
氏　名 職　位 所属ユニット 氏　名 職　位 所属ユニット 氏　名 職　位 所属ユニット

機器組立て 太田　和良 准教授 NC・CAM 中村　恭平 特任助教 NC・CAM

プラスティック金型 新家　寿健 准教授 福祉

精密機器組立て 二宮　敬一 准教授 機械CAD

小林　浩昭 准教授 メカトロニクス 市川　修 教授 メカトロニクス 小林　孝行 特任助教 制御工学

森口　肇 助教 メカトロニクス

佐藤　崇志 准教授 制御工学

中村　瑞穂 准教授 機械保全・安全 渡邊　正人 准教授 機械環境エネルギー 蓮實　雄大 特任助教 機械保全・安全

吉田　瞬 助教 機械CAD

フライス盤 古賀　俊彦 准教授 機械加工 大北　健二 特任助教 機械加工

構造物鉄工 山浦　真一 准教授 構造物鉄工 奥屋　和彦 教授 構造物鉄工

電気溶接 中島　　均 准教授 溶接 高橋　潤也 助教 溶接

自動車板金 大川　正洋 准教授 塑性加工 小泉　隆行 助教 塑性加工

花山　英治 教授 電子回路 清野　政文 准教授（嘱） 建築環境設備エネルギー 室伏　竜之介 特任助教 ものづくり計測

田村　　仁志 准教授 電子回路

宮崎　真一郎 准教授 情報ネットワーク

貴志　浩久 准教授 心身管理・生体工学

清水　洋隆 教授 電気環境エネルギー 吉水　健剛 准教授 電気設備 山中　光樹 特任助教 電気環境エネルギー

川田　吉弘 准教授 電気環境エネルギー

田中　　晃 教授 電気設備 原　　圭吾 教授 職業訓練コーディネート 北　尊仁 特任助教 電気設備

平原　英明 准教授 エネルギー変換

小坂　大吾 准教授 応用センシング

定成　政憲 教授 木工・塗装・デザイン

飯田　隆一 特任助教 木工・塗装・デザイン

前川　秀幸 准教授（嘱） 建築施工・構造評価（木造） 池田　義人 講師 建築設備・構造評価

塚崎　英世 准教授 建築施工・構造評価（木造）

ITネットワークシステム管理 秋葉　将和 准教授 情報処理 大村　光徳 准教授 情報ネットワーク 大野　成義 教授 情報通信

菊池　拓男 准教授 情報通信

山下　龍生 特任助教 技術基礎

移動式ロボット 斎藤　誠二 准教授 電子制御・信号処理 渡邉　一弘 特任助教 電子制御・信号処理 五十嵐　茂 准教授（嘱） 電子回路

機械製図

メカトロニクス

家具
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情報ネットワーク施工

建築大工

工場電気設備

電工

電子機器組立て



氏　名 職　位 所属ユニット 氏　名 職　位 所属ユニット 氏　名 職　位 所属ユニット

小林　浩昭 准教授 メカトロニクス 市川　修 教授 メカトロニクス 森口　肇 助教 メカトロニクス

佐藤　崇志 准教授 制御工学

小林　孝行 特任助教 制御工学

中村　瑞穂 准教授 機械保全・安全 渡邊　正人 准教授 機械環境エネルギー 蓮實　雄大 特任助教 機械保全・安全

吉田　　瞬 助教 機械CAD

旋盤 古賀　俊彦 准教授 機械加工 大北　健二 特任助教 機械加工

フライス盤 二宮　敬一 准教授 機械CAD

電子回路組立て 田村　仁志 准教授 電子回路 貴志　浩久 准教授 心身管理・生体工学

吉水　健剛 准教授 電気設備 清水　洋隆 教授 電気環境エネルギー 北　　尊仁 特任助教 電気設備

川田　吉弘 准教授 電気環境エネルギー 山中　光樹 特任助教 電気環境エネルギー

木材加工 定成　政憲 教授 木工・塗装・デザイン 飯田　隆一 特任助教 木工・塗装・デザイン 石倉　由紀子 准教授 木工・塗装・デザイン

前川　秀幸 准教授（嘱） 建築施工・構造評価（木造） 塚崎　英世 准教授 建築施工・構造評価（木造）

佐畑　友哉 助教 建築施工・構造評価（木造）

大村　光徳 准教授 情報ネットワーク 堀田　忠義 教授 情報処理 大野　成義 教授 情報通信

秋葉　将和 准教授 情報処理 遠藤　雅樹 准教授 情報通信

宮崎　真一郎 准教授 情報ネットワーク

池田　知純 教授 福祉 斎藤　誠二 准教授 電子制御・信号処理 五十嵐茂 准教授（嘱） 電子回路

渡邉　一弘 特任助教 電子制御・信号処理
ロボットソフト組込み

メカトロニクス

機械製図（CAD)

電気工事

建築大工

ITネットワークシステム管理

令和2年度　若年者ものづくり競技大会委員一覧
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競技委員（主査） 競技委員 補佐員


