
数物系科学　平成２０年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
東京女子大学・文理学部・教授 吉荒　聡　　　　　　　　　　　　
東京大学・数理科学研究科・教授 川又　雄二郎　　　　　　　　　　
千葉大学・理学研究科・教授 越谷　重夫　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授 吉野　雄二　　　　　　　　　　　
名古屋大学・多元数理科学研究科・教授 岡田　聡一　　　　　　　　　　　
東海大学・理学部・教授 太田　雅己　　　　　　　　　　　
九州大学・数理学研究院・教授 坂内　英一　　　　　　　　　　　
早稲田大学・教育・総合科学学術院・教授 広中　由美子　　　　　　　　　　
京都大学・数理解析研究所・准教授 有木　進　　　　　　　　　　　　
立教大学・理学部・教授 佐藤　文広　　　　　　　　　　　
神戸大学・理学研究科・教授 吉岡　康太　　　　　　　　　　　
大阪大学・理学研究科・教授 並河　良典　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・准教授 加藤　文元　　　　　　　　　　　
日本大学・理工学部・教授 平田　典子（河野　典子）　　　　　　　　　　　

近畿大学・理工学部・教授 長岡　昇勇　　　　　　　　　　　
名古屋大学・多元数理科学研究科・准教授 橋本　光靖　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・経済学部・教授 小木曽　啓示　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 花村　昌樹　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・教授 河野　明　　　　　　　　　　　　
九州大学・数理学研究院・教授 佐伯　修　　　　　　　　　　　　
新潟大学・自然科学系・教授 諏訪　立雄　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 西川　青季　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 吉田　朋好　　　　　　　　　　　
首都大学東京・理工学研究科・教授 相馬　輝彦　　　　　　　　　　　
名古屋大学・多元数理科学研究科・教授 太田　啓史　　　　　　　　　　　
福岡工業大学・情報工学部・教授 後藤　ミドリ　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 塩谷　隆　　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・理学研究科・教授 枡田　幹也　　　　　　　　　　　
金沢大学・自然科学研究科・教授 加須栄　篤　　　　　　　　　　　
熊本大学・教育学部・教授 伊藤　仁一　　　　　　　　　　　
東京大学・数理科学研究科・教授 菊地　文雄　　　　　　　　　　　
静岡大学・理学部・教授 鈴木　信行　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・工学研究科・教授 栗木　進二　　　　　　　　　　　
名城大学・理工学部・教授 齊藤　公明　　　　　　　　　　　
大阪大学・基礎工学研究科・教授 鈴木　貴　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・情報科学研究科・教授 神保　雅一　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・理学研究科・教授 小松　孝　　　　　　　　　　　　
金沢大学・自然科学研究科・教授 伊藤　達郎　　　　　　　　　　　
電気通信大学・情報工学科・教授 加古　孝　　　　　　　　　　　　
北海道大学・理学研究院・准教授 井上　昭彦　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 西田　孝明　　　　　　　　　　　
広島大学・教育学研究科・教授 景山　三平　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 小薗　英雄　　　　　　　　　　　
九州大学・数理学研究院・教授 吉田　正章　　　　　　　　　　　
新潟大学・自然科学系・教授 泉池　敬司　　　　　　　　　　　

