
410 化　学　工　学（38）

● 　新入会員　 ●

―4月分―

地区会員　1社（1口）
エカート（株）（1）（関東支部）
［事業内容］撹拌機輸出入販売

―5月分―

特別会員　1社（1口）
（一財）ファインセラミックスセンター（1）東海支部
［事業内容］ファインセラミックスを主とした材料の創出に関する基
礎・応用研究機関

地区会員　1社（1口）
興和工業（株）（1）（北海道支部）
［事業内容］強化プラスチック製品製造

―5月分―

正会員（21名）

天野　寛之 （新東工業・愛知）

伊藤　彰敏 （日揮グローバル・神奈川）

岩崎　富生 （日立製作所・茨城）

加藤　平蔵 （新潟大・新潟）

栗田　新平 （月島機械・東京）

小越　直人 （日本ゼオン・神奈川）

竹中　公亮 （武田薬品工業・神奈川県

鄭　　智海 （日本原子力研究開発機構・茨
城）

手塚　幹人 （東レ・愛知）

東松　逸朗 （メック・兵庫県

刀根康一郎 （三機工業・神奈川）

富田　廣成 （笠野興産・和歌山）

長尾　匡憲 （九州大・福岡）

中島　秀幸 （東レ・愛知）

早川　栄二 （大阪府立大・大阪）

林　　悟史 （山田化学工業・京都）

堀川　喬平 （東レ・愛知）

松井　裕美 （ウエイブエンジニアリング・
東京）

宮本　敦子 （日東電工・滋賀）

森　裕太郎 （理化学研究所・神奈川）

吉井　丈晴 （東北大・宮城）

教育会員（1名）

菰田　浩成 （愛媛県立西条高等学校・愛媛）

海外正会員（1名）

ブンユボル サシパー （東工大・東京）

学生会員（138名）

味戸　大祐 （北海道大・北海道）

阿部沙弥香 （東京農工大・東京）

天野　晃太 （横浜国立大・神奈川）

石田　良介 （北海道大・北海道）

石本　猛流 （徳島大・徳島）

板岡　拓郎 （石川）

一戸　省吾 （東京農工大・東京）

井手　智紀 （群馬大・群馬）

伊藤　悠稀 （東洋大・群馬）

伊藤友紀奈 （東京農工大・東京）

岩崎　遥香 （群馬大・群馬）

岩本　乙輝 （北海道大・北海道）

鵜久森千紗都 （静岡大・静岡）

牛田　健太 （金沢大・石川）

内田　海斗 （群馬大・群馬）

内田健太郎 （静岡大・静岡）

宇野　沙映 （東京農工大・東京）

越前わかな （秋田大・秋田）

海老澤拓郎 （宇都宮大・栃木）

大川原一毅 （横浜国立大・東京）

大島　優美 （早稲田大・東京）

大関　　隼 （岐阜大・岐阜）

太田　朋輝 （愛知）

大場　那津 （静岡大・静岡）

大橋　沙李 （東京農工大・東京）

大村　湧生 （北海道大・北海道）

小川　　慧 （名工大・愛知）

奥田　葵衣 （金沢大・石川）

尾崎　　練 （静岡大・静岡）

小田原　匠 （北海道大・北海道）

角野　　樹 （静岡大・静岡）

香取　　卓 （東北大・宮城）

柄澤　文哉 （静岡大・静岡）

川口　泰輝 （京都工芸繊維大・京都）

川島　遼平 （室蘭工業大・北海道）

川西　大雅 （広島大・広島）

神野　七海 （関西大・大阪）

北本　泰彦 （広島大・広島）

金 スルチャン （名古屋大・愛知）

吉良　亘平 （名古屋大・愛知）

国沢　　樹 （山口大・山口）

黒川　朔椰 （愛媛県立西条高等学校・愛媛）

黒﨑ありさ （静岡大・静岡）

幸泉　旭彦 （徳島大・徳島）

小出　千尋 （名工大・愛知）

児玉　康輝 （北見工業大・北海道）

小林　翔也 （茨城大・茨城）

小森千有里 （九州大・福岡）

小山　凌矢 （埼玉大・埼玉）

近藤　弘偉 （九州大・福岡）

齋藤　聖仁 （東京大・東京）

坂元　　敦 （神戸大・兵庫）

坂本　恭章 （静岡大・静岡）

坂本　武琉 （茨城大・茨城）

佐川　智哉 （新潟）

佐々木龍夜 （埼玉大・埼玉）
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佐々野颯一郎 （東京農工大・東京）

