
 

１３． 土木学会役員一覧 

１３．１ 本部役員 

 

1994 年度土木学会役員名簿 

会長    中村英夫 

副会長   河野 清  関 厚   中川博次  藤井治芳  芳村 仁 

次期会長  小坂 忠 

専務理事  河野 宏 

理事    網野定三  伊藤逹次  大橋雄六  片山恒雄  工藤智明  栗原和夫 

小柳 洽  坂井順行  斎藤 隆  定道成美  鮏川 登  清野茂次 

西村昭三  野池達也  葉山莞児  平野宗夫  北條紘次  松橋數保 

南 旭   山本卓朗  吉越治雄  和里田義雄 渡邊英一 

監事    奥村威俊  松浦先信 

評議員 

 北海道  瓜田一郎  尾形 浩  森吉昭博  織田紀雄  小林徳宏  星 清 

 東北   沼田 淳  澤本正樹  芳賀 肇  加賀田晋成 神部壽行  田﨑忠行   

 関東   加藤太重  木村泰三  北村邦雄  久保田荘一 軍司昭二  須賀 武 

      佐藤 陞  進藤昌明  竹内幹雄  根本 洋  野村孝雄  藤林 均 

      松郷文人  三木千壽  門司剛司  山崎 淳  山本征彦  渡辺 晃 

      磯島茂男  池村雅司  山下清明  浅野光行  青野捷人  井上聡史 

      梅園輝彦  岡田勝也  岡田 耕  奥澤靖司  小菅正道  小林正樹 

      近藤秀明  塩見 哲  篠原 修  鈴木藤一郎 高瀬三郎  塚本正雄 

      土屋 進  中村 靖  野嶋弘孝  藤本貴也  吉越 洋  三澤遼策 

      宮川孝仁 

 中部   野村志真夫 名川叡介  奥谷 巌  栗林栄一  河合煕久  北浦 勝 

      馬場亮介  前橋隆介  鬼頭徳就 

 関西   青山俊樹  坂野行雄  山本邦夫  遊川健三 

      竹澤忠義  松村駿一郎 山本第四郎 飯田邦夫  岡村宏一  片瀬貴文 

      岩本樹雄  小笹太郎  軽部大蔵  紀陸富信  小林昭一  佐々木茂範 

      土岐憲三  吉田喜七郎 早川知夫 

 中国/四国 河村正士  新妻俊三  日月俊昭  明神 証  満下直紀  道上正規 

      森高伸二  向  正 

 西部   旭 勝臣  中井 修  熊谷恒一郎 土屋忠三  甲斐総治郎 武富一三 

      梶 太郎  楠田哲也 

 

1995 年度土木学会役員名簿 

会長    小坂 忠 

副会長   石井晃一  河野 清  関 厚  長瀧重義  廣田良輔 

次期会長  松尾 稔 

専務理事  河野 宏 

理事    青木正夫  荒川利輝  伊藤逹次  石井 清  井上靖武  栢原英郎 

片山恒雄  小柳 洽  佐伯 浩  斎藤 隆  定道成美  澤本正樹 



 

