 

 （英文誌編集委員会） 

本多裕之 名古屋大学大学院工学 

前島正義 名古屋大学大学院生命農学 

真壁秀文 信州大学農学部 

間瀬民生 椙山女学園大学生活科学部 

松田 幹 名古屋大学大学院生命農学 

 （本部評議員） 

三澤博之 アサヒビール(株) 名古屋工場 

水野 猛 名古屋大学大学院生命農学 

三宅伸幸 物産フードサイエンス（株） 

村澤久司 旭松食品(株) 

村田健臣 静岡大学農学部 

森上 敦 名城大学農学部 
森田達也 静岡大学農学部 

森山龍一 中部大学応用生物学部 

山内 亮 岐阜大学応用生物科学部 

 （本部評議員） 

山田康弘 カネハツ食品（株）技術部 

吉村 徹 名古屋大学大学院生命農学 

 （本部評議員，広報委員会） 

米田祐康 (株)ニッポンジーン 

渡辺達夫 静岡県立大学食品栄養科学部 

 （本部評議員，英文誌編集委員会） 

 

支部功労者 

 

(昭和 63 年度) 

芦田 淳，石沢修一，川野義男，金兵忠雄，近藤

圭二，佐藤 泰，沢井輝男，清水純夫，鳥井秀一，

ニ改末喜，柳田友道 

(平成元年度) 

飯島清治，瓜谷郁三，友枝幹夫，奈良省三，八木

國夫，若林和正 

(平成 2年度) 

金子安之，上林 明，後藤富士雄，高野悦子 

(平成 4年度) 

谷田沢道彦 

 

 

 

(平成 5年度) 

赤木盛郎，安藤 裕，並木満夫，南川紀敏 

(平成 6年度) 

松嶋欽一，高木富蔵 

(平成 7年度) 

小山吉人，入江利夫，永田幸雄，村松敬一郎 

(平成 8年度) 

小山 宏，山下 勝 

(平成 9年度) 

青木博夫，井口正信，上野良光，小川美江子， 

熊澤善三郎，小林 巌，山本幸男 
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(平成 10 年度) 

小野崎博通，清水祥一，高木嘉昌，並木和子 

(平成 11 年度) 

旭 正 

(平成 12 年度) 

赤沢 堯，嶋林幸英，清水康夫，竹尾忠一， 

吉田 昭 

(平成 13 年度) 

石川正人，今関英雅，鵜高重三，嶋田協，堀津浩

章，丸茂晋吾，吉田弘一 

(平成 14 年度) 

伊奈和夫，川岸舜朗，中村良，山田雄三 

(平成 15 年度) 

伊藤昌雄，竹内徳男 

(平成 17 年度) 

苅谷泰弘 

(平成 18 年度) 

竹内 久直，山田 哲也，柴田 久夫，建石 耕一 

（平成 19 年度） 

該当者なし 

（平成 20 年度） 

小國伊太郎，杉山達夫，山下かなへ，山本 綽 

（平成 21 年度） 

青山頼孝 

（平成 22 年度） 

大宮邦雄，大矢隆一，茅原 紘，唐澤傳英，小林 

猛，小宮孝志，塚越規弘，柘植治人 

 

 

 

 

 

 

 

 

中部支部顧問 

 

旭 正 (元支部長) 

磯部 稔 (元支部長) 

鵜高重三 (元支部長) 

大羽和子 (元名古屋女子大学学長・現中部大) 

川岸舜朗 (元支部長) 

塚越規弘 (元支部長) 

中村 良 (元支部長) 

並木満夫 (元支部長) 

奈良省三 (終身会員) 

丸茂晋吾 (元支部長) 

村松敬一郎 (終身会員) 

柳田友道 (終身会員) 

吉田 昭 (元支部長) 

 

 以上 13 名 
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