
　　　(平成27年3月1日現在）

氏    名 勤務先

浅川　哲弥 北海道教育大学旭川校

田中　俊逸 北海道大学

玉置　信之 北海道大学

中野　英之 室蘭工業大学

長谷川　靖哉 北海道大学

村田　美樹 北見工業大学

魚住　信之 東北大学

奥山　克彦 日本大学

菊地　康昭 八戸工業高等専門学校

北爪　英一 岩手大学

栗山　恭直 山形大学

寺境　光俊 秋田大学

飛田　博実 東北大学

松本　祐司 東北大学

三ツ石方也 東北大学

森田　明弘 東北大学

和田　健彦 東北大学

青柳　将 (独)産業技術総合研究所

青山　忠 日本大学

秋田  素子 城西大学

網井　秀樹 群馬大学

有光　晃二 東京理科大学

池田　太一
（独）物質・材料研究機構

池ノ上　芳章 昭和電工（株）

石井　和之 東京大学

石川　春樹 北里大学

石北　央 東京大学

石田　尚行 電気通信大学

市川　淳士 筑波大学

伊藤　大輔 横浜国立大学

伊藤　隆司 花王(株）

伊藤　眞人 創価大学

平成27年度代議員（社員）名簿

1



井上　佳尚 三井化学（株）

猪熊　泰英 東京大学

今泉　真一 日本曹達（株）

上田　一樹 理化学研究所

上田　英生 山梨県立身延高等学校

上野　祐子 NTT物性科学基礎研究所

上原　伸夫 宇都宮大学

内山　真伸 東京大学

梅林　泰宏 新潟大学

栄長　泰明 慶應義塾大学

海老根　俊裕 DIC（株）

大塚　雅己 第一三共（株）

小原　義夫 (株)アヅマ

小野　晶 神奈川大学

尾身　洋典 千葉工業大学

小柳津 研一 早稲田大学

葛谷　信治 千葉県立東葛飾高等学校

蒲池　利章 東京工業大学

川本  益揮 (独)理化学研究所

岸川　圭希 千葉大学

北村　尚斗 東京理科大学

金　幸夫 茨城大学

久新　荘一郎 群馬大学

草間　博之 学習院大学

工藤　一秋 東京大学

工藤　史貴 東京工業大学

國信　洋一郎 東京大学

桑田　繁樹 東京工業大学

毛塚　智子 東海大学

小寺　洋一 （独）産業技術総合研究所

小橋　昌浩 (株)三菱ケミカルホールディングス

小林　元康 工学院大学

小松　晃之 中央大学

小安　喜一郎 東京大学

小山 恵美子 （独）産業技術総合研究所
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今　喜裕 （独）産業技術総合研究所

齋藤   一弥 筑波大学

齊藤　雅俊 出光興産（株）

佐藤　潔 首都大学東京

宍戸　厚 東京工業大学

清水  賢一 三菱ガス化学（株）

新谷　亮 東京大学

菅野　靖史 日本女子大学

杉安　和憲 物質・材料研究機構

鈴木　勝博 栃木県立真岡高等学校

鈴木　由美子 上智大学理

高沖　和夫 住友化学（株）

高田　十志和 東京工業大学

高橋　三男 東京工業高等専門学校

滝野　宏昭 味の素(株)

竹中　克彦 長岡技術科学大学

田中　義靖 東京都立戸山高等学校

種邑　篤 埼玉県立浦和第一女子高等学校

近岡　里行 （株）ADEKA

津川　若子 東京農工大学

土本　晃久 明治大学

都築　博彦 富士フイルム（株）

戸堀　悦雄 ライオン（株）

中井　浩巳 早稲田大学

中野　幸司 東京農工大学

中村　健史 (株)三菱化学科学技術研究センター

中村　史夫 東レ（株）

西浦　正芳 理化学研究所

西川　尚之 富士フイルム（株）

根岸  信彰 （独）産業技術総合研究所

根岸　雄一 東京理科大学

萩原　克明 群馬県立高崎高等学校

萩原　俊紀 日本大学

箱田　照幸
日本原子力研究開発機構

羽曾部　卓 慶應義塾大学

3



秦　猛志 東京工業大学

畠野　弘通 新潟工科大学

濱谷　武 （株）ダイセル

平山　直紀 東邦大学

藤本　憲次郎 東京理科大学

星　永宏 千葉大学

堀　久男 神奈川大学

前田　和彦 東京工業大学

町並　智也 明星大学

松岡　浩司 埼玉大学

松下　祥子 東京工業大学

御子柴　智 （株）東芝

矢島　知子 お茶の水女子大学

柳　裕之 (株)トクヤマ

山口　悟 茨城県立水戸第一高等学校

山口　佳隆 横浜国立大学

山口　欣秀 （株）日立製作所

山下　俊 東京工科大学

山野井慶徳 東京大学

山本　貴広 （独）産業技術総合研究所

和田　 智志 山梨大学

青柳 岳司 旭化成(株)