清野茂次  高田至郎  西村昭三  平野宗夫  古川公毅  松尾友矩 

松橋數保  南 旭   村本嘉雄  室 達朗  吉越治雄 

監事    奥村威俊  増本治夫 

評議員 

 北海道  尾形 浩  織田紀雄  小林徳宏  松岡健一  水野雄三  三田地利之 

 東北   稲村 肇  清水浩志郎 千田壽一  加賀田晋成 神部壽行  田﨑忠行 

関東   山下清明  浅野光行  青野捷人  井上聡史 

      梅園輝彦  岡田勝也  岡田 耕  奥澤靖司  小菅正道  小林正樹 

      近藤秀明  塩見 哲  篠原 修  鈴木藤一郎 高瀬三郎  塚本正雄 

      土屋 進  中村 靖  野嶋弘孝  藤本貴也  吉越 洋  三澤遼策 

      宮川孝仁  青景平章  今井京平  恵谷俊吾  大垣眞一郎 織田直正 

      菅野卓治  佐伯 譲  佐々木豊  嶋田三朗  杉  晟  早田修一 

      武井上巳  竹林征三  徳江俊秀  箱島千造  星野 満  前田 誠 

      山口忠男  横田 協  横溝幸雄  三浦 重 

 中部   伊佐治敏  高橋 誠  田辺忠顕  寺田敏春  北浦 勝  前橋隆介 

      馬場亮介  長尾正志  渡辺 浩  中山勝正   

 関西   市田清弘  井保武壽  山本邦夫  遊川健三  小田義明  金盛 弥 

      白石成人  林  潤  森 康男  飯田邦夫  岡村宏一  片瀬貴文 

      輪湖健雄  小林昭一  佐々木茂範 土岐憲三  早川知夫 

 中国   尾島 勝  日月俊昭  横山良三  満下直紀  道上正規  内田道雄 

 四国   稲田善紀  森高伸二  椎野佐昌 

 西部   藤芳素生  中井 修  熊谷恒一郎 土屋忠三  甲斐総治郎 武富一三 

      梶 太郎  楠田哲也 

1996 年度土木学会役員名簿 

会長    松尾 稔 

副会長   石井 清  石井晃一  木村 孟  豊田高司  廣田良輔 

次期会長  宮崎 明 

専務理事  河野 宏 

理事    青木正夫  荒川利輝  井上靖武  小野和日児 栢原英郎  河野伊一郎 

佐伯 浩  斎藤 隆  澤本正樹  清野茂次  坂本健次  高田至郎 

辻 勝成  樗木 武  永井重光  平峯 悠  古川公毅  松尾友矩 

三宅文男  村本嘉雄  室 達朗  吉越治雄  吉田禰智 

監事    増本治夫  名川叡助 

評議員 

 北海道  九里忠正  高橋耕平  松岡健一  三浦弘志  水野雄三  三田地利之 

東北   稲村 肇  清水浩志郎 千田壽一  神部壽行  田﨑忠行 

関東   依田照彦  伊藤住吉  石川裕毅  石河信一  稲富隆昌  岩淵喜久三 

      魚本健人  小笠原眞理 大島一哉  大町達夫  鹿島 茂  川上俊機 

      齋藤 親  酒井和弘  田中正典  富阪国彦  橋間元徳  平井 憲 

      毎田敏郎  宮田年耕  望月常好  山田孝治  米山三郎 

      宮川孝仁  青景平章  今井京平  恵谷俊吾  大垣眞一郎 織田直正 

      菅野卓治  佐伯 譲  佐々木豊  嶋田三朗  杉  晟  早田修一 



 

      武井上巳  竹林征三  徳江俊秀  箱島千造  星野 満  前田 誠 

      山口忠男  横田 協  横溝幸雄  三浦 重 

 中部   伊佐治敏  高橋 誠  田辺忠顕  寺田敏春  小尻利治  南部良孝 

      宮口友延  長尾正志  渡辺 浩  中山勝正   

 関西   市田清弘  井保武壽  小田義明  金盛 弥  白石成人  林  潤   

森 康男  輪湖健雄  足立記紀尚 児島孝之  佐々木伸  佐中育雄 

志道行雄  杉山 功  園田恵一郎 西村伊久夫 村田健史  安田善守 

 中国   尾島 勝  横山良三  会田忠義  山本 勲  吉谷 進 

 四国   稲田善紀  椎野佐昌  宇都宮英彦 新井田有一 

 西部   藤芳素生  中井 修  土屋忠三  甲斐総治郎 落合英俊  溝辺 哲 

      梶 太郎   

 

