
理事長 清水 扇丈

理事 鎌田 聖一 久保 英夫 [北　海　道] 跡部 発 鈴木 悠平

小薗 英雄 小西 由紀子 [東　　　北] 小林 真人 竹内 潔

清水 扇丈 田口 雄一郎 横田 巧

* 石毛 和弘 * 金子 昌信 [関　　　東] 佐々田 槙子 白石 潤一

* 杉本 充 * 田中 真紀子 寺田 至 三竹 大寿

* 寺杣 友秀 * 行木 孝夫 坂本 祥太 下條 昌彦

ツァン シンイー 服部 俊昭

監事 小島 定吉 坪井 俊 井上 玲 コスキヴィルタ ジャン・ステファン

宮岡 洋一 竹内 有哉 張間 忠人

入江 博 大下 達也

鎌谷 研吾 山形 紗恵子

杉本 充 寺杣 友秀 新井 啓介 太田 雅人

行木 孝夫 小川 竜 ＊ 佐藤 周友

[北　海　道] 赤塚 広隆 * 黒田 紘敏 高島 克幸 ＊ 吉田 健一

[東　　　北] * 福泉 麗佳 別宮 耕一 [中　　　部] 淺井 暢宏 宇佐美 広介

[関　　　東] 阿部 紀行 小野寺 有紹 謝 賓 鈴木 政尋

町原 秀二 * 山田 裕一 谷本 祥 松本 敏隆

早野 健太 小池 茂昭 [京　　　都] 片桐 民陽 久保 利久

[中　　　部] * イェーリッシュ ヨハネス 鍜治 俊輔 多羅間 大輔 宮路 智行

保倉 理美 [阪　　　神] 池田 徹 久保 雅弘

[京　　　都] 磯野 優介 * 楠岡 誠一郎 小池 貴之 澤 正憲

山下 靖 平木 彰 眞﨑 聡

[阪　　　神] ラスマン ウェイン * 降籏 大介 [中国・四国] 鈴木 武史 野村 昇

綿森 葉子 橋本 隆司 宮川 貴史

[中国・四国] 觀音 幸雄 * 古宇田 悠哉 山田 拓身

和田 健志 [九　　　州] 出原 浩史 林 正史

[九　　　州] 島袋 修 * 竹田 雄一郎 本田 あおい 吉川 周二

中田 寿夫

[数学基礎論] 酒井 拓史 * 田中 義人

[代　数　学] * 小島 秀雄 髙橋 篤史

[幾　何　学] * 井関 裕靖 田中 真紀子

[函　数　論] * 須川 敏幸 本田 竜広

[函数方程式論] 石毛 和弘 * 久保 英夫

[実 函 数 論] 赤木 剛朗 * 河邊 淳

[函数解析学] * 織田 寛 渡邉 恵一

[統 計 数 学] * 厚地 淳 小池 健一

[応 用 数 学] 中村 健一 * 萩田 真理子

[ト ポ ロ ジ ー] 石川 昌治 * 鎌田 聖一

[編　集　会] 金子 昌信 矢崎 成俊

2022年度日本数学会役員・社員名簿

（以上、全員非常勤）

全国区代議員（評議員）　

地方区代議員（代議員）　

（ * 印は支部，分科会連絡責任評議員）

（ * 印は2022，2023年度理事）

（新役員の任期は６月からです）


