
1 相澤　崇史 産業技術総合研究所 51 加納　純也 東北大学

2 会田　弘 化学工学会 52 上ノ山　周 横浜国立大学

3 相田　真男 出光興産（株） 53 神谷　典穂 九州大学

4 四十物　清 花王（株） 54 川勝　孝博 栗田工業（株）

5 赤松　憲樹 工学院大学 55 川喜田　英孝 佐賀大学

6 安喜　稔  大塚化学株式会社  56 川崎　健二 愛媛大学 

7 阿尻　雅文 東北大学 57 川島　行雄 東洋インキ（株） 

8 足立　巳津二 住友精化（株） 58 川瀬　泰人 日本リファイン㈱

9 井内　謙輔 公益社団法人　化学工学会　 59 河端　敏夫 三菱化工機（株） 

10 池田　博史 木村化工機（株） 60 北出　有 東レ株式会社 

11 石川　英一 JSR㈱ 61 木村　勇雄 新潟大学　

12 石川　努 ライオン（株） 62 木村　幸敬 岡山大学

13 石川　裕幸 オルガノ（株） 63 草壁　克己 崇城大学

14 磯部　稔 株式会社トクヤマ　 64 汲田　幹夫 金沢大学

15 板谷　義紀 岐阜大学大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65 栗原　清文 日本大学 　

16 市川　創作 筑波大学 66 黒沢 厚志 エネルギー総合工学研究所

17 市村　重俊 神奈川工科大学 67 小泉　淳一 横浜国立大学

18 伊東　章 東京工業大学 68 小嶋　保彦 東洋エンジニアリング（株） 

19 井藤　彰 九州大学大学 69 小瀬　智之 日本ゼオン(株)

20 伊藤　大知 東京大学 70 小寺　隆博 住友化学（株）

21 伊藤　直次 宇都宮大学 71 後藤　幸己 デンカ（株）

22 今中　照雄 (株)神鋼環境ソリューション 72 後藤　雅宏 九州大学

23 入谷　英司 名古屋大学 73 後藤　宗治 北九州工業高等専門学校

24 岩井　芳夫 九州大学 74 小西　淳夫 大阪ソーダ（株）

25 岩田　修一 名古屋工業大学 75 小西　寛昭 雪印メグミルク（株） 

26 上江洲　一也 北九州市立大学 76 小林　大祐 東京電機大学

27 上宮　成之 岐阜大学　　　　　　　　　　　　　　 77 小林　正樹 八戸工業大学

28 江頭 靖幸 東京工科大学 78 小山  正人 三井化学（株）

29 遠藤　真一 エーザイ（株） 79 近藤 和夫 大阪府立大学　

30 王　碧昭 筑波大学 80 酒井　康行 東京大学

31 大田　哲也 日油㈱ 81 榊　啓二 （独）産業技術総合研究所 

32 大友　順一郎 東京大学 82 櫻井　明彦 福井大学

33 大庭　武泰 神奈川工科大学 83 桜井　誠 東京農工大学

34 大平　勇一 室蘭工業大学 84 佐々木　満 熊本大学

35 大政　健史 大阪大学 85 佐藤　和久 一関工業高等専門学校

36 大村　直人 神戸大学 86 佐藤　孝祐 三菱ガス化学（株）

37 大村　恒雄 （株）東芝 87 佐藤　正秀 宇都宮大学

38 岡野　浩志 (株)西部技研 88 佐藤 理夫 福島大学

39 荻野　博康 大阪府立大学 89 塩井　章久 同志社大学

40 於勢　康祥 田辺三菱製薬（株） 90 塩盛　弘一郎 宮崎大学

41 小野　拓也 住友化学（株） 91 柴崎　敏和 千代田化工建設㈱　

42 小野　努 岡山大学 92 島田　学 広島大学

43 尾上　薫 千葉工業大学 93 島村　和彰 水ing（株）

44 折田　久幸 （株）日立製作所 94 清水　浩 大阪大学

45 甲斐　敬美 鹿児島大学 95 庄野　厚 東京理科大学  

46 片井　幸祐 富士フイルム（株） 96 白石　文秀 九州大学

47 桂　進司 群馬大学 97 菅　道春 三井化学（株）

48 桂田　州啓 サントリービジネスエキスパート（株） 98 菅原　公一 株式会社カネカ

49 加藤　禎人 名古屋工業大学 99 杉山　茂 徳島大学

50 金森　敏幸 （独）産業技術総合研究所 100 鈴木　崇 新東工業(株)
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101 鷲見　泰弘 株式会社カネカ 151 馬場　一嘉 株式会社ダイセル　

