
東北大学電気系同窓会総会ならびに東京支部総会報告

内容

第一部：平成１４年度東北大学電気系同窓会総会・東京支部総会（於２０２号室）
                                   司会：東京支部幹事補佐 小林岳彦
１．開会挨拶                                              野宮紘靖 支部長
２．会長挨拶                                              西澤潤一 会長
３．大学の近況                                            牧野正三 教授
４．議事
(1)本部関係                                             根元義章 教授
                                                          中島康治 教授

①平成１３年度本部事業並びに１４年度事業計画
②平成１３年度本部会計報告並びに１４年度会計予算案
③平成１５年度役員選出

(2)東京支部関係                                         野宮紘靖 支部長
①平成１３年度東京支部事業並びに会計報告
②平成１４年度東京支部事業計画並びに会計予算案
③平成１５年度東京支部役員選出

 

以上、原案通り承認された。

５．特別講演(17:35)
講師：小野寺正様  ＫＤＤＩ株式会社代表取締役社長
演題：「通信事業の現状と今後の動向」

６．閉会

第二部：懇親会（於２０１号室）
                                     司会：東京支部副幹事 今川洋一
１．開会･叙勲・黙祷(19:00)
２．開会挨拶 伊野昌義 副支部長
３．挨拶                                                  西澤潤一 会長
                                                          中村慶久 教授
                                                          大先輩または先生
４．乾杯                                                  大槻幹雄 副会長
５．懇談
６．万歳三唱                                              若手有志
７．閉会



総会参加者まとめ

  参加者数
昨年
参加者数

旧教官 5 6
現教官 8 11
一般 83 70
合計 96 87

参考図　卒業年次別参加者数

申込形態別申込者数

申込形態 申込人数 出席人数
葉書による申込 87

71
(葉書出欠不明分) (32)
メールによる申込 16 15
当日申込 10 10

合計 113 96



総会参加者リスト

旧教官        
氏 名 卒年 学科 所属
佐藤 利三郎 S19 通信 （株）東北テクノブレインズ
佐藤 源貞 S22 通信 アンテナ技研（株）
西澤 潤一 S23 電気 岩手県立大学
秦泉寺 敏正 S31 電気 ジェイアール総研電気システム

高木 相 S32 電通M 東北文化学園大学

現教官        
中村 慶久 S38 通信 東北大学電気通信研究所
水野 皓司 S38 電子 東北大学電気通信研究所
丸岡 章 S40 通信 東北大学大学院情報科学研究科
根元 義章 S43 通信 東北大学大学院情報科学研究科
阿曽 弘具 S43 電気 東北大学大学院工学研究科
牧野 正三 S44 電子 東北大学大学院工学研究科
中島 康治 S47 電気 東北大学電気通信研究所
二見 亮弘 S55 電子 東北大学大学院工学研究科
一般        
深田 正雄 S10 電気  
藤木 榮 S15 電気  
小野田 元 S21 電気 （株）東京理化工業所
菅野 允 S22 通信  
大谷　 三郎 S23 通信  
萩野 芳造 S23 通信  
大塚 修司 S26 通信  
勝田 昌宏 S26 電気 （株）デー・アンド・イー
岡 久雄 S27 電気 三菱電機（株）
鈴江 武彦 S28 通信 鈴榮特許綜合法律事務所
田代 穣次 S28 通信 情報通信国際交流会
高畠 隆 S28 通信  
門馬 剛平 S28 電気 群馬工業高等専門学校
大槻 幹雄 S29 通信 （株）富士通ビジネスシステム
湯淺 謙 S29 電気 （株）サンシャイントーク

