
　星野　崇宏 慶應義塾大学（委員長）

　林　　良平 東海大学（副委員長）

　依田　高典 京都大学

　大垣　昌夫 慶應義塾大学

　岡田　克彦 関西学院大学

　川越　敏司 編集委員長・公立はこだて未来大学

　後藤　　晶 明治大学

　佐々木周作 東北学院大学

　庄司　匡宏 東京大学

　髙橋　秀徳 名古屋大学

　竹内　　幹 一橋大学

　中村　國則 運営委員長・成城大学

　室岡　健志 大阪大学

　山根　承子 株式会社パパラカ研究所

　高橋　秀徳 名古屋大学（委員長）

　池田　新介 関西学院大学

　依田　高典 京都大学

　岩澤誠一郎 名古屋商科大学

　大垣　昌夫 慶應義塾大学

　岡田　克彦 関西学院大学

　川越　敏司 公立はこだて未来大学

　筒井　義郎 甲南大学

　林　　良平 東海大学

　星野　崇宏 慶應義塾大学

　三輪宏太郎 東京海上アセットマネジメント

　村宮　克彦 大阪大学

　山根　承子 大阪大学

　川越　敏司 公立はこだて未来大学（委員長）

　和泉　　潔 東京大学

　依田　高典 京都大学

　井上光太郎 東京工業大学

　大垣　昌夫 慶応義塾大学

　大竹　文雄 大阪大学

　岡田　克彦 関西学院大学

　高橋　秀徳 名古屋大学

　高橋　泰城 北海道大学

　竹内　　幹 一橋大学

第１２回大会プログラム委員会

第１３回大会プログラム委員会

第１４回大会プログラム委員会



　竹村　和久 早稲田大学

　林　　良平 東海大学

　星野　崇宏 慶應義塾大学

　依田　高典 京都大学（委員長）

　星野　崇宏 慶應義塾大学（副委員長）

　池田　新介 大阪大学

　大垣　昌夫 慶応義塾大学

　大竹　文雄 大阪大学

　岡田　克彦 関西学院大学

　太宰　北斗 名古屋商科大学

　新関三希代 同志社大学

　林　　良平 東海大学

　八木　　匡 同志社大学

　山崎　尚志 神戸大学

　山根　承子 近畿大学

　山村　英司 西南学院大学

　澤田　康幸 東京大学（委員長）

　川越　敏司 公立はこだて未来大学

　池田　新介 大阪大学

　依田　高典 京都大学

　大垣　昌夫 慶応義塾大学

　岡田　克彦 関西学院大学

　川西　　諭 上智大学

　高橋　泰城 北海道大学

　竹内　　幹 一橋大学

　星野　崇宏 慶應義塾大学

　八木　　匡 同志社大学

　山根　承子 近畿大学

　岡田　克彦 関西学院大学（委員長）

　池田　新介 大阪大学

　依田　高典 京都大学

　大垣　昌夫 慶応義塾大学

　加藤　英明 名古屋大学

　川越　敏司 公立はこだて未来大学

　筒井　義郎 甲南大学

　野尻　哲史 フィデリティ

第１１回大会プログラム委員会

第９回大会プログラム委員会

第１０回大会プログラム委員会



　星野　崇宏 慶応義塾大学

　山﨑　尚志 神戸大学

　山根　承子 近畿大学

　山本　達司 大阪大学

　山口　勝業 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社（委員長）

　井上光太郎 東京工業大学

　角田　康夫 青山学院大学

　亀坂安紀子 青山学院大学

　川越　敏司 公立はこだて未来大学

　川西　　諭 上智大学

　高橋　泰城 北海道大学

　竹内　　幹 一橋大学

　俊野　雅司 成蹊大学

　友野　典男 明治大学

　星野　崇宏 東京大学

　真壁　昭夫 信州大学

　大竹　文雄 大阪大学社会経済研究所（委員長）

　池田　新介 大阪大学社会経済研究所

　依田　高典 京都大学大学院経済学研究科

　井上光太郎 慶應義塾大学大学院経営管理研究科

　大垣　昌夫 慶応義塾大学経済学部

　岡田　克彦 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科

　川越　敏司 公立はこだて未来大学システム情報科学部

　川西　　諭 上智大学経済学部

　齊藤　　誠 一橋大学大学院経済学研究科

　高橋　泰城 北海道大学文学部

　竹内　　幹 一橋大学大学院経済学研究科

　星野　崇宏 名古屋大学大学院経済学研究科

　大垣　昌夫 慶応義塾大学経済学部（委員長）

