
日本機械学会関西支部シニア会　歴代役員

年度 会長　 副会長 幹事 監事 支部担当幹事
2006年度 永井 將 坂戸 瑞根 藤田 勝久 浅田 忠敬 岩田 一明 大岡 五三実 大村 勝 西村 誠一 森田 喜保 鳥越 邦和 谷川 雅之

城野 政弘 猫本 善続
2007年度 坂戸 瑞根 城野 政弘 藤田 勝久 浅田 忠敬 大岡 五三実 大村 勝 西村 誠一 野依 辰彦 藤本 元 久保 司郎 猫本 善続

山中 晤郎 三好 良夫 森田 喜保 菅野 直紀
2008年度 坂戸 瑞根 駒井 謙治郎 藤田 勝久 浅田 忠敬 乾  勲 大岡 五三実 大村 勝 木本 恭司 小泉 孝之 吉野 隆 菅野 直紀

山中 晤郎 西村 誠一 野依 辰彦 三好 良夫 森田 喜保 大谷 幸広
2009年度 駒井 謙治郎 山中 晤郎 野依 辰彦 浅田 忠敬 乾  勲 大村 勝 古池 治孝 西村 誠一 藤本 元 塩路 昌宏 大谷 幸広

藤田 勝久 三好 良夫 森田 喜保 塙 洋二
2010年度 駒井 謙治郎 山中 晤郎 野依 辰彦 乾  勲 大村 勝 古池 治孝 西村 誠一 藤本 元 三好 良夫 古藤 悟 塙 洋二

大西 邦彦 柴坂 敏郎 堀 好夫 山口 貴弘
2011年度 山中 晤郎 松久 寛 古池 治孝 乾  勲 大西 邦彦 大村 勝 木本 恭司 柴坂 敏郎 並木 宏徳 平尾 雅彦 山口 貴弘

野依 辰彦 堀 好夫 三好 良夫 小倉 学
2012年度 山中 晤郎 松久 寛 古池 治孝 木本 恭司 柴坂 敏郎 並木 宏徳 野依 辰彦 堀 好夫 古寺 雅晴 谷川 雅之 小倉 学

林 和宏 森本 吉春 藤本 隆裕
2013年度 松久 寛 浅田 忠敬 古池 治孝 木本 恭司 土井 健志 並木 宏徳 林 和宏 古寺 雅晴 堀 好夫 小澤 守 藤本 隆裕

溝口 孝遠 森本 吉春 杉本 巖生
2014年度 松久 寛 浅田 忠敬 古池 治孝 木本 恭司 田中 俊光 土井 健志 中川 平三郎 林 和宏 古寺 雅晴 野村 剛 杉本 巌生

堀 好夫 溝口 孝遠 森本 吉春 白神 洋輔
2015年度 浅田 忠敬 城野 政弘 土井 健志 木本 恭司 古池 治孝 白井 良明 田中 俊光 中川 平三郎 林 和宏 北村 隆行 白神 洋輔

古寺 雅晴 堀 好夫 溝口 孝遠 森本 吉春 竹山 一郎
2016年度 浅田 忠敬 城野 政弘 土井 健志 木本 恭司 古池 治孝 白井 良明 田中 俊光 谷口 邁 中川 平三郎 徳永 節男 竹山 一郎

林 和宏 古寺 雅晴 溝口 孝遠 森本 吉春 福留 二朗
2017年度 城野 政弘 藤田 勝久 土井 健志 加治 増夫 木本 恭司 古池 治孝 白井 良明 田中 俊光 谷口 邁 田中 正夫 福留 二朗

中川 平三郎 林 和宏 古寺 雅晴 溝口 孝遠 森本 吉春 岡市 敦雄
2018年度 城野 政弘 藤田 勝久 溝口 孝遠 加治 増夫 古池 治孝 白井 良明 田中 俊光 谷川 雅之 谷口 邁 伊藤 宏幸 岡市 敦雄

土井 健志 中川 平三郎 仲津 英治 林 和宏 森本 吉春 友田 俊之
2019年度 藤田 勝久 古池 治孝 溝口 孝遠 白井 良明 城野 政弘 谷川 雅之 谷口 邁 坪田 博隆 土井 健志 中部 主敬 友田 俊之

中川 平三郎 仲津 英治 並木 宏徳 林 和宏 吉本 隆光 秋吉 雅夫
2020年度 藤田 勝久 古池 治孝 溝口 孝遠* 白井 良明 城野 政弘 谷口 邁 坪田 博隆 土井 健志 中川 平三郎 岡村 一男 秋吉 雅夫

谷川 雅之 仲津 英治 並木 宏徳 林 和宏 織田 光秋 袴田 和英
2021年度 古池 治孝 久保 司郎 谷川 雅之* 白井 良明 谷口 邁 取違 典嗣 中川 平三郎 仲津 英治 並木 宏徳 渋谷 陽二 袴田 和英

林 和宏 本田 善久 溝口 孝遠 安田 正志 寺尾 元宏
2022年度 古池 治孝 久保 司郎 谷川 雅之* 赤対 秀明 白井 良明 谷口 邁 出水 力 取違 典嗣 仲津 英治 三宅 俊也 寺尾 元宏

並木 宏徳 野方 文雄 本田 善久 溝口 孝遠 森脇 一郎 栁生 壽美夫 早川 守
安田 正志

*印は代表幹事
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