1997 年度土木学会役員名簿 

会長    宮崎 明 

副会長   栢原英郎  木村 孟  合田良實  土岐憲三  橋本鋼太郎 

次期会長  岡田 宏 

専務理事  三好逸二 

理事    池淵周一  石井弓夫  伊藤喜栄  稲村 肇  大石久和  小野 薫 

小野和日児 川井 優  工藤智明  河野伊一郎 河本毅一  椎野佐昌 

菅原 濟  田澤栄一  樗木 武  永井重光  濱田政則  平峯 悠 

平山修一  藤田睦博  溝畑靖雄  三宅文男  吉田禰智 

監事    高瀬 元  名川叡助 

評議員 

 北海道  大橋 猛  九里忠正  佐藤浩一  高橋耕平  三浦弘志 

東北   池田 尚  岸野佑次  塩井幸武  神部壽行  田﨑忠行 

関東   依田照彦  伊藤住吉  石川裕毅  石河信一  稲富隆昌  岩淵喜久三 

      魚本健人  小笠原眞理 大島一哉  大町達夫  鹿島 茂  川上俊器 

      齋藤 親  酒井和弘  田中正典  富阪国彦  橋間元徳  平井 憲 

      毎田敏郎  宮田年耕  望月常好  山田孝治  米山三郎  鹿島遼一 

      今泉正次  萩原豊吉  小野武彦  金澤 博  木村泰三  京ケ島昭彦 

      小山幸則  佐々木豊  砂田憲吾  高田邦彦  高橋春成  寺内 潔 

      西林聖武  日向敬之  細井 武  丸山眞佐雄 安田 進  山口正記 

      吉見憲一  和田紘ニ  渡部正道 

 中部   小尻利治  南部良孝  宮口友延  伊佐治敏  石原勝康  鈴木奎吾 

      中村俊六  中山勝正  馬場亮介  横塚尚志  吉澤孝和 

 関西   足立記紀尚 児島孝之  佐々木伸  佐中育雄  志道行雄  杉山 功 

  園田恵一郎 西村伊久夫 村田健史  安田善守  池尻勝志  小笹太郎 

  神田  徹 阪田 晃  西川恭爾  満岡英世  三田村武  頼 千元 

 中国   会田忠義  山本 勲  吉谷 進  辰巳正明  福岡捷ニ 

 四国   宇都宮英彦 新井田有一 山口政隆 

 西部   藤芳素生  落合英俊  甲斐総治郎 溝辺 哲  佐藤 清  中島威夫 

      中村良明   



 

1998 年度土木学会役員名簿 

会長    岡田 宏 

副会長   栢原英郎  合田良實  佐藤信彦  土岐憲三  道上正規   

次期会長  岡村 甫 

専務理事  三好逸二 

理事    池淵周一  石井弓夫  伊藤喜栄  稲村 肇  入江洋樹  上原 忠 

大石久和  加賀田晋成 川合 勝  川井 優  川村満紀  河本毅一 

佐々木茂範 椎野佐昌  高橋喜一  田澤栄一  濱田政則  林 潤 

平山修一  藤田睦博  松下博通  溝畑靖雄  森地 茂 

監事    清水正貴  高瀬 元 

評議員 

 北海道  金澤義輝  斉藤和夫  佐藤浩一  菅原久広  高橋耕平 

東北   池田 尚  岸野佑次  塩井幸武  神部壽行  北川 明  藤本俊郎 

 関東   今泉正次  萩原豊吉  小野武彦  金澤 博  木村泰三  京ケ島昭彦 

      小山幸則  砂田憲吾  高田邦彦  高橋春成  寺内 潔  西林聖武  

 日向敬之  細井 武  丸山眞佐雄 安田 進  山口正記  吉見憲一  

 和田紘ニ  渡部正道  足立元良  浅川和佑  岡田鉄三  岡村秀樹 

 角湯正剛  木村昌司  日下部治  高辻 哲  高橋郁夫  竹内雅之 

 為沢長雄  辻 幸和  鶴谷宏一  土井研介  林 康雄  布施谷寛 

 藤野陽三  藤本貴也  本床正史  増田陳紀  茗ケ原義彦 望月常好 

 山田 正 

 中部   石原勝康  鈴木奎吾  中村俊六  馬場亮介  横塚尚志  吉澤孝和 

      太田秀樹  部田哲雄  藤井千代喜 別府康行 

 関西   足立紀尚  縣 保佑  塩見靖国  手塚昌信  中島裕之  南部隆秋 

  古沢 裕  松井 保  三上市蔵  山本信行  渡邊栄一  横山康夫 

小笹太郎  神田 徹  阪田 晃  西川恭爾  満岡英世  三田村武  

 頼 千元 

 中国   辰巳正明  福岡捷ニ  小林英昭  名合宏之  日野裕善 

 四国   山口政隆  塩田雄三  井添健介  平尾 潔 

 西部   甲斐総治郎 溝辺 哲  佐藤 清  中村良明  深見一男  秋吉 卓  

 江崎哲郎  山本雅史 

 

1999 年度土木学会役員名簿 

会長    岡村 甫 

副会長   川合 勝  佐藤信彦  三浦 尚  道上正規  山本卓朗 

次期会長  鈴木道雄 

専務理事  三好逸二 

理事    池田駿介  入江洋樹  上原 忠  内田敏久  梅原利之  瓜生喜久雄 

大塚浩司  嘉門雅史  川嶋康宏  川村満紀  岸 清   齋藤尚久 

佐伯 昇  佐々木茂範 鈴木道雄  高橋喜一  西村宣男  林 潤 

福岡捷二  松下博通  三浦哲彦  森地 茂  渡邊和夫 

監事    梶山 修  清水正貴 



 

