公益社団法人 化学工学会 https://www.scej.org/

●

新入会員

●

―6 月分―

正会員（32 名）
石原

治彦 （東芝・神奈川）

伊藤

聡 （KRI・京都）

稲垣奈都子 （東京大・東京）

吉田

隆 （富士電機・東京）

大島

康平 （東京都市大・東京）

大橋美彩子 （早稲田大・東京）

教育会員
（2 名）

小笠原

鄭

大鋸谷航平 （茨城大・茨城）

慶新 （東北大・宮城）

村岡 恒輝 （東京大・東京）

匠 （工学院大・東京）

小川

三雛 （東邦大・千葉）

沖田

優美 （東京大・千葉）

海外正会員
（1 名）

小倉

拓 （京都大・京都）

オ テフン （Kyoto University・京都）

小倉

悠 （神戸大・兵庫）

小田

悠磨 （岡山大・岡山）

岩田

隆一 （豊田中央研究所・愛知）

岩本

勝信 （山口）

シニア会員
（1 名）

小野田

大石

憲吾 （LG Japan Lab・神奈川）

金子 克美 （信州大・長野）

折田

兼成 （九州大・福岡）

大嶋

裕史 （関西化学機械製作・兵庫）

岳

云鵬 （名古屋大・愛知）

大谷

優太 （北見工業大・北海道）

学生会員
（226 名）

笠井つばさ （東京農工大・東京）

奥原

大輔 （日本ゼオン・富山）

會田 恭輔 （信州大・長野）

笠井

嘉藤

彰史 （富士フイルム・神奈川）

青山祐太郎 （岡山大・岡山）

梶本こはる （岡山大・岡山）

川口

真一 （佐賀大・佐賀）

赤羽 祐紀 （東京大・東京）

柏崎

夢斗 （奈良工業高専・奈良）

川畑

秀駿 （JFE エンジニアリング・神奈川）

赤松 宏一 （九州大・福岡）

兼原

侑也 （茨城大・茨城）

秋本 光輝 （早稲田大・東京）

神谷

恵汰 （岐阜大・岐阜）

川本

誠 （三菱電機・兵庫）

耀 （北海道大・北海道）

雄真 （トクラス・静岡）

菊川

将嗣 （豊田中央研究所・愛知）

穐本 皓太 （山口大・山口）

亀田

彩加 （金沢大・石川）

北野

秀樹 （ブリヂストン・東京）

阿比留諒輔 （東工大・東京）

榧野

宗悟 （山形大・山形）

軍司

章 （日立製作所・茨城）

荒木 大輔 （金沢大・石川）

川﨑

梨紗 （北九州市立大・福岡）

小出

浩明 （日立製作所・茨城）

LEE HYOJAE（東工大・東京）

川畑

璃久 （佐賀大・佐賀）

小林

貴範 （産業技術総合研究所・茨城）

飯嶌 大樹 （東工大・東京）

川村和佳菜 （神戸大・兵庫）

池田 光佑 （富山県立大・富山）

川本

嵩久 （信州大・長野）

池田 知広 （九州大・福岡）

菅

大陽 （関西大・大阪）

伊藤 良馬 （山形大・山形）

神吉

悠介 （神戸大・兵庫）

井上

菊池

駿祐 （宇都宮大・栃木）

ゴーピーネーサン・エム アニルカマル
（Noritake Co. Ltd・愛知）
鈴木

稔 （大阪ガスマーケティング・大
阪）

高辻

義行 （九州工業大・福岡）

千歳

範壽 （三菱マテリアル・茨城）

中村

圭介 （いすゞ中央研究所・神奈川）

永山

敬一 （三菱重工パワーインダスト

暁 （東北大・宮城）

井上 貴博 （山口大・山口）

菊地原

今井 雅啓 （北海道大・北海道）

吉瀬

菜南 （東北大・宮城）

今谷 俊貴 （東京大・東京）

木田

崚太 （石川）

リー・神奈川）

岩本 響輝 （金沢大・石川）

北川

智大 （東工大・神奈川）

和也 （ブリヂストン・東京）

岩本 陸杜 （神戸大・兵庫）

北島

大輔 （横浜国立大・神奈川）

Mai Zhaohuan（Kobe University・兵庫）

岩元 隆人 （鹿児島大・鹿児島）

北島

佑華 （北九州市立大・福岡）

前田

将克 （住友ベークライト・栃木）

上原 拓磨 （岐阜大・岐阜）

北谷

優樹 （大阪大・大阪）

水口

能宏 （日揮ホールディングス・神奈

牛田 吏紀 （信州大・長野）

北村

春菜 （大阪大・大阪）

碓井 睦生 （神戸大・兵庫）

木下

綾乃 （静岡大・静岡）

内田 祐実 （関西大・大阪）

木村

俊久 （神戸大・兵庫）

蛭子 蒼太 （早稲田大・東京）

木村

優花 （関西大・大阪）

遠藤 理央 （東北大・宮城）

木元祐之介 （長岡技術科学大・新潟）

及川 雄喜 （東京理科大・東京）

葛谷

古川

川）
室賀
山田