澤井　　涼 （名工大・愛知）

式町　健斗 （名工大・愛知）

嶋田　　仁 （大阪大・大阪）

清水なつみ （神戸大・兵庫）

下河邊一樹 （愛知）

楠　　陽向 （東京農工大学・東京）

瀬口　史歩 （神戸大・兵庫）

ダウセ ペドロ ドミンゴ 

（秋田大・秋田）

高橋　昂佑 （静岡大・静岡）

高橋　俊敦 （同志社大・京都）

髙橋　大和 （愛媛県立西条高等学校・愛媛）

高橋　理輝 （名工大・愛知）

多田　裕太 （埼玉大・埼玉）

田中　章浩 （金沢大・石川）

田中　泉利 （大阪大・大阪）

田中　千順 （東北大・宮城）

田中　康之 （秋田大・秋田）

谷口　雅迪 （千葉大・千葉）

Zhang Lijie （東工大・神奈川）

土田　一喜 （長岡工業高専・新潟）

堤　　大輝 （関西大・大阪）

寺本　悠里 （名古屋大・愛知）

土井　達也 （関西大・大阪）

冨樫　昂太 （埼玉大・埼玉）

冨永　幹人 （京都大・京都）

内木　寛人 （静岡大・静岡）

中川　紗都 （横浜国立大・神奈川）

中川　裕喜 （三重大・三重）

中西　　陸 （静岡大・静岡）

中本　卓見 （名古屋大・愛知）

仲矢　和生 （名工大・愛知）

長山　和寛 （秋田大・秋田）

納谷　英和 （北海道大・北海道）

成田　俊輝 （山形）

新岡　駿也 （東北大・宮城）

西垣　曉釈 （金沢大・石川）

西村　勇輝 （金沢大・石川）

野間　　円 （東京大・東京）

野本　大智 （慶應義塾大・神奈川）

長谷川日菜子 

（東京電機大・東京）

沙魚川拓生 （北海道大・北海道）

羽田　旅人 （金沢大・石川）

波多野修三 （静岡大・静岡）

八野　良紀 （関西大・大阪）

濱田　宝風 （豊橋技術科学大・愛知）

林　　直輝 （東京農工大・東京）

半田　大地 （秋田大・秋田）

秘多　悠斗 （宇都宮大・栃木）

日高　恒太 （関西大・大阪）

平山　雄大 （北海道大・北海道）

廣川凜理子 （福島）

日和田有香 （徳島大・徳島）

藤田えりか （慶應義塾大・東京）

逸見　るな （千葉大・千葉）

細谷　武史 （茨城大・茨城）

堀　　智裕 （愛媛県立西条高等学校・愛媛）

堀　　夏英 （名古屋大・愛知）

堀口　健矢 （新潟大・新潟）

牧野　直輝 （群馬大・群馬）

松田耕太朗 （静岡大・静岡）

松田将太郎 （金沢大・石川）

三浦明日香 （東北大・宮城）

水野　奈南 （名工大・愛知）

三宅　岳文 （神戸大・兵庫）

村井　和敬 （京都大・京都）

村上　大悟 （熊本大・熊本）

村上　達彦 （広島大・広島）

村田　　章 （関西大・大阪）

森田　結貴 （京都大・京都）

八木　貴大 （新潟大・新潟）

山口　大弥 （東北大・宮城）

山崎　　隼 （京都大・京都）

山野井慶彦 （横浜国立大・神奈川）

山本　真輝 （九州大・福岡）

湯川　忠二 （京都工芸繊維大・京都）

横山　遵匡 （静岡大・静岡）

吉井　秀和 （山口大・山口）

吉田果菜子 （北見工業大・北海道）

吉田　晴紀 （名古屋大・愛知）

若杉　拓真 （群馬大・群馬）

渡地　春陽 （愛媛県立西条高等学校・愛媛）

海外学生会員（2名）

Djajakirana Hosea Adinata 

（静岡大・静岡）

T.sriwong Kotchakorn 

（Tokyo Institute of Technology・
海外）
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