
氏名 所属（略称）

逢坂 豪 鳥取大工

相原 正樹 山口大工

網代 芳民 九大理

阿部 修治 電総研

安藤 義則 名城大理工

安藤 利得 金沢大理

飯田 修一

飯田 武 大阪市大理

家 泰弘 東大物性研

一宮 彪彦 名大工

伊藤 厚子 お茶大理

伊藤 寛 香川大教育

伊藤 正樹 島根大総理工

井上 研三 九大理

井上 直樹 愛媛大理

井上 信 京大化研

井町 昌弘 山形大理

上田 保 愛媛大理

上羽 弘 富山大工

植松 恒夫 京大総合人間

打木 久雄 長岡技科大

江尻 宏泰 大阪大核物理研

榎本 美久 名工大

遠藤 康夫 東北大院理学研究科

延与 秀人 京大院理学研究科

大久保茂男 高知女子大

大沢 幸治 名大理

大島 隆義 名大院理学研究科

太田 昭男 豊橋技科大

岡田 成文 大工

小川 哲生 東北大院理学研究科

興地 斐男 和歌山高専

尾崎 正明 高知大理

小野 嘉之 東邦大理

小柳 義夫 東大理

鹿児島誠一 東大院総合文化

笠谷 光男 東北大院理学研究科
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加藤 幾芳 北大院理学研究科

加藤 友彦 福岡工大

金城 辰夫 徳島大工

金子 尚武 埼玉工大

萱沼 洋輔 大阪府大工

唐沢 力 大阪市大理

河相 武利 大阪女子大学芸

川上 則雄 大阪大院工学研究科

川村 清 慶大理工

神野 賢一 京大院理学研究科

岸本 忠史 大阪大院理学研究科

北岡 良雄 大阪大基礎工

北野 保行 島根大総理工

木名瀬 亘

木村 健二 京大院工学研究科

九後汰一郎 京大院学研究科

国広 悌二 龍谷大理工

久保 謙一 都立大理

熊谷 健一 北大理

栗田 進 横浜国大工

河野 公俊 東大物性研

小沼 通二 武蔵工大環境情報学

小林 迪助 新潟大理

小林 融弘 大阪大基礎工

近藤 新一 福井大工

近藤 宜克 中部女短大

後藤 誠一 大阪大工

後藤 武生 東北大院理学研究科

五神 真 東大院工学系研究科

酒井 英行 東大院理学系研究科

榊原 俊郎 北大院理学研究科

匂坂 康男 弘前大理

桜井 醇児 富山大理

定本 嘉郎 上越教育大

佐藤 勝彦 東大院理学系研究科

佐藤 憲昭 東北大院理学研究科

塩崎 洋一 北大院理学研究科

篠塚 雄三 山口大工

嶋田 繁隆 名工大

末松大二郎 金沢大理

菅 滋正 大阪大基礎工
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鈴木 勝久 都立科学技術大

鈴木 直 大阪大院基礎工学研究科

鈴木 治彦 金沢大理

曽田 一雄 名大院工学研究科

鷹岡 貞夫 大阪大院理学研究科

高木 芳弘 姫路工大理

高桑 雄二 東北大科研

高杉 英一 阪大院理学研究科

高橋 隆 東北大院理学研究科

高橋 憲明 大阪大院理学研究科

高柳 滋 北海道教育大札幌校

竹内 潤 島根大総理工

田中 宏志 島根大総理工

千葉 明朗 京大エネ理工研

寺内 正己 東北大科研

寺尾 洌 信州大理

東辻 浩夫 岡山大工

土岐 博 大阪大核物理研

利根川 孝 神戸大理

中井 浩二 東理大理工

中川 昌美 名城大理工

中沢 直仁 島根大総理工

中田 博保 大阪大院理学研究科

中原純一郎 北大院理学研究科

中村 新男 名大理工学研セ

中山 恒義 北大工

永井 泰樹 東工大理

永原 茂

那須 三郎 大阪大基礎工

並木 雅俊 高千穂商大

西崎 滋 岩手大人文社会科学

西嶋 光昭 京大院理学研究科

西田 昭彦 福岡大理

西村 克彦 富山大工

西森 秀稔 東工大理

二宮 正夫 京大基研

野尻 洋一 高知工大工

野田 章 京大化研

野呂 哲夫 大阪大核物理研

橋本 英典 法政大工

長谷川 彰 新潟大理
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長谷川正之 岩手大工

原田 勲 岡山大理

福山 秀敏 東大理

麸沢 祐一 新潟高校

伏見 譲 埼玉大工

藤原 守 大阪大核物理研

古谷洋一郎岡山大工

保志 賢介室蘭工大

細川 巖電通大

前沢 邦彦 富山県立大工

政池 明 京大院理学研究科

増崎 克 金沢大理

松井 敦男 甲南大理

松浦 基浩 京都工繊大工芸

松澤 通生 電通大

松島 房和 富山大理

松多 健策 大阪大院理学研究科

水野 清 徳島大総合科

水野 義之 大阪大核物理研

美宅 成樹 農工大工

南園 忠則 大阪大院理学研究科

三宅 和正 大阪大基礎工

宮谷 和雄 愛媛大工

三好 正毅 山口大工

本河 光博 東北大金研

森垣 和夫 広島工大工
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