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1992～1994

理 事 長 田島壮幸      
常任理事 総務担当  藤井光男 総務担当  森　昭夫
 大会担当  二神恭一 大会担当  島袋嘉昌
 会計担当  村田和彦 国際関係担当  稲村　毅
理　　事  （東日本）  （西日本） 
 大西勝明  阪柳豊秋 市村昭三  稲村　毅
 篠崎恒夫  鈴木辰治 大橋昭一  加護野忠男
 高橋俊夫  田島壮幸 片岡信之  佐野　守
 貫　隆夫  藤井光男 島袋嘉昌  仲田正機
 二神恭一  丸山恵也 原田　実  前川恭一
 村田和彦  村田　稔 森　昭夫  森本隆男
 森本三男   吉原英樹  

1995～1997

理 事 長 森　昭夫      
常任理事 総務担当　　　　高橋俊夫 総務担当　　　宗像正幸
 大会担当　　　　貫　隆夫 大会担当　　　大橋昭一
 会計担当　　　　村田和彦 国際関係担当　野口　祐
 機関誌担当　　　村田　稔 機関誌担当　　坂本　清
理　　事  （東日本）  （西日本） 
 伊丹敬之　　　　植竹晃久 赤岡　功  丑山　優
 大西勝明　　　　菊池敏夫 大橋昭一  奥林康司
 河野昭三　　　　阪柳豊秋 片岡信之  坂本　清
 柴川林也　　　　高橋俊夫 佐藤義信  塩次喜代明
 貫　隆夫　　　　野口　祐 前川恭一  宗像正幸
 平尾武久　　　　平田光弘 森　昭夫  森本隆男
 丸山恵也　　　　村田和彦 渡辺　峻
 村田　稔      

1998～2000

理 事 長 野口　祐      
常任理事 総務担当  植竹晃久 総務担当  宗像正幸
 大会担当  百田義治 大会担当  渡辺　峻

 会計担当  小松　章 国際関係担当  奥林康司
 機関誌担当  森本三男 機関誌担当  坂本　清
理　　事  （東日本）  （西日本） 
 植竹晃久  風間信隆 赤岡　功  井上昭一
 菊池敏夫  河野昭三 丑山　優  岡本博公
 小阪隆秀  小松　章 奥林康司  亀井正義
 小山　修  柴川林也 小林厚助  坂本　清
 高橋由明  野口　祐 佐野　守  二神恭一
 林　倬史  平田光弘 水原　𠘑  宗像正幸
 百田義治  森本三男 渡辺　峻

2001～2003

理 事 長 片岡信之
常任理事 総務担当  百田義治 総務担当  坂下昭宣
 大会担当  小林俊治 大会担当  水原　𠘑
 会計担当  村田和彦 国際関係担当  高橋由明
 機関誌担当  森本三男 機関誌担当  玉村博巳
理　　事  （東日本）  （西日本） 
 飫冨順久　  風間信隆 市村昭三  井上昭一
 河野大機  小阪隆秀 岡本博公  片岡信之
 小林俊治  小松　章 坂下昭宣  櫻井克彦
 小山　修  齊藤毅憲 佐野　守  玉村博巳
 十川廣國  高橋由明 筒井清子  夏目啓二
 林　倬史  百田義治 浜川一憲  藤本光夫
 村田和彦  森本三男 二神恭一  水原　𠘑

2004～2006

理 事 長 小林俊治      
常任理事 総務担当  齊藤毅憲 総務担当  奥林康司
 大会担当  十川廣國 大会担当  廣瀬幹好
 会計担当  佐久間信夫 国際関係担当  夏目啓二
 機関誌担当  林　正樹 機関誌担当  田中照純
理　　事  （東日本）  （西日本） 
 石井　耕  井上照幸 太田進一  奥林康司
 飫冨順久　  菊池敏夫 片岡信之  亀田速穂
 小林俊治  齊藤毅憲 斎藤貞之  櫻井克彦
 佐久間信夫  桜井　徹 佐々木利廣  田中照純
 佐々木恒男  十川廣國 辻村宏和  夏目啓二
 高橋正泰  那須野公人 廣瀬幹好  深山　明
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 貫　隆夫  林　正樹 藤本光夫  水谷内徹也
 平沼　高      

