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理事長 小谷 元子 
 
理 事 岩崎 克則   小磯 深幸 
 小薗 英雄   徳永 浩雄 
 舟木 直久   望月 拓郎 
 ＊大槻 知忠  ＊片岡 清臣 
 ＊川又雄二郎  ＊小谷 元子 
 ＊寺杣 友秀  ＊三松 佳彦 

（＊印は 2016，2017 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]  小林 政晴   青木 昌雄 
[東 北] 宇野  力   板東 重稔 
[関 東] 逆井 卓也   皆川 龍博 
             稲葉 尚志   宮地 淳一 
             辻   元   利根川 聡 
[中 部] 藤江 双葉   櫻本 篤司 
        林  倫弘 
[京 都] 市野 篤史   川口  周 
            福島 竜輝 
[阪 神] 太田 泰広   永友 清和 
           源  泰幸 
[中国・四国] 谷口 雅治   内藤 雄基 
             川下 美潮 
[九 州] 増田 俊彦   中田 寿夫 
         丸山 幸宏 
分 科 会 
[数学基礎論] 鈴木登志雄   菊池  誠 
[代 数 学] 寺杣 友秀   市川 尚志 
[幾 何 学] 小磯 深幸   黒瀬  俊 
[函 数 論] 阿部  誠   石崎 克也 
[函数方程式論] 清水 扇丈   小薗 英雄 
[実 函 数 論] 松岡 勝男   松本 敏隆 
[函数解析学] 示野 信一   渚    勝 
[統 計 数 学] 会田 茂樹   瀬尾  隆 
[応 用 数 学] 佐藤  巖   石渡 哲哉 
[トポロジー] 大鹿 健一   三松 佳彦 
[編 集 会] 片岡 清臣   川又雄二郎 
[理事会推薦] 大槻 知忠   小谷 元子 

内藤 久資 
 
 

地方区代議員（代議員） 
 北  海  道 小林 真平   秋山 正和 
  東   北 岡部 真也   津田谷公利 
       大野 泰生 
 関   東 植田 一石   河澄 響矢 
       木田 良才   下村 明洋 
       川平 友規   戸田 正人 
       上原 北斗   倉田 和浩 
       種村 秀紀   福井 敏純 
       小島 秀雄   桑原 敏郎 
       小山 大介   木村 真琴 
       照屋  保   竹居 正登 
       笹木 集夢   越智 禎宏 
       高山 晴子   永井 保成 
       松山 善男   筧   三郎 
 中   部 谷内  靖   藤田 安啓 
       佐久間紀佳   村瀬 勇介 
       毛利  出   柘植 直樹 
       中島  誠 
 京   都 井川  治   福本 善洋 
       溝畑  潔   矢野 孝次 
 阪   神 桑村 雅隆   髙坂 良史 
       小林 孝行   久保 雅弘 
       中村 弥生   尾角 正人 
 中国・四国 倉田 久靖   青木 美穂 
       田中  敏   平野  幹 
        小山 哲也 
 九   州 半田 賢司   辻川   亨 
       鈴木 智成   田中 康彦 
       勝田  篤 
 
 

（以上，全員非常勤） 