池田 慎一 名古屋市立大学

伊津野 真一 豊橋技術科学大学

伊藤 淳一 名古屋大学

大北 雅一 名古屋工業大学

大吉 崇文 静岡大学

片岡 範康 味の素(株)

北村 昭憲 東亞合成（株）

木村 辰雄 （独）産業技術総合研究所

三宅 由寛 名古屋大学

芝原 文利 岐阜大学

柴山 勝弘 東レ・ファインケミカル（株）

高木 幸治 名古屋工業大学

田中 伸司 KMネオケム(株)
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塚田 輝代隆 イビデン(株)

平井 克幸 三重大学

間瀬 暢之
静岡大学

溝下 倫大 (株)豊田中央研究所

村橋 哲郎 分子科学研究所

本吉谷 二郎 信州大学

 山口 朋浩 信州大学

山本 智代 鈴鹿工業高等専門学校

横川 大輔 名古屋大学

秋吉　一成 京都大学

朝倉　光博 （株）ナード

跡見　晴幸 京都大学

阿部　仁 富山大学

以倉　　聖 （株）ダイセル

伊藤　美穂 三洋化成工業（株）

今堀　　博 京都大学

宇野　満 花王（株）

小笠原　一禎 関西学院大学

蔭山　博之 （独）産業技術総合研究所

梶原　康宏 大阪大学

片岡　靖隆 奈良女子大学

川上　淳一 武田薬品工業（株）

川崎　英也 関西大学

菊池  純一 奈良先端科学技術大学院大学

後藤　　淳 京都大学

小松　直樹 滋賀医科大学

小和田　善之 兵庫教育大学

坂口　和彦 大阪市立大学

坂本　英文 和歌山大学

佐々木　健 京都工芸繊維大学

澤村  精治 立命館大学

茂本　　勇 東レ（株）

杉山  雅人 京都大学

千木　昌人 金沢大学

高木　昌宏 北陸先端科学技術大学院大学
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谷口　正輝 大阪大学

玉井　聡行 大阪市立工業研究所

塚原　聡 大阪大学

辻　良太郎 （株）カネカ

津幡　健治 日本農薬（株）

中尾　佳亮 京都大学

中川　雅博 京都府立鴨沂高等学校

中野　雅由 大阪大学

野村　良紀 大阪工業大学

久本　秀明 大阪府立大学

人見　穣 同志社大学

藤原　　尚 近畿大学

本間  健二 兵庫県立大学

前田　史郎 福井大学

真島  和志 大阪大学

松井　栄樹 福井工業高等専門学校

松原　　浩 大阪府立大学

南方　聖司 大阪大学

南　　達哉 大阪市立大学

宮澤　敏文 甲南大学

宮田　勇治 （株）日本触媒

森　　敦紀 神戸大学

安田　　誠 大阪大学

柳田　一夫 摂南大学

吉村　一良 京都大学

和田　昭英 神戸大学

安倍　学 広島大学

池田　篤志 広島大学

上田　忠治 高知大学

魚崎　泰弘 徳島大学

大谷内　健 三菱レイヨン（株）

北島　佳幸 （株）トクヤマ

佐藤　久子 愛媛大学

竹内　美明 住友化学（株）

堤　宏守 山口大学
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南条　真佐人 鳥取大学

難波　徳郎 岡山大学

西垣内　寛 島根大学

深田　和宏 香川大学

藤田　明士 （株）クラレ

北條　信 山口東京理科大学

山田　晴夫 岡山理科大学

伊田　進太郎 九州大学

入江　亮 熊本大学

永長　久寛 九州大学

大出　茂 琉球大学

奥村　吉邦 昭和電工（株）

河戸　伸雄 三井化学（株）

末永　正彦 九州大学

田中　紀之 福岡教育大学

柘植 顕彦 九州工業大学

兵頭 健生 長崎大学

藤井 智之 日本合成化学工業（株）

堀内　敬三 琉球大学

松島　綾美 九州大学

　　　　　　         　　　　　　以上227名
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