102 関　秀司 北海道大学 152 濱川　聡 （独）産業技術総合研究所

103 外輪　健一郎 徳島大学 153 林　順一 関西大学

104 園部　浩之 三菱重工業（株） 154 林　潤一郎 九州大学

105 髙辻 渉 和歌山県工業技術センター 155 原　孝佳 千葉大学

106 高梨 啓和 鹿児島大学 156 原野　安土 群馬大学

107 高橋　幸司 山形大学 157 平沢　泉 早稲田大学

108 高橋　徹 東京ガス（株） 158 広田　大輔 東亞合成㈱

109 滝口　昇 金沢大学 159 福井　国博 広島大学

110 滝山  博志 東京農工大学 160 福田　信治 大陽日酸（株） 　

111 竹内　善幸 （一社）中国地域ニュービジネス協議会 161 藤岡　祐一 福岡女子大学　

112 武田　和宏 静岡大学 162 藤田　敏泰 出光興産株式会社

113 武田　俊哉 関東学院大学 163 藤本　康弘 (独)労働安全衛生総合研究所

114 立松　伸 旭硝子（株） 164 船造　俊孝 中央大学

115 田中 丈晴 （株）神戸製鋼所 165 古川　和邦 大川原化工機（株） 

116 田中　千秋 株式会社リコー　 166 古川　真也 味の素（株）

117 谷田　克義 （株）神鋼環境ソリューション 167 古川　晴雄 塩野義製薬（株）

118 谷屋　啓太 神戸大学 168 細野　恭生 千代田化工建設（株） 

119 田村 浩幸 日産化学工業（株） 169 細見 正明 東京農工大学

120 柘植　義文 九州大学 170 本多　裕之 名古屋大学

121 常田　聡 早稲田大学 171 本間　俊司 埼玉大学

122 手嶋　寛 東ソー株式会社　 172 前　一廣 京都大学

123 寺坂　宏一 慶應義塾大学 173 前田　光治 兵庫県立大学

124 戸井田　康宏 JX日鉱日石エネルギー（株） 174 増田　隆夫 北海道大学

125 常盤　充 常盤電機（株） 175 松岡　浩 帝京科学大学

126 都丸　美喜男 富士フイルム（株） 176 松方　正彦 早稲田大学

127 永井　達夫 栗田工業（株） 177 松隈　洋介 福岡大学

128 中川　二彦 岡山県立大学　 178 松澤　克明 （株）ＩＨＩ 

129 中川　紳好 群馬大学 179 松田　聡 （独）産業技術総合研究所 

130 中川  浩行 京都大学 180 松村　幸彦 広島大学

131 中田　啓太郎 三菱化学(株) 181 南川　忠男 旭硝子㈱千葉工場

132 中西　章夫 （株）MCHC　R&Dｼﾅｼﾞｰｾﾝﾀｰ 182 宮野  善盛 倉敷芸術科学大学　

133 長棟　輝行 東京大学 183 宮原　稔 京都大学

134 中村　一穂 横浜国立大学 184 向井　浩二 武田薬品工業（株）

135 中村　英博 日立化成（株） 185 向井　康人 名古屋大学　　　　

136 中村　正幸 DIC（株） 186 村岡　健次 （株）日本触媒

137 中村　昌允 東京工業大学 187 村上　賢治 秋田大学

138 成瀬　一郎 名古屋大学 188 村田　一彦 大阪ガス（株）

139 二井　晋 鹿児島大学 189 村中　英一 三井化学（株）

140 西山　覚 神戸大学 190 村山　憲弘 関西大学

141 西山　憲和 大阪大学 191 望月　和博 東京大学

142 二宮　善彦 中部大学 192 森　秀樹 名古屋工業大学

143 根岸　聖司 東洋紡（株） 193 森　英利 富山大学

144 埜上　洋 東北大学 194 森　康維 同志社大学

145 野崎　泰彦 ナイカイ塩業株式会社 195 森本　勝哉 川崎重工業（株）

146 野田　優 早稲田大学 196 森本　潤 第一三共（株）

147 野田　秀夫 関西化学機械製作(株) 197 守谷　聡 東亞合成（株）

148 野田　賢 福岡大学 198 安田　啓司 名古屋大学

149 野田　玲治 群馬大学 199 山際　和明 新潟大学

150 橋本　芳宏 名古屋工業大学 200 山口　猛央 東京工業大学
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201 山下　善之 東京農工大学

202 山田　宗樹 キッコーマン食品（株）

203 山村　方人 九州工業大学

204 山本　修一 山口大学

205 山森　義之 住友ベークライト（株） 

206 横田　守久 宇部興産株式会社　

207 横山 千昭 東北大学

208 横山　豊和 ホソカワミクロン（株）

209 吉井　英文 香川大学

210 義家　亮 名古屋大学

211 吉川　史郎 東京工業大学 

212 吉田  修一 日本ガイシ(株)

213 吉田　裕 （株）日本触媒

214 吉田　昌弘 鹿児島大学

215 吉塚　和治 北九州市立大学

216 吉見　靖男 芝浦工業大学

217 若林　讓 千代田化工建設（株） 

218 和田　 文三 ファイザーファーマ㈱

219 渡辺　隆行 九州大学　

220 渡邉　賢 東北大学
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