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⽒名 所属

会⽥ 哲夫 富⼭⼤学⼤学院
⾚穂 浩正 株式会社⽇産オートモーティブテクノロジー
⾚松 史光 ⼤阪⼤学⼤学院
秋⼭ 晃 トヨタ⾃動⾞株式会社
朝倉 優 株式会社本⽥技術研究所
朝間 淳⼀ 静岡⼤学
東 ⼤輔 久留⽶⼯業⼤学
阿部 勉 トヨタ⾃動⾞東⽇本株式会社
荒井 孝⽂ ジヤトコ株式会社
⽣熊 昌広 スズキ株式会社
池浦 良淳 三重⼤学⼤学院
池⽥ 富栄 豊⽥合成株式会社
池⽥ 雅彦 ⽮崎総業株式会社
⽯井 素 独⽴⾏政法⼈⾃動⾞技術総合機構
⽯川 拓⽣ トヨタ⾞体株式会社
⽯倉 幸司 ダイハツ⼯業株式会社
⽯野 洋⼆郎 名古屋⼯業⼤学⼤学院
⽯濱 正男 明治⼤学
⽯原 裕⼆ 愛知⼯科⼤学
⽯⼭ 誠 株式会社ブリヂストン
⼀⾊ 良太 ⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所
伊藤 謙⼆ フタバ産業株式会社
伊藤 浩 本⽥技研⼯業株式会社
伊藤 安海 ⼭梨⼤学⼤学院
井上 英司 ⽇本精⼯株式会社
井上 秀雄 神奈川⼯科⼤学
井上 博⽂ トヨタ⾃動⾞株式会社
猪瀬 潤 株式会社⼩野測器
今井 孝志 トヨタ⾃動⾞株式会社
岩⽥ ⼀夫 ⽇本発条株式会社
岩橋 和裕 マルヤス⼯業株式会社
植島 和樹 株式会社ＳＵＢＡＲＵ
上⽥ 秀樹 ⽇本製鉄株式会社
内村 孝彦 特定⾮営利活動法⼈ITS Japan
江上 真弘 ⽇産⾃動⾞株式会社
江⾓ 直樹 公益財団法⼈交通事故総合分析センター
江原 達哉 ダイハツ⼯業株式会社
海⽼原 次郎 株式会社デンソー



⽒名 所属
⼤⽯ 久⼰ ⼯学院⼤学
⼤嶋 元啓 富⼭県⽴⼤学
⼤⻄ 謙⼀ 株式会社豊⽥⾃動織機
⼤前 学 慶應義塾⼤学⼤学院
岡⽥ 篤 株式会社いすゞ中央研究所
岡本 剛 株式会社トランテックス
岡本 宗治 株式会社クボタ
尾崎 晴男 東洋⼤学
尾⾼ 成也 曙ブレーキ⼯業株式会社
織⽥ 芳雄 マツダ株式会社
落合 成⾏ 東海⼤学
加賀⾕ 豊 GKN ドライブライン ジャパン株式会社
⾹川 佳之 トヨタテクニカルディベロップメント株式会社
⽚桐 博也 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞部品⼯業会
加藤 章良 ⽇本特殊陶業株式会社
加藤 勝弘 スズキ株式会社
⾦⼦ タカシ ＥＮＥＯＳ株式会社
⾦⼦ 哲也 ⼤阪産業⼤学
鎌⽥ 実 ⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所
上別府 徹 株式会社トヨタ⾞体研究所
紙屋 雄史 早稲⽥⼤学
河合 英直 独⽴⾏政法⼈⾃動⾞技術総合機構
川建 治 ヤンマーホールディングス株式会社
川那辺 洋 京都⼤学⼤学院
川原 伸章 株式会社デンソー
河原 伸幸 岡⼭⼤学
河村 庄造 豊橋技術科学⼤学
北﨑 智之 国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所
⽊⼾⼝ 善⾏ 徳島⼤学⼤学院
⽊下 英⼆ ⿅児島⼤学⼤学院
⽊下 茂⼀ 株式会社デンソーテン
草加 浩平 東京⼤学⼤学院
久保⽥ 知久雄 株式会社ダッド
熊沢 聡太郎 株式会社豊⽥⾃動織機
倉知 寛 ⽇本ガイシ株式会社
倉橋 秀範 本⽥技研⼯業株式会社
⾹⽥ 康彦 株式会社三五
古賀 伸彦 株式会社豊⽥中央研究所
⼩島 和美 トヨタ紡織株式会社



