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期 年号 西　暦
北　　　信　　　越　　　支　　　部 本　　　　部

支　部　長 副支部長 本部理事（第五区） 総会開催地等 正会員数 会　　長 正会員数

１期 昭45（1970年） 島田　重道 （石川） 浦野善之助 （長野） 浦野善之助 （長野） 新潟県 45.8.29 317 内田　秀雄 （東大） －

２期 昭46（1971年） 浦野善之助 （長野） 橋本　正宏 （石川） 浦野善之助 （長野） 石川県 46.8.29 340 内田　秀雄 （東大） 13,583

３期 昭47（1972年） 浦野善之助 （長野） 橋本　正宏 （石川） 森　　正文 （長野） 福井県 47.7.9 386 小林陽太郎 （東工大） 15,919

４期 昭48（1973年） 浦野善之助 （長野） 橋本　正宏 （石川） 田口　吉孝 （富山） 富山県 48.6.30 487 小林陽太郎 （東工大） 15,870

５期 昭49（1974年） 浦野善之助 （長野） 橋本　正宏 （石川） 浦野善之助 （長野） 長野県 49.6.23 524 勝田　高司 （東大） 16,627

６期 昭50（1975年） 浦野善之助 （長野） 橋本　正宏 （石川） 浦野善之助 （長野） 新潟県 50.6.21 554 勝田　高司 （東大） 16,888

７期 昭51（1976年） 浦野善之助 （長野） 橋本　正宏 （石川） 田口　吉孝 （富山） 石川県 51.6.19 577 井上　宇一 （早大） 17,123

８期 昭52（1977年） 浦野善之助 （長野） 柴田　勝弘 （福井） 田口　吉孝 （富山） 福井県 52.6.4 607 井上　宇一 （早大） 17,533

９期 昭53（1978年） 浦野善之助 （長野） 柴田　勝弘 （福井） 橋本　正宏 （石川） 富山県 53.5.20 638 井上　宇一 （早大） 17,860

10期 昭54（1979年） 浦野善之助 （長野） 柴田　勝弘 （福井） 橋本　正宏 （石川） 長野県 54.6.2 677 井上　宇一 （早大） 18,105

11期 昭55（1980年） 浦野善之助 （長野） 瀬田　省三 （福井） 前田　清一 （富山） 新潟県 55.6.7 706 藤井　正一 （芝工大） 18,427

12期 昭56（1981年） 浦野善之助 （長野） 大垣　秀邦 （石川） 前田　清一 （富山） 石川県 56.6.6 723 藤井　正一 （芝工大） 18,705

13期 昭57（1982年） 浦野善之助 （長野） 大垣　秀邦 （石川） 大垣　秀邦 （石川） 福井県 57.6.19 733 藤井　正一 （芝工大） 18,863

14期 昭58（1983年） 浦野善之助 （長野） 大垣　秀邦 （石川） 大垣　秀邦 （石川） 富山県 58.6.11 751 藤井　正一 （芝工大） 18,926

15期 昭59（1984年） 浦野善之助 （長野） 大垣　秀邦 （石川） 前田　清一 （富山） 長野県 59.6.9 754 藤井　正一 （芝工大） 18,626

16期 昭60（1985年） 浦野善之助 （長野） 役山　孝之 （新潟） 前田　清一 （富山） 新潟県 60.6.15 753 篠原　隆政 （明大） 18,483

17期 昭61（1986年） 役山　孝之 （新潟） 前田　清一 （富山） 大垣　秀邦 （石川） 石川県 61.6.14 729 篠原　隆政 （明大） 18,263

18期 昭62（1987年） 役山　孝之 （新潟） 前田　清一 （富山） 大垣　秀邦 （石川） 福井県 62.6.20 683 篠原　隆政 （明大） 17,908

19期 昭63（1988年） 前田　清一 （富山） 村島外三雄 （石川） 西村　豊治 （富山） 富山県 63.6.11 685 橋口　　敬 （神奈川大） 17,741

20期 平元（1989年） 前田　清一 （富山） 村島外三雄 （石川） 西村　豊治 （富山） 長野県 01.6.17 666 橋口　　敬 （神奈川大） 17,448

21期 平２（1990年） 長谷川仁一 （石川） 新井　洋二 （福井） 浅野　良晴 （長野） 新潟県 02.6.16 666 吉澤　　晋 （東理大） 17,634

22期 平３（1991年） 長谷川仁一 （石川） 新井　洋二 （福井） 浅野　良晴 （長野） 石川県 03.6.21 623 吉澤　　晋 （東理大） 17,611

23期 平４（1992年） 新井　洋二 （福井） 西村　豊治 （富山） 役山　孝之 （新潟） 福井県 04.6.19 621 吉澤　　晋 （東理大） 17,559

24期 平５（1993年） 新井　洋二 （福井） 西村　豊治 （富山） 役山　孝之 （新潟） 富山県 05.6.11 645 吉澤　　晋 （東理大） 18,319