数学

代数学　　　　　　　

幾何学　　　　　　　

数学一般　　　　　　

4101

4102

4103

新潟大学 自然科学系 教授 泉池 敬司
島根大学・総合理工学部・教授 中西　敏浩　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授 田村　英男　　　　　　　　　　　
東京大学・数理科学研究科・教授 舟木　直久　　　　　　　　　　　
東北大学・情報科学研究科・教授 尾畑　伸明　　　　　　　　　　　
大阪教育大学・教育学部・教授 中井　英一　　　　　　　　　　　
埼玉大学・理工学研究科・教授 小池　茂昭　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 山崎　昌男　　　　　　　　　　　
九州大学・数理学研究院・教授 谷口　説男　　　　　　　　　　　
東京大学・数理科学研究科・教授 小林　俊行　　　　　　　　　　　
広島大学・理学研究科・教授 盛田　健彦　　　　　　　　　　　
九州大学・数理学研究院・教授 幸崎　秀樹　　　　　　　　　　　
北海道大学・理学研究院・教授 神保　秀一　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・教授 松木　敏彦　　　　　　　　　　　
大阪大学・理学研究科・教授 小磯　憲史　　　　　　　　　　　
東京大学・数理科学研究科・教授 神保　道夫　　　　　　　　　　　
京都大学・数理解析研究所・准教授 竹井　義次　　　　　　　　　　　
九州大学・数理学研究院・教授 辻井　正人　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 柳田　英二　　　　　　　　　　　
首都大学東京・理工学研究科・教授 倉田　和浩　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授 山田　裕史　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・教授 泉　正己　　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 馬場　直志　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・教授 柴田　一成　　　　　　　　　　　
首都大学東京・理工学研究科・教授 大橋　隆哉　　　　　　　　　　　
東京大学・理学系研究科・教授 土居　守　　　　　　　　　　　　
岡山大学・理学部・教授 川口　建太郎　　　　　　　　　　
大阪教育大学・教育学部・教授 福江　純　　　　　　　　　　　　

大域解析学　　　　　

天文学　　　　　　　

基礎解析学　　　　　

天文学

4104

4105

4201



数物系科学　平成２０年度
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筑波大学・数理物質科学研究科・教授 三明　康郎　　　　　　　　　　　
九州大学・理学研究院・教授 井上　研三　　　　　　　　　　　
北海道大学・理学研究院・教授 加藤　幾芳　　　　　　　　　　　
自然科学研究機構　国立天文台・光赤外研究部・教授 水本　好彦　　　　　　　　　　　
首都大学東京・理工学研究科・教授 住吉　孝行　　　　　　　　　　　
神戸大学・理学研究科・教授 川越　清以　　　　　　　　　　　
高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・教授 小玉　英雄　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・准教授 中家　剛　　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・准教授 田中　礼三郎　　　　　　　　　　
京都大学・基礎物理学研究所・教授 江口　徹　　　　　　　　　　　　
高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・教授 幅　淳二　　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 田村　裕和　　　　　　　　　　　
神戸大学・理学研究科・教授 林　青司　　　　　　　　　　　　
大阪大学・理学研究科・教授 能町　正治　　　　　　　　　　　
京都大学・基礎物理学研究所・教授 佐々木　節　　　　　　　　　　　
名古屋大学・理学研究科・准教授 前川　展祐　　　　　　　　　　　
京都大学・基礎物理学研究所・准教授 延與　佳子　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・理学研究科・教授 石原　秀樹　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・准教授 末包　文彦　　　　　　　　　　　
高エネルギー加速器研究機構・大強度陽子加速器計画推進部・教授 齊藤　直人　　　　　　　　　　　
大阪大学・理学研究科・助教 宮田　恵美　　　　　　　　　　　
愛知淑徳大学・ビジネス学部・教授 石橋　善弘　　　　　　　　　　　
北海道大学・電子科学研究所・准教授 辻見　裕史　　　　　　　　　　　
東北大学・電気通信研究所・教授 上原　洋一　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学部・准教授 江藤　幹雄　　　　　　　　　　　
大阪大学・レーザーエネルギー学研究センター・教授 萩行　正憲　　　　　　　　　　　
東京大学・物性研究所・教授 末元　徹　　　　　　　　　　　　
（株）日立製作所・基礎研究所・主任研究員 諏訪　雄二　　　　　　　　　　　
東京大学・総合文化研究科・教授 吉岡　大二郎　　　　　　　　　　
上智大学・理工学部・教授 江馬　一弘　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・理学研究科・教授 小栗　章　　　　　　　　　　　　
京都大学・化学研究所・教授 金光　義彦　　　　　　　　　　　
神戸大学・工学研究科・准教授 田中　章順　　　　　　　　　　　
東京大学・理学系研究科・教授 藤森　淳　　　　　　　　　　　　
大阪大学・産業科学研究所・教授 安藤　陽一　　　　　　　　　　　
神戸大学・分子フォトサイエンス研究センター・教授 太田　仁　　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・理学研究科・教授 坪田　誠　　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 豊田　直樹　　　　　　　　　　　
北海道大学・理学研究院・准教授 小田　研　　　　　　　　　　　　
東京大学・物性研究所・教授 瀧川　仁　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・准教授 田仲　由喜夫　　　　　　　　　　
大阪大学・理学研究科・准教授 摂待　力生　　　　　　　　　　　
大阪大学・極限量子科学研究センター・教授 萩原　政幸　　　　　　　　　　　
広島大学・先端物質科学研究科・助教 中村　文彦　　　　　　　　　　　
東京理科大学・理学部・教授 高柳　英明　　　　　　　　　　　