駿 （産業技術総合研究所・茨城）
裕之 （三菱重工パワーインダスト
リー・神奈川）

吉川健太郎 （コーセー・東京）

第 86 巻

第 8 号（2022）

（51）

著作権法により無断での転載等は禁止されています

司 （東京都市大・東京）

和弘 （山口大・山口）

417

公益社団法人 化学工学会 https://www.scej.org/

工藤

建 （宇都宮大・栃木）

高石 昂汰 （九州大・福岡）

中村

久原

友希 （東工大・神奈川）

高井良優作 （九州大・福岡）

中村日向子 （神戸大・兵庫）

倉田

晴生 （東工大・神奈川）

高橋 由弥 （広島大・広島）

仲村

光生 （富山）

幸丸

宗太 （北九州市立大・福岡）

高原 正貴 （早稲田大・東京）

中村

優斗 （早稲田大・東京）

小久保和磨 （新潟大・新潟）

高森 悠平 （東北大・宮城）

中村

粉谷

田口 侑吾 （東京農工大・東京）

仲山

智琉 （名古屋大・愛知）

後藤さくら （九州大・福岡）

竹中

成重

桃花 （九州大・福岡）

後藤駿之介 （金沢大・石川）

竹村 一哉 （東工大・神奈川）

鳴井

遼介 （広島大・広島）

後藤

拓磨 （早稲田大・東京）

田中 恒作 （大阪大・大阪）

西澤

諒 （東工大・東京）

後藤

良太 （大坂大・大阪）

田中 威大 （関西大・奈良）

西谷

実華 （工学院大・東京）

小林

直輝 （千葉大・千葉）

田中 郁弥 （山口大・山口）

西村

知花 （佐賀大・佐賀）

齊藤

生真 （東北大・宮城）

田邉 康大 （北九州市立大・福岡）

西本

直樹 （宇都宮大・栃木）

齋藤

悠貴 （九州大・福岡）

谷口友里華 （大阪大・大阪）

西山

莉瑚 （佐賀大・佐賀）

齋藤遼太郎 （京都大・京都）

谷田 初音 （京都大・京都）

沼田

将貴 （新潟大・新潟）

境田虎太朗 （関西大・大阪）

田村 和也 （大阪大・大阪）

野田

龍生 （佐賀大・佐賀）

坂主

大樹 （東工大・東京）

チン モウワ （The University of Tokyo・東京）

博多

温輝 （徳島大・徳島）

佐藤

碧哉 （北海道大・北海道）

近嵐

馬場

康輔 （兵庫県立大・兵庫）

聖 （大阪大・大阪）

佐藤晟太郎 （北海道大・北海道）
佐藤

大成 （山形大・山形）

佐藤

雅也 （横浜国立大・神奈川）

佐藤

悠都 （東北大・宮城）

佐原

雄斗 （東京大・東京）

澤田

汰良 （神戸大・兵庫）

塩谷

泰生 （東京農工大・東京）

柴田

崇仁 （東工大・神奈川）

渋谷

拓海 （東京大・東京）

清水

駿佑 （東京都市大・東京）

清水谷侑歩 （室蘭工業大・北海道）
許

博軒 （東京大・東京）

徐

天祥 （東京農工大・東京）

鈴木

綾 （東京大・東京）

鈴木

潤季 （宇都宮大・栃木）

鈴木

椋子 （日本大・福島）

須田

一生 （山形大・山形）

鷲見

知香 （大阪大・大阪）

清野
関

元紀 （東北大・宮城）
将太郎 （東京大・千葉）

関口
関根

裕亮 （重松製作所・埼玉）

曽我部

悠真 （早稲田大・東京）

418

崇 （東北大・宮城）

凌 （九州大・福岡）

樹 （早稲田大・東京）

Chitra Sudheer Aparna
（Tokyo Institute of Technology・

竜也 （北海道大・北海道）

烈 （奈良工業高専・奈良）

濵野明日香 （東京理科大・東京）
韓

益桐 （金沢大・石川）

菱田

義拓 （東京都市大・東京）

平山

正次 （熊本大・熊本）

蛭田

大稀 （東北大・宮城）

ZHANG YI （九州大・福岡）

福井

夏葉 （京都工芸繊維大・京都）

ZHANG COLIN

福嶋

海人 （岡山大・岡山）

藤崎

隼也 （千葉大・千葉）

藤田

映里 （立命館大・滋賀）

藤田

脩平 （関西大・大阪）

古川

美紅 （宮崎大・宮崎）

古田

秋美 （東京都市大・東京）

神奈川）
采

国孝 （静岡大・静岡）

チャエルサニ ヴィルディ
（Hirosaki University・青森）

（大阪大・大阪）
塚田 彩友 （東邦大・千葉）
塚村 慶太 （金沢大・石川）
津田 舜作 （東工大・東京）
土屋 裕輝 （東京大・東京）
土井 貴正 （広島大・広島）
冨浦 康二 （東京理科大・東京）
豊川 茉那 （福島）
豊福 淳大 （九州大・福岡）