25期 平６（1994年） 役山　孝之 （新潟） 金内　　仁
吉田　英男

（新潟）
（長野） 浅野　良晴 （長野） 長野県 06.6.17 744 木村　建一 （早大） 19,564

26期 平７（1995年） 役山　孝之 （新潟） 金内　　仁
吉田　英男

（新潟）
（長野） 浅野　良晴 （長野） 新潟県 07.6.9 777 木村　建一 （早大） 19,680

27期 平８（1996年） 吉田　英男 （長野） 浅野　良晴
村島外三雄

（長野）
（石川） 山本富士夫 （福井） 石川県 08.6.14 772 松尾　　陽 （明大） 19,902

歴代支部長・副支部長・本部会長、正会員数
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期 年号 西　暦
北　　　信　　　越　　　支　　　部 本　　　　部

支　部　長 副支部長 本部理事（第五区） 総会開催地等 正会員数 会　　長 正会員数

28期 平９（1997年） 吉田　英男 （長野） 浅野　良晴
村島外三雄

（長野）
（石川） 山本富士夫 （福井） 福井県 09.6.6 774 松尾　　陽 （明大） 19,985

29期 平10（1998年） 吉枝　八郎 （富山） 小川　裕二
村島外三雄

（富山）
（石川） 浅野　良晴 （長野） 富山県 10.6.5 763 紀谷　文樹 （東工大） 20,136

30期 平11（1999年） 吉枝　八郎 （富山） 小川　裕二
村島外三雄

（富山）
（石川） 浅野　良晴 （長野） 長野県 11.6.4 757 紀谷　文樹 （東工大） 19,767

31期 平12（2000年） 村島外三雄 （石川） 北川　信重
小野　　稔

（石川）
（福井） 澁谷　雄二 （新潟） 新潟県 12.6.9 757 田中　俊六 （東海大） 19,448

32期 平13（2001年） 村島外三雄 （石川） 北川　信重
小野　　稔

（石川）
（福井） 澁谷　雄二 （新潟） 石川県 13.5.25 768 田中　俊六 （東海大） 19,084

33期 平14（2002年） 中嶋勇八郎 （福井） 小野　　稔
神成　孝則

（福井）
（新潟） 垂水　弘夫 （石川） 福井県 14.5.17 757 村上　周三 （慶大） 18,611

34期 平15（2003年） 中嶋勇八郎 （福井） 小野　　稔
神成　孝則

（福井）
（新潟） 垂水　弘夫 （石川） 富山県 15.5.16 725 村上　周三 （慶大） 18,118

35期 平16（2004年） 神成　孝則 （新潟） 池亀　　敏 （新潟） 浅野　良晴 （長野） 長野県 16.5.21 701 水野　　稔 （大阪大） 17,598

36期 平17（2005年） 神成　孝則 （新潟） 池亀　　敏
阿部　靖史

（新潟）
（長野） 浅野　良晴 （長野） 新潟県 17.5.27 664 水野　　稔 （大阪大） 16,898

37期 平18（2006年） 浅野　良晴 （長野） 本田　正昭
阿部　靖史

（富山）
（長野） 垂水　弘夫 （石川） 石川県 18.5.26 649 鎌田　元康 （神奈川大） 16,318

38期 平19（2007年） 浅野　良晴 （長野） 本田　正昭
阿部　靖史

（富山）
（長野） 垂水　弘夫 （石川） 福井県 19.5.11 641 鎌田　元康 （神奈川大） 15,977

39期 平20（2008年） 本田　正昭 （富山） 永井　伸雄
垂水　弘夫

（富山）
（石川） 浅野　良晴 （長野） 富山県 20.5.9 626 射場本忠彦 （東京電機大） 15,563

40期 平21（2009年） 本田　正昭 （富山） 永井　伸雄
垂水　弘夫

（富山）
（石川） 浅野　良晴 （長野） 長野県 21.5.15 637 射場本忠彦 （東京電機大） 15,524

41期 平22（2010年） 垂水　弘夫 （石川） 北川　信重 （石川） 垂水　弘夫 （石川） 新潟県 22.5.14 613 坂本　雄三 （東大） 15,415

42期 平23（2011年） 垂水　弘夫 （石川） 北川　信重 （石川） 垂水　弘夫 （石川） 石川県 23.5.13 591 坂本　雄三 （東大） 15,114

43回 平24（2012年） 浅野　良晴 （長野）
垂水　弘夫
吉田　伸治
坂口　　淳

（石川）
（福井）
（新潟）

浅野　良晴 （長野） 福井県 24.5.18 541 加藤　信介 （東大） 14,745

44回 平25（2013年） 浅野　良晴 （長野）
垂水　弘夫
吉田　伸治
坂口　　淳

（石川）
（福井）
（新潟）

浅野　良晴 （長野） 富山県 25.5.15 517 加藤　信介 （東大） 14,483

45回 平26（2014年） 坂口　　淳 （新潟）
浅野　良晴
高村　秀紀
中川　勝弘

（長野）
（長野）
（新潟）

坂口　　淳 （新潟） 長野県 26.5.16 515 井上　　隆 （東理大） 14,458

46回 平27（2015年） 坂口　　淳 （新潟）
浅野　良晴
高村　秀紀
中川　勝弘

（長野）
（長野）
（新潟）

坂口　　淳 （新潟） 新潟県 27.6.5 　 井上　　隆 （東理大） －