⽒名 所属
⼩島 岳⼆ マツダ株式会社
後藤 久幸 宮城トヨタ⾃動⾞株式会社
⼩林 秋司 マレリ株式会社
⼩林 俊⼀ 信州⼤学
⼩松 賢⼆ ヤマハ発動機株式会社
⼩⼭ 憲⼀ トヨタ⾞体株式会社
⿑藤 弘順 崇城⼤学
坂根 伸介 株式会社アドヴィックス
櫻井 陽⼀ ＵＤトラックス株式会社
櫻原 ⼀雄 株式会社本⽥技術研究所
佐々⽊ 信 株式会社アイシン
佐々⽊ 康⾏ 株式会社FTS
佐々⽊ 領⼀ パーソルR&D株式会社
佐藤 育男 株式会社本⽥技術研究所
佐藤 康夫 学校法⼈⼩⼭学園東京⼯科専⾨学校
佐藤 恭⼀ 横浜国⽴⼤学⼤学院
佐藤 善昭 ⼤同メタル⼯業株式会社
佐野 喜則 株式会社いすゞ北海道試験場
澤瀬 薫 三菱⾃動⾞⼯業株式会社
澤⽥ ⾏雄 デンソーテクノ株式会社
椎葉 太⼀ 明治⼤学
塩崎 弘隆 三菱⾃動⾞⼯業株式会社
志⽔ 彰夫 三菱⾃動⾞エンジニアリング株式会社
志村 明彦 防衛省
⽩⽯ 拓也 ⽇⽴Astemo株式会社
菅 克雄 ⽇産⾃動⾞株式会社
菅沼 庄⼆ ⽇野⾃動⾞株式会社
杉本 剛 旭川⼯業⾼等専⾨学校
鈴⽊ 孝弘 THKリズム株式会社
鈴⽊ 徹志 ⼤豊⼯業株式会社
鈴⽊ 真⼈ 新潟⼯業短期⼤学
清 陽介 株式会社エッチ・ケー・エス
瀬川 ⼤資 ⼤阪府⽴⼤学
関 英男 本⽥技研⼯業株式会社
髙柴 久則 スズキ株式会社
⾼橋 絢也 株式会社⽇⽴製作所
髙橋 直⼰ ユニプレス株式会社
⾼橋 正則 中⽇本⾃動⾞短期⼤学
瀧⼭ 武 ⼤阪市⽴⼤学⼤学院



⽒名 所属
⽵内 伸介 株式会社アイシン
⽵岡 正毅 愛知機械⼯業株式会社
武⽥ 亘平 愛知⼯業⼤学
⽥中 昭⼆ 三菱電機株式会社
⽥中 達也 同志社⼤学
⽥中 伸和 トヨタ⾃動⾞東⽇本株式会社
⾕ 敏明 カワサキモータース株式会社
千野 靖正 国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所
辻 英樹 株式会社⼩松製作所
坪⽥ 隆志 本⽥技研⼯業株式会社
寺地 誠司 トヨタ紡織株式会社
通阪 久貴 ⽇野⾃動⾞株式会社
得能 英利 株式会社⽇産オートモーティブテクノロジー
富澤 浩紀 トヨタ⾃動⾞東⽇本株式会社
友⽥ 晃利 株式会社SOKEN
仲井 朝美 岐⾩⼤学
永井 ⼆郎 福井⼤学
⻑久保 賢次 ⽇野⾃動⾞株式会社
中島 樹志 株式会社デンソー
中嶋 裕樹 トヨタ⾃動⾞株式会社
中⻄ 弘幸 ⽇産⾞体株式会社
⻑沼 要 ⾦沢⼯業⼤学
仲野 是克 東北⼤学
中村 則之 株式会社⼩⽷製作所
成瀬 光則 富⼠機⼯株式会社
⻄澤 誌朗 公益社団法⼈北九州産業学術推進機構
⻄嶋 泰博 ダイハツ⼯業株式会社
⻄⽥ 惠哉 広島⼤学
⻄村 尚哉 名城⼤学
庭⼭ 和彦 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞部品⼯業会
野崎 孝志 静岡理⼯科⼤学
野尻 孝男 株式会社アドヴィックス
野村 ⼀衛 愛知製鋼株式会社
野呂 政樹 横浜ゴム株式会社
⻑⾕川 健⼆ ⽇⽴Astemo株式会社
⻑⾕川 康和 愛知⼯科⼤学⾃動⾞短期⼤学
⾺場 雅之
早川 哲也 トヨタ名古屋⾃動⾞⼤学校
林 新之助 株式会社デンソー