評議員 

 北海道  金澤義輝  斉藤和夫  高橋耕平  菅原久広 

東北   神部壽行  北川 明  藤本俊郎 

 関東   足立元良  浅川和佑  岡田鉄三  岡村秀樹  角湯正剛  木村昌司  

 日下部治  高辻 哲  高橋郁夫  竹内雅之  為沢長雄  辻 幸和  

 鶴谷宏一  土井研介  林 康雄  布施谷寛  藤野陽三  藤本貴也  

 本床正史  増田陳紀  茗ケ原義彦 望月常好  山田 正 

 中部   太田秀樹  部田哲雄  藤井千代喜 別府康行 

 関西   足立紀尚  縣 保佑  塩見靖国  手塚昌信  中島裕之  南部隆秋 

  古澤 裕  松井 保  三上市蔵  山本信行  渡邊栄一  横山康夫 

 中国   小林英昭  名合宏之  日野裕善 

 四国   井添健介  平尾 潔 

 西部   溝辺 哲  秋吉 卓  江崎哲郎  山本雅史 

 

2000 年度土木学会役員名簿 

会長    鈴木道雄 

副会長   岸 清   彦坂 熙  三浦 尚  森地 茂  山本卓朗 

次期会長  丹保憲仁 

専務理事  三好逸二 

理事    池田駿介  内田敏久  梅原利之  瓜生喜久雄 大塚浩司  小澤良夫 

嘉門雅史  河上省吾  川嶋康宏  齋藤尚久  佐藤信秋  高橋喜一 

丹保憲仁  辻 靖三  冨岡征一郎  中川浩二  南部邦彦  西村宣男 

西村仁嗣  福岡捷二  藤川寛之  三浦哲彦  渡邊和夫 

監事    梶山 修  部田哲雄 

評議員 

北海道  一條昌幸 加賀屋誠一 金澤義輝  斉藤和夫 高橋耕平 戸谷有一 

 

2001 年度土木学会役員名簿 

会長    丹保憲仁 

副会長   青山俊樹  角田與史雄 川嶋康宏  冨岡征一郎 彦坂 熙 

次期会長  岸 清 

専務理事  古木守靖 

理事    井上啓一  大林芳久  小澤良夫  尾島 勝  河上省吾  川谷 健 

岸  清  岸野佑次  小森 博  坂本忠彦  佐藤信秋  蛇川雄司 

田村 武  鶴巻栄光  中川浩二  中村興一  南部邦彦  西田繁一 

西村仁嗣  藤川寛之  三木千壽  村上正士  山口一弘 

 

2002 年度土木学会役員名簿 

会長    岸 清 

副会長   角田與史雄 川嶋康宏  田崎忠行  濱田政則  村上仁士 

次期会長  御巫清泰 

専務理事  古木守靖 



 

理事    磯島茂男  井上啓一  魚本健人  大林芳久  奥谷 巌  尾島 勝 

川谷 健  岸野佑次  小松利光  小森 博  坂本忠彦  蛇川雄司 

朴 慶智  田村 武  鶴巻榮光  都丸徳治  中山隆弘  古市尚義 

御巫清泰  三木千壽  百瀬 治  森光康夫  山口一弘 

監事    今木甚一郎 坂本成彦 

 

2003 年度土木学会役員名簿 

会長    御巫清泰 

副会長   伊佐治敏  草柳俊二  田﨑忠行  濱田政則  増田光男 

次期会長  森地 茂 

専務理事  古木守靖 

理事    飯田恭敬  磯島茂男  井上啓一  魚本健人  小笠原常資 奥谷 巌 

金子恒夫  川島 毅  川谷充郎  熊谷恒一郎 小松利光  御坊田裕己 

佐藤馨一  朴 慶智  都丸徳治  中山隆弘  名合宏之  橋口誠之 

藤原昭男  堀 正幸  森杉壽芳  森地 茂  森光康夫 

監事    坂本成彦  廣谷彰彦 

 

2004 年度土木学会役員一覧 

会長    森地 茂 

副会長   四俵正俊  田﨑忠行  橋口誠之  増田光男  渡邊英一 

次期会長  三谷 浩 

専務理事  古木守靖 

理事    飯田恭敬  伊佐治敏  大島一哉  小笠原常資  金子恒夫  川島 毅 

川谷充郎  日下部治  草柳俊二  熊谷恒一郎  後藤英夫  御坊田裕己 

佐藤馨一  杉恵頼寧  善 功企  龍岡文夫    中洞好博  名合宏之 

古土井光昭 堀 正幸  三谷 浩  森杉壽芳   山田 正 

監事    関口龍一  廣谷彰彦 

 


