
 

 

 

横浜ゴム（株）は、1月 31日の取締役会で、以下の役員人事を内定した。3月 30日開催予定

の株主総会後に正式承認される予定。また 3月 30日付で下記の役員委嘱先変更を行う。 

（2017年 3月 30日付け） 

 

■昇格取締役（カッコ内は現職） 

野地 彦旬 取締役副会長 アライアンスタイヤグループ取締役会長（代表取締役社長） 

山石 昌孝 代表取締役社長兼経営企画本部長（取締役常務執行役員 タイヤ管掌兼経営企画

本部長兼ＩＴ企画本部担当兼ヨコハマモータースポーツインターナショナル取

締役社長） 

三上 修  取締役専務執行役員 タイヤ管掌兼タイヤ国内ＲＥＰ営業本部長（取締役常務執

行役員 タイヤ国内ＲＥＰ営業本部長兼ヨコハマタイヤジャパン取締役社長） 

中野 茂  取締役常務執行役員 タイヤ生産統括兼タイヤ生産本部長兼タイヤ生産技術本部

長（取締役執行役員 タイヤ生産統括兼タイヤ生産技術本部長兼タイヤ北米工場

臨時建設本部長） 

 

■新任取締役（カッコ内は現職） 

野呂 政樹 取締役常務執行役員 タイヤ技術統括兼タイヤ消費財開発本部長（執行役員 タイ

ヤ消費財開発本部長兼タイヤ研究開発部長） 

 

■新任監査役（カッコ内は現職） 

菊地 也寸志 常勤監査役（取締役常務執行役員 タイヤ技術統括兼グローバル調達本部長兼研

究本部担当） 

 

■新任執行役員（カッコ内は現職） 

池田 均 執行役員 ヨコハマタイヤジャパン取締役社長（理事 タイヤ国内ＲＥＰ営業本部

長代理兼ヨコハマタイヤジャパン取締役副社長） 

細田 浩之 執行役員 横浜ゴムＭＢジャパン取締役社長（理事 ハマタイト・電材事業部長） 

 

■退任取締役（カッコ内は退任後の予定） 

取締役常務執行役員 菊地 也寸志（常勤監査役） 

 

■退任監査役（カッコ内は退任後の予定） 

常勤監査役 大尾 雅義（顧問） 

 

■退任執行役員（カッコ内は退任後の予定） 

副社長執行役員 小林 達（顧問） 
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＜役員委嘱先変更＞（カッコ内は現職） 

小松 滋夫 取締役常務執行役員 経営管理本部長兼グローバル調達本部長兼ＣＳＲ本部担当

兼ヨコハマラバーシンガポール取締役社長（取締役常務執行役員 経営管理本部

長兼ＣＳＲ本部担当兼ヨコハマゴムファイナンス取締役社長兼ヨコハマラバー

シンガポール取締役社長） 

 

黒川 泰弘  執行役員 愛知タイヤ工業取締役社長（執行役員 ヨコハマタイヤフィリピン取締

役社長） 

中澤 和也 執行役員 平塚製造所長（執行役員 横浜ゴムＭＢジャパン取締役社長） 

小林 一司 執行役員 ヨコハマタイヤフィリピン取締役社長（執行役員 タイヤ生産本部長兼

平塚製造所長） 
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山石 昌孝 （やまいし まさたか） 

１９６２年（昭和３７年）６月５日生（５４歳） 

 

昭和６１年 ３月 早稲田大学教育学部卒業 

同年 ４月 横浜ゴム株式会社入社 

平成８年  ３月 慶応義塾大学大学院経営管理研究科卒業 

平成１９年 ６月 ＭＤ推進室長 

平成２０年１１月 ＧＤ１００推進室長 

平成２２年 １月 秘書室長 

平成２４年 １月 ヨコハマヨーロッパ取締役社長 

平成２５年１０月 経営企画本部長代理兼経営企画室長兼 

 アクティ取締役社長 

平成２６年 ３月 執行役員 経営企画本部長代理兼経営企画室長

兼アクティ取締役社長 

同年１０月 執行役員 経営企画本部長代理兼タイヤ管掌 

 補佐兼経営企画室長兼アクティ取締役社長 

平成２７年 ３月 取締役執行役員 経営企画本部長代理兼タイヤ 

 企画本部長兼経営企画室長兼ヨコハマモータ 

 ースポーツインターナショナル取締役社長 

 
 