内藤 圭梧 （京都大・京都）
中垣 友哉 （東北大・宮城）
中倉 稜也 （北見工業大・北海道）
中里 純大 （東北大・宮城）
永田 大樹 （崇城大・熊本）
中谷のどか （東工大・東京）
仲野 真治 （京都大・京都）

（52）

著作権法により無断での転載等は禁止されています

細川

華 （神戸大・兵庫）

堀江

慶太 （宮崎大・宮崎）

堀江

尚司 （宇都宮大・栃木）

本條

悟史 （奈良工業高専・奈良）

本田

航基 （新潟大・新潟）

本間

浩司 （北見工業大・北海道）

前

誉 （三重大・三重）

孫福

幹太 （東工大・神奈川）

真崎

葉月 （九州大・福岡）

松田啓太郎 （山口大・山口）
松田

悠聖 （山口大・山口）

化

学 工

学

公益社団法人 化学工学会 https://www.scej.org/

松本

周 （大阪公立大・大阪）

山下 俊輝 （広島大・広島）

渡辺

一樹 （北見工業大・北海道）
拓斗 （九州工業大・福岡）

松本

宗真 （京都大・京都）

山下 大智 （岡山大・岡山）

渡邉

松本

美冬 （東京大・東京）

山下 浩輝 （東工大・神奈川）

渡部

マティアス マテャヨ ゲリヴァス
（SHIZUOKA UNIVERSITY・静
岡）
的場

優仁 （宇都宮大・栃木）

丸田

大翔 （関西大・大阪）

丸山

康太 （新潟大・新潟）

三浦

天晴 （山形大・山形）

宮崎

豊 （法政大・東京）

宮﨑

蘭利 （九州大・福岡）

宮下

大空 （埼玉大・埼玉）

森

彩菜 （神戸大・兵庫）

森

雄輝 （九州大・福岡）

森下

敏治 （明治大・神奈川）

諸田有希奈 （群馬高専・群馬）
姚

方勃 （静岡大・静岡）

矢川

言 （東京都市大・東京）

八木

晴美 （東京農工大・東京）

山﨑

祐作 （北海道）

栞 （中央大・東京）

山本 彩乃 （神戸大・兵庫）
山本 拓実 （横浜国立大・神奈川）

海外学生会員
（3 名）

山本 優真 （新潟大・新潟）

Ghritli Rachid（Osaka University・大阪）

湯山 春介 （明治大・神奈川）

蔡

万軒 （群馬大・群馬）

横井 博紀 （信州大・長野）

王

咏旭 （東京大・千葉）

横澤 つき （東工大・東京）
吉川

颯 （東北大・宮城）

ジュニア会員
（9 名）

吉田沙理那 （神戸大・兵庫）

今村

桃子 （鹿児島大・鹿児島）

吉田 蒼馬 （九州工業大・福岡）

片平

真穂 （鹿児島大・鹿児島）

吉田 悠希 （東京大・東京）

古田島

吉田 雄太 （東北大・宮城）

小山

吉山 有希 （東京大・東京）

柴田祥太朗 （鹿児島大・鹿児島）

米村 閑耶 （有明高専・福岡）

徳留

諒 （鹿児島大・鹿児島）

李

松山

陽 （鹿児島大・鹿児島）

矢野

福人 （鹿児島大・鹿児島）

吉留

健翔 （鹿児島大・鹿児島）

李

岳 （福島大・福島）
佩丹 （RWTH Aachen University・海外）

和氣 翔大 （東北大・宮城）

勝 （群馬工業高専・群馬）
僚太 （鹿児島大・鹿児島）

和田 侑馬 （東工大・東京）

JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN 掲載論文，Vol.55，No.6
（2022）
［Biochemical, Food and Medical Engineering］

Glycine-Mediated Paclitaxel Dispersion in a Phospholipid Complex ････････････････････････････････････････････225
Yoshiro Tahara, Kenichi Ueyama and Michiaki Matsumoto

［Micro and Nano Systems］

Microdevice for the Reduction of Nitrate Ions Using Copper Micro-Tubular Carriers (SC) ･････････････････････････230
Yukako Asano, Shigenori Togashi, Yuzuru Ito, Yoshishige Endo and Ryo Miyake

第 86 巻

第 8 号（2022）

（53）

著作権法により無断での転載等は禁止されています

419