2007～2009

理 事 長 坂下昭宣      
常任理事 総務担当  林　正樹 総務担当  深山　明
 大会担当  菊池敏夫 大会担当  遠藤雄二
 会計担当  百田義治 国際関係担当  大月博司
 機関誌担当  桜井　徹 機関誌担当  亀田速穂
理　　事  （東日本）  （西日本） 
 石井　耕  井上照幸 遠藤雄二  亀田速穂
 大月博司  大平浩二 斎藤貞之  坂下昭宣
 亀川雅人  菊池敏夫 佐々木利廣  鈴木良始 
 桜井　徹  佐々木恒男 田中照純  辻村宏和
 高橋正泰  那須野公人 平田光弘  廣瀬幹好
 林　正樹  百田義治 水谷内徹也  深山　明
 平沼　高  渡部直樹 由井　浩

2010～2012

理 事 長 高橋俊夫
常任理事 総務担当  小阪隆秀 総務担当  海道ノブチカ
 大会担当  沼上　幹 大会担当  上林憲雄
 会計担当  佐久間信夫 国際関係担当  夏目啓二
 機関誌担当  日高克平 機関誌担当  上田　慧
理　　事  （東日本）  （西日本） 
 安藤　陽  大月博司 池内秀己  井上善海
 大平浩二  大平義隆 今田　治  上田　慧
 小椋康宏  亀川雅人 遠藤雄二  海道ノブチカ
 國島弘行  黒田兼一 上林憲雄  櫻井克彦
 小阪隆秀  佐久間信夫 下崎千代子  中條秀治 
 高橋俊夫  沼上　幹 夏目啓二  原　拓志
 日高克平  吉原正彦 森田雅也  渡部直樹

2013～2015

理 事 長 海道ノブチカ
常任理事 総務担当  高橋正泰 総務担当  上林憲雄
 大会担当  小阪隆秀 大会担当  夏目啓二
 会計担当  佐久間信夫 国際関係担当  黒田兼一
 機関誌担当  加藤俊彦 機関誌担当  上田　慧

理　　事  （東日本）  （西日本） 
 井上善海  大平義隆 池内秀己  今田　治
 加藤俊彦  國島弘行 上田　慧  海道ノブチカ
 黒田兼一  小阪隆秀 勝部伸夫  上林憲雄
 榊原研吾  佐久間信夫 櫻井克彦  中條秀治
 高橋正泰  田渕泰男 辻村宏和  中瀬哲史
 沼上　幹  日高克平 夏目啓二  原　拓志
 藤田　誠  吉原正彦 福永文美夫

2016～2018

理 事 長 百田義治      
常任理事 総務担当  田淵泰男 総務担当  平野恭平
 大会担当  勝部伸夫 大会担当  三戸　浩
 会計担当  藤田　誠 国際関係担当  石井真一
 機関誌担当  加藤志津子 機関誌担当  中瀬哲史
理　　事  （東日本）  （西日本） 
 岩波文孝  大平浩二 石井真一  今西宏次
 勝部伸夫  加藤志津子 浦野倫平  中瀬哲史
 菊澤研宗  榊原研吾 平野恭平  福永文美夫
 咲川　孝  高橋正泰 藤木善夫  細川　孝
 田中一弘  田淵泰男 三戸　浩  森田雅也
 玉井健一  所　伸之 守屋貴司  涌田幸宏
 百田義治  藤田　誠 渡辺敏雄  

［注記］　理事会名簿は遡りうるところまで追跡したが，1991年以前は資料を入手できなかった。
 なお，学会創設時の理事会は『経営学論集』第1集に掲載されている。