　池田　新介 大阪大学社会経済研究所

　大竹　文雄 大阪大学社会経済研究所

　岡田　克彦 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科

　亀坂安紀子 青山学院大学経営学部

　川越　敏司 公立はこだて未来大学システム情報科学部

　川西　　諭 上智大学経済学部

　高橋　泰城 北海道大学文学部

第６回大会プログラム委員会

第７回大会プログラム委員会

第８回大会プログラム委員会



　竹内　　幹 一橋大学大学院経済学研究科

　筒井　義郎 大阪大学大学院経済学研究科

　中里　宗敬 青山学院大学国際マネジメント研究科

　星野　崇宏 名古屋大学大学院経済学研究科

　筒井　義郎 大阪大学大学院経済学研究科（委員長）

　池田　新介 大阪大学社会経済研究所

　臼杵　政治 名古屋市立大学大学院経済学研究科

　大竹　文雄 大阪大学社会経済研究所

　大薗　陽子 成蹊大学経済学部

　岡田　克彦 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科

　勝間　和代 株式会社監査と分析

　加藤　英明 名古屋大学大学院経済学研究科

　齊藤　　誠 一橋大学大学院経済学研究科

　白石小百合 横浜市立大学国際総合科学部

　高橋　泰城 北海道大学文学部社会心理学研究室

　竹内　　幹 一橋大学大学院経済学研究科

　野尻　哲史 フィデリティ退職･投資教育研究所

　守口　　剛 早稲田大学商学学術院

　晝間　文彦 早稲田大学商学学術院（委員長）

　池田　新介 大阪大学社会経済研究所

　依田　高典 京都大学大学院経済学研究科

　大竹　文雄 大阪大学社会経済研究所

　大垣　昌夫 慶應義塾大学経済学部

　小幡　　績 慶應義塾大学経営管理研究科

　角田　康夫 三菱ＵＦＪ信託銀行

　川西　　諭 上智大学経済学部 

　友野　典男 明治大学情報コミュニケーション学部

　福田　慎一 東京大学大学院経済学研究科

　真壁　昭夫 信州大学経済学部

　三隅　隆司 一橋大学大学院商学研究科

　池田　新介 大阪大学社会経済研究所（委員長）

　大垣　昌夫 慶應義塾大学経済学部

　大竹　文雄 大阪大学社会経済研究所

　岡田　克彦 関西学院大学経営戦略研究科

　加藤　英明 名古屋大学大学院経済学研究科

　田中　沙織 大阪大学社会経済研究所

第３回大会プログラム委員会

第４回大会プログラム委員会

第５回大会プログラム委員会



　筒井　義郎 大阪大学大学院経済学研究科

　俊野　雅司 大和ファンド・コンサルティング

　福田　慎一 東京大学大学院経済学研究科

　星野　崇宏 名古屋大学大学院経済学研究科

　真壁　昭夫 信州大学経済学部

山口　勝業 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社（委員長）

池田　新介 大阪大学社会経済研究所

依田　高典 京都大学大学院経済学研究科

植田　一博 東京大学大学院総合文化研究科

大竹　文雄 大阪大学社会経済研究所

小幡　　績 慶應義塾大学経営管理研究科

角田　康夫 三菱ＵＦＪ信託銀行

加藤　英明 名古屋大学大学院経済学研究科

亀坂安紀子 青山学院大学大学院経営学研究科

川西　　諭 上智大学経済学部

筒井　義郎 大阪大学大学院経済学研究科

俊野　雅司 大和ファンド・コンサルティング

晝間　文彦 早稲田大学商学学術院

真壁　昭夫 信州大学経済学部

三隅　隆司 一橋大学大学院商学研究科

　加藤　英明 名古屋大学大学院経済学研究科（委員長）

　池田　新介 大阪大学社会経済研究所

　井澤　裕司 立命館大学大学院経済学研究科

　依田　高典 京都大学大学院経済学研究科

　大竹　文雄 大阪大学社会経済研究所

　岡田　克彦 関西学院大学経営戦略研究科

　小幡　　績 慶應義塾大学経営管理研究科

　亀坂安紀子 青山学院大学大学院経営学研究科

　高橋　大志 岡山大学社会文化科学研究科

　筒井　義郎 大阪大学大学院経済学研究科

　新関　三希代 同志社大学経済学部

第１回大会プログラム委員会

第２回大会プログラム委員会