⽒名 所属
林 雅秀 ⽇⽴Astemo株式会社
治⽥ 和彦 株式会社堀場製作所
秀 正幹 トヨタ⾃動⾞北海道株式会社
平川 義則 ダイハツ⼯業株式会社
平川 ⻯⼀ アイシン⾼丘株式会社
藤家 豊 マツダ株式会社
古川 直彦 本⽥技研⼯業株式会社
古川 修 芝浦⼯業⼤学
堀内 伸⼀郎 ⽇本⼤学
堀江 昌朗 摂南⼤学
本⽥ 康裕 国⼠舘⼤学
前⽥ 昌彦 トヨタ⾃動⾞株式会社
真嶋 哲志 三菱⾃動⾞⼯業株式会社
増⽥ 基 ダイハツ⼯業株式会社
増⽥ 義彦 豊⽥⼯業⼤学
松江 章雄 髙⽥⼯業株式会社
松尾 勇也 株式会社⽇産オートモーティブテクノロジー
松本 巧 株式会社ジェイテクト
丸⼭ 平⼆ ヤマハ発動機株式会社
⽔⽥ 謙 宮城県産業技術総合センター
⽔⾕ 保 TOYO TIRE株式会社
⽔野 賀壽光 ⾅井国際産業株式会社
⽔野 善之 株式会社東海理化
蓑原 雄敏 プライムアースEVエナジー株式会社
三原 雄司 東京都市⼤学
宮越 博規 愛三⼯業株式会社
宮嵜 拓郎 認定NPO法⼈救急ヘリ病院ネットワーク
宮崎 順之 住友電装株式会社
宮地 洋樹 株式会社エフ・シー・シー
武藤 英治 株式会社ホンダテクノフォート
村川 英司 ⼀般社団法⼈福岡県⾃動⾞整備振興会
村瀬 幸成 トヨタ⾞体株式会社
樅⼭ 尚久 株式会社アイシン
森上 修 九州⼤学⼤学院
森下 順治 兵庫県警察本部
森⽥ 泰弘 ボッシュ株式会社
森 正樹 株式会社アイシン
森村 浩明 株式会社MKマネジメント
諸星 勝⼰ ⽇産⾃動⾞株式会社



⽒名 所属
⽮澤 康宏 いすゞ⾃動⾞株式会社
柳井 達美 ⽇産⾃動⾞株式会社
⼭形 光正 トヨタ⾃動⾞株式会社
⼭⼝ 貢 株式会社エクセディ
⼭下 彰 株式会社マーレフィルターシステムズ
⼭下 幸宏 スズキ株式会社
⼭根 浩⼆ 滋賀県⽴⼤学
⼭本 ⼀哉 本⽥技研⼯業株式会社
⼸削 康平 成蹊⼤学
吉⽥ 幸司 ⽇本⼤学
吉⼭ 定⾒ 北九州市⽴⼤学
和⽥ 孝 株式会社ニッキ
渡邊 昇治 経済産業省
渡邊 慶幸 株式会社ＩＨＩ
綿引 洋 株式会社ＳＵＢＡＲＵ
和⽥ 靖男 住友ゴム⼯業株式会社


