
 
 

社団法人    日本音響学会    社      員      名      簿 
[平成 19年～平成 21年] 

番号 社員名 備考 
1 相川  清明  
2 青木  茂明  
3 赤木  正人 副会長 
4 秋山  いわき  
5 浅野    太  
6 蘆原    郁  
7 安倍  正人  
8 阿部  匡伸  
9 天野  成昭  

10 荒井  隆行  
11 安藤  彰男  
12 安藤    啓  
13 飯田  一博 理事 
14 石田  康二  
15 伊勢  史郎  
16 板倉  文忠  
17 板橋  秀一  
18 伊藤  彰則  
19 伊藤  憲三  
20 伊藤  洋一 理事 
21 井上  勝夫  
22 伊福部  達  
23 今井  章久  
24 入野  俊夫  
25 岩瀬  昭雄  

番号 社員名 備考 
26 岩橋  清勝  
27 岩宮  眞一郎  
28 上野  佳奈子  
29 上羽  貞行  
30 宇佐川  毅 理事 
31 江端  正直  
32 遠藤  信行  
33 大賀  寿郎  
34 大久保  朝直  
35 大串  健吾  
36 大鶴    徹 理事 
37 大橋  心耳  
38 小口  恵司  
39 小澤  賢司  
40 尾関  和彦  
41 落合  博明  
42 尾野  溢夫  
43 小野  一穂  
44 尾本    章 理事 
45 加来  治郎  
46 筧    一彦  
47 柏野  牧夫  
48 粕谷  英樹  
49 片岡  章俊  
50 片桐    滋  

番号 社員名 備考 
51 加藤  宏明  
52 金井    浩 理事 
53 金田    豊  
54 鏑木  時彦  
55 鎌倉  友男  
56 河井  康人  
57 河原  達也  
58 河原  英紀  
59 川端    豪  
60 北脇  信彦  
61 城戸  健一  
62 木村  和則  
63 櫛引  淳一  
64 工藤  すばる  
65 久野  和宏  
66 栗栖  清浩  
67 黒澤    実  
68 桑野  園子  
69 香野  俊一  
70 古賀  貴士  
71 小畑  秀文  
72 小林  哲則  
73 崔  博  坤  
74 斎藤  繁実  
75 阪上  公博  

番号 社員名 備考 
76 坂本  慎一  
77 嵯峨山  茂樹  
78 匂坂  芳典  
79 佐久間  哲哉  
80 佐々木  實  
81 佐藤    洋 理事 
82 鮫島  俊哉  
83 塩田  正純  
84 鹿野  清宏  
85 白井  克彦  
86 管村    昇  
87 鈴木  英男  
88 鈴木  陽一 理事 
89 曽根  敏夫 監事 
90 瀧浪  弘章 副会長 
91 武田  一哉 理事 
92 橘    秀樹  
93 舘野    誠  
94 苣木  禎史  
95 中鉢  憲賢  
96 津崎    実  
97 寺尾  道仁  
98 東倉  洋一  
99 東山  三樹夫  

100 徳田  恵一  



 
 

社団法人    日本音響学会    社      員      名      簿 
[平成 19年～平成 21年] 

番号 社員名 備考 
101 中川  聖一  
102 中島  祥好  
103 中村  健太郎  
104 中村    哲  
105 縄岡  好人  
106 難波  精一郎  
107 畑岡  信夫  
108 蜂屋  弘之 理事 
109 羽田  陽一  
110 濱田  幸雄 理事 
111 浜田  晴夫  
112 平原  達也  
113 平松  幸三  
114 平松  友孝  
115 広瀬  啓吉  
116 福島  昭則 理事 
117 福地  智子 理事 
118 福留  公利  
119 藤本  一壽  
120 藤原  恭司  
121 古井  貞煕  
122 古家  賢一  
123 前川  純一  
124 牧野  昭二  
125 牧野  正三  

番号 社員名 備考 
126 正木  信夫 理事 
127 松川  真美 理事 
128 間野  一則  
129 峯村  敦雄  
130 宮坂  栄一  
131 三好  正人  
132 村石  喜一  
133 森本  政之 会長 
134 守谷  健弘 理事 
135 安岡  正人  
136 柳田  益造  
137 山崎  芳男 監事 
138 山下  充康  
139 山田  一郎  
140 山田  真司  
141 山田  玲子  
142 山本    健  
143 山本  貢平 理事 
144 横田  明則  
145 吉川  教治  
146 吉川  昭吉郎  
147 吉久  光一  
148 吉村  純一  
149 力丸    裕  
150 渡辺  好章  

 