吉田 登美男 S30 電通M  
山本 健一 S31 通信 （株）ヴェリー
三浦 信 S32 通信 (財)移動無線センター
平木 貞行 S32 通信  
寺西 昇 S33 通信 岩崎通信機（株）
塚本 英雄 S33 通信 日本医療機器関係団体協議会
高橋 啓 S34 電気 中央電子（株）
松家 敬 S35 通信  
原島 進 S35 電気 （株）大興電機製作所
石川 元 S36 通信 富士通分析ラボ（株）
木村 英俊 S36 通信 東海大学
内田 喜之 S37 電子 富士電機（株）
山本 誠實 S38 通信 ドコモエンジニアリング（株）



黒川 卓 S38 通信 （株）日立国際電気
林 信幸 S38 電気 （株）コミューチュア
野宮 紘靖 S39 電子 （株）日立国際電気
池上 昌隆 S40 電子 ソニー（株）
長田 眞 S40 電子 （株）エクシオテクノコンサルタント

榑松 八平 S40 電気
富士通ネットワークソリューション
（株）

今井 彬伯 S41 通信 アンリツ（株）
伊野 昌義 S42 電子 沖電気工業（株）
大野 宏 S42 電気 綜合警備保障（株）
小嶋 弘 S42 通信 （株）日本インターネット研究所
祢津 信夫 S43 通信 ＫＤＤＩ（株）
前田 昭男 S43 電気 ＫＤＤＩ（株）
岡村 敏光 S44 通信 （株）ＮＴＴ－ＭＥ

土屋 治彦 S44 電通M ＮＥＣトーキン（株）

辻 信行 S45 電子 ツジ電子（株）
小野寺 正 S45 電気 ＫＤＤＩ（株）
岩田 英夫 S45 通信 松下通信工業（株）
柿沼 雄二 S45 通信 松下電器産業（株）

小柳 光正 S46 電子M 東北大学

村上 篤道 S46 通信 三菱電機（株）
冨田 龍吉 S47 通信 アンリツ（株）

古村 雄二 S47 電子 （株）フィルテック/(有)フィルブリッジ
松中 直人 S47 電気 ＫＤＤＩ（株）
熊谷 忠 S48 通信 東日本電信電話（株）

多田 順次 S48 電通D シャープ（株）

鹿田 實 S48 電子 日本電気（株）
櫻井 研二 S49 電気 （株）ユアテック
木塚 透 S50 通信 (財)KDDIｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｱﾝﾄﾞ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
坂本 昌往 S51 電子 東日本電信電話（株）

龍野 秀雄 S51 電通M ＮＴＴ未来ネット研究所

今井 眞一 S51 電子 （株）東芝
プラマニク
ガデル博

S52 電通D （株）リクルート

佐藤 哲夫 S55 通信 ＫＤＤＩ（株）
小林 敏晴 S56 電子 ＫＤＤＩ（株）
坂本 宏行 S57 通信 沖電気工業（株）
今川 洋一 S59 通信 沖電気工業（株）
蛭田 規之 S59 通信 沖電気工業（株）
舟田 和司 S59 通信 ＫＤＤＩ（株）
阿部 博則 S62 通信 ＫＤＤＩ（株）
湯浅 晃弘 S62 電気 ＫＤＤＩ（株）
丸山 貴久 S63 電気 （株）日放電子
小林 岳彦 H01 電気 （株）日立国際電気
高橋 雄一 H03 情報 ＫＤＤＩ（株）
賀川 昌俊 H05 電子 沖電気工業（株）

影山 准一 H06 電子M 太陽誘電（株）

水迫 正幸 H08 通信 日本テレコム（株）



戸丸 賢也 H08 情報 （株）日立国際電気
赤羽 章彦 H08 情報 （株）日立国際電気
若杉 芳宏 H09 通信 ＫＤＤＩ（株）

牛坊 英一 H09 情報M ＫＤＤＩ（株）

濱 暢宏 H10 情報 シャープ（株）
大谷 峰生 H10 電気 ＫＤＤＩ（株）

森 直之 H11 電通M 中央電子（株）

大友 威彦 H12 電子 ＫＤＤＩ（株）

高橋 英憲 H12 電子M ＫＤＤＩ（株）