 

■昇格取締役の略歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野地 彦旬 （のじ ひこみつ）

 １９５８年（昭和３３年）１０月３０日生（５８歳） 

 

昭和５７年 ３月 早稲田大学理工学部卒業 

   同年 ４月 横浜ゴム株式会社入社 

平成１４年 ７月 新城工場副工場長 

平成１６年 ６月 三島工場長 

平成１９年 １月 ヨコハマタイヤフィリピン取締役社長 

平成２０年 ６月 執行役員 タイヤ生産本部長代理兼ヨコハマ 

 タイヤフィリピン取締役社長 

平成２１年 １月 執行役員 タイヤ生産本部長 

同年 ６月 取締役執行役員 タイヤグローバル生産 

 本部長兼タイヤ生産 HR室長 

平成２２年 ６月 取締役常務執行役員 タイヤ管掌兼タイヤ 

 グローバル生産本部長 

平成２３年 ４月 取締役専務執行役員 タイヤ管掌 

同年 ６月 代表取締役社長 タイヤ管掌 

平成２４年 １月 代表取締役社長 

平成２５年 ５月 代表取締役社長 ヨコハマタイヤコーポレー 

 ション取締役社長兼ヨコハマコーポレーション 

 オブノースアメリカ取締役社長 

平成２６年１０月 代表取締役社長 タイヤ管掌 

平成２７年 １月 代表取締役社長 

平成２８年 ３月 代表取締役社長 タイヤ管掌 

同年１０月 代表取締役社長、現在に至る 
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平成２８年 ３月 取締役執行役員 経営企画本部長兼タイヤ企画

 本部長兼ＩＴ企画本部担当兼ヨコハマモータ 

 ースポーツインターナショナル取締役社長 

同年 ７月 取締役常務執行役員 経営企画本部長兼タイヤ

 企画本部長兼ＩＴ企画本部担当兼ヨコハマモ 

 ータースポーツインターナショナル取締役 

 社長 

   同年１０月 取締役常務執行役員 タイヤ管掌兼経営企画本 

 部長兼ＩＴ企画本部担当兼ヨコハマモーター 

 スポーツインターナショナル取締役社長、 

 現在に至る 

三上 修 （みかみ おさむ） 

  １９６２年（昭和３７年）６月５日生（５４歳） 

 

昭和６０年 ３月 早稲田大学商学部卒業 

同年 ４月 横浜ゴム株式会社入社 

平成１６年 ６月 タイヤ販売推進部長 

平成１７年 ６月 タイヤ国内販売促進部長 

平成１９年 ６月 タイヤ販売物流部長 

平成２１年 ６月 ヨコハマヨーロッパ取締役社長兼 

 タイヤ海外第一営業部長 

平成２４年 １月 企画部長兼アクティ取締役社長 

同年 ７月 経営企画室長兼アクティ取締役社長 

平成２５年１０月 タイヤ海外営業本部長代理 

平成２６年  １月 執行役員 タイヤ海外営業本部長 

平成２７年 ３月 常務執行役員 タイヤ国内ＲＥＰ営業本部長兼 

 ヨコハマタイヤジャパン取締役社長 

平成２８年 ３月 取締役常務執行役員 タイヤ国内ＲＥＰ営業本

部長兼ヨコハマタイヤジャパン取締役社長、 

 現在に至る 

 

中野 茂 （なかの しげる）

 １９５７年（昭和３２年）１２月２８日生（５９歳） 

 

