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理事長   小谷 元子 
 
理 事   泉  正己   大槻 知忠 

小谷 元子   戸瀬 信之 
二木 昭人   松本  眞 

＊岩崎 克則  ＊小磯 深幸 
＊小薗 英雄  ＊徳永 浩雄 
＊舟木 直久  ＊望月 拓郎 
（＊印は 2015，2016 年度理事） 

 
監 事   小島 定吉   松本 幸夫 

     宮岡 洋一 
 
全国区代議員（評議員） 
支 部 
[北 海 道]  秋山 正和  小林 真平 

[東 北] 大野 泰生  津田谷公利 

[関 東] 髙木 俊輔  吉冨 和志 

             相山 玲子  石上 嘉康 

             辻   元  西納 武男 

[中 部] 古庄 英和  川向 洋之 

             木村  巌 

[京 都] 市野 篤史  望月 拓郎 

            奥山 裕介 

[阪 神] 石井 克幸  中村 博昭 

           宮地 兵衛 

[中国・四国] 増本  誠  成川 公昭 

             島田伊知朗 

[九 州] 杉山 由恵  権  寧魯 

         市川 尚志 

分 科 会 

[数学基礎論] 池田宏一郎  鈴木登志雄 

[代 数 学] 松本  眞  寺杣 友秀 

[幾 何 学] 塩谷  隆  小磯 深幸 

[函 数 論] 正岡 弘照  阿部  誠 

[函数方程式論] 小薗 英雄  岩崎 克則 

[実函数論] 横田 智巳  松岡 勝男 

[函数解析学] 中野 史彦  示野 信一 

[統計数学] 瀬尾  隆  福山 克司 

[応用数学] 小川 知之  佐藤  巖 

[トポロジー] 三松 佳彦  大槻 知忠 

[編  集  会] 福井 敏純  二木 昭人 

[理事会推薦] 伊藤由佳理  徳永 浩雄 

       舟木 直久 

 

地方区代議員（代議員） 
 北  海  道 加藤 正和  宮尾 忠宏 
  東   北 山崎  武  中村  誠 
       原田 昌晃 
 関   東 Ralph Willox 
       加藤 晃史  坂井 秀隆 
       三枝 洋一  服部 俊昭 
       大場  清  横川 光司 
       津村 博文  北詰 正顕 
       長瀬 正義  田中  環 
       平山 至大  山ノ内毅彦 
       安藤  広  名越 弘文 
       原下 秀士  田村 要造 
       宮部 賢志  山崎多恵子 
       三上 敏夫  河本 史紀 
       茂手木公彦 
 中   部 寺澤 祐高  谷内  靖 
       川上  裕  野﨑  寛 
       佐伯 明洋  毛利  出 
       坂口 文則 
 京   都 朝田  衞  福本 善洋 
       溝畑  潔  矢野 孝次 
 阪   神 伊藤 健一  上村 稔大 
       数見 哲也  城崎  学 
       酒井 拓史  山本 吉孝 
 中国・四国 清原 一吉  木内  功 
       安部 利之  諸澤 俊介 
       小泉  伸 
 九   州 石黒 賢士  木本 一史 
       近藤 正男  成田 宏秋 
       増田 俊彦 
 
 

（以上，全員非常勤） 
 
 


