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1 愛野時興 代表取締役社長 祐徳自動車㈱ 

2 青木擴憲 代表取締役会長 ㈱AOKIホールディングス 

3 赤松正教 代表取締役専務 アカマツ㈱ 

4 アーネスト・エム・比嘉 代表取締役会長 ㈱ヒガ・インダストリーズ 

5 井川幸広 代表取締役社長 ㈱クリーク・アンド・リバー社 

6 池内比呂子 代表取締役社長 ㈱テノ．コーポレーション 

7 石井浩一 代表取締役 ㈱エヌ・ディー・シー・ジャパン 

8 石川美知子 代表取締役 ㈲Ｍ＆Ｉ事務所 

9 石原靖也 代表取締役会長 東光石油㈱ 

10 石原 譲 代表取締役 石原金属㈱ 

11 市村次夫 代表取締役 ㈱小布施堂 

12 一柳良雄 代表取締役兼ＣＥＯ ㈱一柳アソシエイツ 

13 伊藤俊明 相談役 ㈱ジャフコ 

14 井上智治 代表取締役社長 ㈱井上ビジネスコンサルタンツ 

15 海野一幸 代表取締役会長 ㈱ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ 

16 梅田昭彦 所長 梅田昭彦税理士事務所 

17 大崎俊彦 代表取締役会長 ㈱先端力学シミュレーション研究所 

18 大竹美喜 会長 （公財）国際科学振興財団 

19 大野幾男 主宰 大野中小企業経営研究所 

20 越智通勝 代表取締役会長 エン・ジャパン㈱ 

21 越智通仁 代表社員社長 税理士法人越智会計事務所 

22 鍵山 誠 代表取締役社長 ㈱IBLJ 

23 金丸恭文 代表取締役会長兼社長 フューチャーアーキテクト㈱ 

24 神谷竹彦 代表取締役会長 ㈱サカエ 

25 河野通郎 代表取締役社長 ㈱河野メリクロン 

26 川渕三郎 最高顧問 （公財）日本サッカー協会 

27 北城恪太郎 元代表幹事 経済同友会 

28 木村構作 代表取締役社長 四国警備保障㈱ 

29 倉橋 泰 代表取締役社長 ㈱ぱど 

30 古賀光雄 代表取締役 古賀マネージメント総研㈱ 

31 小西國義 代表取締役社長 ㈱グローカル 524 

32 呉 雅俊 代表取締役社長 ㈱ＴＮＰパートナーズ 

33 佐伯真道 代表取締役副社長 ㈱愛媛ＦＣ 

34 佐治信忠 代表取締役社長 サントリーホールディングス㈱ 



35 佐藤義孝 代表取締役社長 ㈱ワイズ・ナビ 

36 里見 治 代表取締役会長兼社長 セガサミーホールディングス㈱ 

37 島 隆寛 代表取締役 ㈱シケン 

38 庄司正英 代表取締役社長 ピーアークホールディングス㈱ 

39 白川 進 代表取締役 ㈱テクノスコープ 

40 鈴木正太郎 代表取締役社長 ㈱ベルニクス 

41 関 宏孝 常務取締役 セキ㈱ 

42 高橋和夫 代表取締役 ㈱大高商事 

43 田子みどり 代表取締役社長 ㈱コスモピア 

44 中條博之 代表取締役社長 香川證券㈱ 

45 辻 喜礦 所長 辻技術士事務所 

46 徳重 徹 代表取締役社長 テラモーターズ㈱ 

47 富田純弘 代表取締役 富田製薬㈱ 

48 永杉 豊 代表取締役 ㈱ＥＣキャスト 

49 中津正修 代表取締役社長 トヨタウッドユーホーム㈱ 

50 中村紀子 代表取締役 ㈱ポピンズ 
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51 中山 勝 常務理事 一般財団法人企業経営研究所  

52 新浪剛史 代表取締役社長 CEO ㈱ローソン 

53 西 和紀 代表取締役常務 三和酒類㈱ 

54 西村晴道 代表取締役社長 ㈱西村建築設計事務所  

55 似鳥昭雄 代表取締役社長 ㈱ニトリホールディングス 

56 馬場甚史朗 取締役会長 ㈲馬場製菓 

57 原田道子 代表取締役社長 ㈱総合ビジネスブレイン・道 

58 福岡 桂 代表取締役社長 ㈱福岡商店 

59 古谷博義 代表取締役 ㈱ウェルビーフードシステム 

60 堀 威夫 ファウンダー最高顧問 ㈱ホリプロ 

61 本郷孔洋 理事長 辻・本郷税理士法人 

62 松浦令一 代表取締役 ㈱ハル・インダストリ 

63 松田裕二 代表取締役社長 長崎バス商事㈱ 

64 真鍋康正 代表取締役社長 アイル・パートナーズ㈱ 

65 森 正 代表取締役 森正㈱ 

66 森下登志美 代表取締役社長 静鉄観光サービス㈱ 

67 八鍬 昭 代表取締役会長兼 CEO ㈱エッサム 

68 矢内 廣 代表取締役社長 ぴあ㈱ 

69 山岸誠一 所長 山岸公認会計士事務所 

70 山本善政 代表取締役会長兼社長 ㈱ハードオフコーポレーション 

71 吉原直樹 取締役会長 ㈱アルテサロンホールディングス 

72 レイコ．Ｂ．リスター 代表取締役社長 ㈱エル・インターナショナル 

73 渡辺孝雄 代表取締役 ㈱エルシーアール 
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74 井上善海 教授 東洋大学 

75 大谷真樹 学長 八戸学院大学 

76 奥村昭博 研究科長、教授 静岡県立大学大学院 

77 尾崎弘之 教授 東京工科大学 

78 各務茂夫 教授 東京大学 

79 加護野忠男 特別客員教授 甲南大学 

80 金井一賴 教授 大阪商業大学 

81 上井喜彦 学長 国立大学法人埼玉大学 

82 黒澤 宏 シニアアドバイザー （独）科学技術振興機構 産学連携展開部 

83 小山巖也 経済学部教授 関東学院大学 

84 三枝成彰 代表取締役 ㈱メイ・コーポレーション 

85 榊原清則 教授 法政大学 

86 佐藤辰彦 所長 特許業務法人創成国際特許事務所 

87 島田晴雄 学長 千葉商科大学 

88 髙橋義仁 商学部教授 専修大学 

89 財部誠一 代表 ㈲ハーベイロード・ジャパン 

90 田村真理子 事務局長 日本ベンチャー学会 

91 寺島実郎 理事長 （一財）日本総合研究所 

92 中條祐介 国際総合科学部教授 公立大学法人横浜市立大学 

93 中山勝矢 名誉教授 広島工業大学 

94 二宮清純 代表取締役  ㈱スポーツコミュニケーションズ 

95 野長瀬裕二 教授 山形大学大学院 

96 秦 信行 経済学部教授 國學院大學 

97 東出浩教 教授 早稲田大学ビジネススクール 

98 平尾光司 理事長 （学）昭和女子大学 

99 増田辰弘 事務局長 法政大学経営革新フォーラム２１ 

100 松島 茂 教授 東京理科大学大学院 

101 森下竜一 教授 大阪大学大学院 

102 柳 孝一 理事 日本ベンチャー学会 

103 米倉誠一郎 センター長 一橋大学イノベーション研究センター 

    
                   以上 

（2014年 2月 14日現在；敬称略） 