昭和５８年 ３月 青山学院大学理工学部卒業 

平成４年  ５月 横浜ゴム株式会社入社 

平成２０年１０月 ヨコハマタイヤフィリピン取締役副社長 

平成２２年 １月 尾道工場工場長 

平成２３年 ６月 蘇州優科豪馬輪胎有限公司董事長兼総経理 

平成２５年 ３月 執行役員 ヨコハマＲ.Ｐ.Ｚ.取締役社長 

平成２６年 １月 執行役員 ヨコハマＲ.Ｐ.Ｚ.取締役社長兼 

 ヨコハマロシア取締役社長 

平成２８年 ３月 取締役執行役員 タイヤ生産統括兼タイヤ生産 

 技術本部長兼タイヤ北米工場臨時建設本部長、 

 現在に至る 
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野呂 政樹 （のろ まさき） 

１９６２年（昭和３７年）１０月１３日生（５４歳） 

 

昭和６１年 ３月 信州大学理工学部卒業 

同年 ４月 横浜ゴム株式会社入社 

平成１９年 ６月 PC 第二設計部長 

平成２１年 ６月 三島工場長 

平成２３年 １月 新城工場長 

平成２５年１０月 消費財製品企画部長 

平成２６年 ３月 執行役員 タイヤ消費財開発本部長代理兼

消費財製品企画部長兼ヨコハマモータース

ポーツインターナショナル取締役社長 

平成２７年 ３月 執行役員 タイヤ消費財開発本部長 

同年 ４月 執行役員 タイヤ消費財開発本部長兼 

 タイヤ研究実験部長 

平成２８年 ３月 執行役員 タイヤ消費財開発本部長兼タイ 

 ヤ研究開発部長、現在に至る 

菊地 也寸志 （きくち やすし） 

 １９５５年（昭和３０年）６月２２日生（６０歳） 

 

昭和５３年 ３月 京都大学工学部卒業 

昭和５５年 ３月 京都大学大学院修士課程修了 

同年 ４月 横浜ゴム株式会社入社 

平成１９年 １月 タイヤ第二生産技術部長 

同年 ４月 タイヤ材料設計部長 

平成２１年 ６月 購買部長 

平成２２年 ６月 原料調達部長兼資材調達部長 

平成２３年 ６月 執行役員 グローバル調達本部長 

平成２５年 ３月 執行役員 タイヤ技術開発本部長 

平成２６年 ３月 常務執行役員 タイヤ技術開発本部長兼研究 

 本部長 

平成２６年 ７月 常務執行役員 タイヤ材料開発本部長兼研究本部長 

平成２７年 ３月 常務執行役員 タイヤ技術統括兼タイヤ材料開発本部

長兼研究本部担当 

平成２８年 ３月 取締役常務執行役員 タイヤ技術統括兼グローバル調

達本部長兼研究本部担当、現在に至る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新任取締役の略歴 

■新任監査役の略歴 
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細田 浩之 （ほそだ ひろゆき）

 １９６４年（昭和３９年）５月７日生（５２歳） 

 

平成元年  ３月 千葉大学工学部卒業 

同年 ４月 横浜ゴム株式会社入社 

平成２０年 ６月 ハマタイト技術部長 

平成２１年 ６月 新事業開発部長 

平成２３年 ４月 電材開発部長兼電材販売部長 

平成２４年 １月 電材事業部長兼電材販売部長 

同年 ７月 電材事業部長 

平成２５年 ３月 ハマタイト・電材事業部長 

平成２７年 ４月 理事 ハマタイト・電材事業部長、 

 現在に至る 

このリリースに関するお問い合わせ先 

横浜ゴム（株） 広報部 担当：赤池 

TEL:03－5400－4531  FAX:03－5400－4570 

■新任執行役員の略歴 

※本ニュースリリースに記載の年齢は平成 29 年（2017 年）3 月 30 日現在のものです。

池田 均 （いけだ ひとし）

 １９５７年（昭和３２年）９月２８日生（５９歳） 

 

昭和５５年 ３月 関西学院大学経済学部卒業 

同年 ４月 横浜ゴム株式会社入社 

平成１８年 ４月 広報部長 

平成１９年 ６月 タイヤ国内第二営業部長 

平成２１年 ６月 ヨコハマタイヤジャパン取締役 

平成２５年 ７月 理事 広報部長 

平成２８年 １月 理事 タイヤ国内ＲＥＰ営業本部長代理兼 

 ヨコハマタイヤジャパン取締役副社長、 

 現在に至る 


