
第1回 三谷　　茂 昭和36年 8月 東京都 第38回 鈴森　　薫 平成10年 7月 名古屋市

第2回 馬場　為義 昭和37年 8月 大阪市 第39回 宮田晃一郎 平成11年 7月 鹿児島市

第3回 村上　氏廣 昭和38年 7月 名古屋市 第40回 大谷　　浩 平成12年 7月 松江市

第4回 森山　　豊 昭和39年 7月 東京都 第41回 黒木　良和 平成13年 7月 横浜市

第5回 西村　秀雄 昭和40年 7月 京都市 第42回 筒井　祥博 平成14年 7月 浜松市

第6回 三上　美樹 昭和41年 7月 津市 第43回 上石　　弘 平成15年 7月 豊中市

第7回 林　　一郎 昭和42年 7月 長崎市 第44回 宮原　晋一 平成16年 7月 佐賀市

第8回 高津　忠夫 昭和43年 4月 東京都 第45回 江藤　一洋 平成17年 7月 東京都

第9回 伊藤　鉄夫 昭和44年 6月 京都市 第46回 荻野　利彦 平成18年 6月 山形市

第10回 高井　修道 昭和45年 8月 横浜市 第47回 仙波　禮治 平成19年 7月 名古屋市

第11回 福山　幸夫 昭和46年 4月 東京都 第48回 佐藤　孝道 平成20年 6月 東京都

第12回 渡辺　厳一 昭和47年 7月 新潟市 第49回 大島洋次郎 平成21年 6月 鹿児島市

第13回 岡本　直正 昭和48年 7月 広島市 第50回 福井　義浩 平成22年 7月 淡路市

第14回 鈴木　雅洲 昭和49年 7月 仙台市 第51回 平原　史樹 平成23年 7月 東京都

第15回 馬場　一雄 昭和50年 11月 東京都 第52回 大澤真木子 平成24年 7月 東京都

第16回 亀山　義郎 昭和51年 9月 名古屋市 第53回 中島　裕司 平成25年 7月 豊中市

第17回 池田　高良 昭和52年 7月 長崎市 第54回 有嶋　和義 平成26年 7月 相模原市

第18回 須川　　豊 昭和53年 7月 横浜市 第55回 黒澤　健司 平成27年 7月 横浜市

第19回 中尾　　亨 昭和54年 7月 札幌市 第56回 渡邊　敏明 平成28年 7月 姫路市

第20回 大浦　敏明 昭和55年 7月 大阪市 第57回 青山　博昭 平成29年 8月 東京都

第21回 藤本十四秋 昭和56年 7月 熊本市 第58回 沼部　博直 平成30年 7月 東京都

第22回 古谷　　博 昭和57年 7月 東京都 第59回 夏目　長門 令和元年 7月 名古屋市

第23回 安田　峯生 昭和58年 7月 広島市 第60回 藤原　道夫 令和2年 7月 Web開催(東京都)

第24回 丸毛　英二 昭和59年 7月 東京都 次期 小崎健次郎 令和3年 8月 東京都

第25回 谷村　　孝 昭和60年 7月 京都市

第26回 村地　俊二 昭和61年 7月 名古屋市

第27回 有馬　正高 昭和62年 7月 東京都

第28回 島田　司巳 昭和63年 7月 京都市

第29回 遠藤　　晃 平成元年 7月 山形市

第30回 早川　國男 平成2年 7月 宮崎市

第31回 田中　　修 平成3年 7月 出雲市

第32回 北川　照男 平成4年 7月 東京都

第33回 三浦　隆行 平成5年 7月 名古屋市

第34回 原　　　弘 平成6年 7月 高知市

第35回 児島　忠雄 平成7年 7月 東京都

第36回 藤本征一郎 平成8年 7月 札幌市

第37回 塩田　浩平 平成9年 7月 京都市

日本先天異常学会学術集会
歴代会長名および開催地（予定を含む）