物理学

物性Ⅱ　　　　　　　

素粒子・原子核等　　

物性Ⅰ　　　　　　　 4302

4303

4301

東京理科大学 理学部 教授 高柳 英明
筑波大学・数理物質科学研究科・教授 守友　浩　　　　　　　　　　　　
東京大学・物性研究所・教授 金道　浩一　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・准教授 市岡　優典　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 高橋　隆　　　　　　　　　　　　
首都大学東京・理工学研究科・准教授 堀田　貴嗣　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学部・准教授 白濱　圭也　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 甲斐　昌一　　　　　　　　　　　
山梨大学・医学工学総合研究部・准教授 内山　智香子　　　　　　　　　　
筑波大学・数理物質科学研究科・教授 初貝　安弘　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 中山　恒義　　　　　　　　　　　
東京工業大学・総合理工学研究科・教授 樺島　祥介　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・教授 小貫　明　　　　　　　　　　　　
福井大学・工学研究科・教授 森田　紀夫　　　　　　　　　　　
東京大学・教養学部・教授 兵頭　俊夫　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・准教授 関川　太郎　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・准教授 近藤　公伯　　　　　　　　　　　
電気通信大学・量子物質工学科・准教授 桂川　眞幸　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・教授 高橋　義朗　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・教授 山本　潤　　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・准教授 高松　敦子　　　　　　　　　　　
首都大学東京・理工学研究科・准教授 好村　滋行　　　　　　　　　　　
大阪大学・先端科学イノベーションセンター・教授 兼松　泰男　　　　　　　　　　　
岡山大学・理学部・准教授 甲賀　研一郎　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 大木　和夫　　　　　　　　　　　
神戸大学・内海域環境教育研究センター・准教授 島　伸和　　　　　　　　　　　　
北海道大学・理学研究院・教授 倉本　圭　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・火山流体研究センター・准教授 大場　武　　　　　　　　　　　　
九州大学・理学研究院・准教授 吉岡　祥一　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授 小田　仁　　　　　　　　　　　　
東京大学・地震研究所・教授 加藤　照之　　　　　　　　　　　
九州大学・理学研究院・助教 中島　健介　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・教授 沖　大幹　　　　　　　　　　　　
筑波大学・計算科学研究センター・教授 田中　博　　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・工学研究科・教授 岡本　謙一　　　　　　　　　　　
（独）防災科学技術研究所・水土砂防災研究部・総括主任研究員 松浦　知徳　　　　　　　　　　　
北海道大学・低温科学研究所・教授 若土　正暁　　　　　　　　　　　
東海大学・総合科学技術研究所・教授 谷川　隆夫　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・教授 町田　忍　　　　　　　　　　　　
北海道大学・理学研究院・教授 渡部　重十　　　　　　　　　　　
名古屋大学・太陽地球環境研究所・教授 荻野　竜樹　　　　　　　　　　　
京都女子大学・現代社会学部・教授 前田　佐和子　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 小野　高幸　　　　　　　　　　　

地球惑星科学

固体地球惑星物理学　

生物物理・化学物理　

気象・海洋物理・陸水学　

超高層物理学　　　　

数理物理・物性基礎　

原子・分子等　　　　

4304

4305

4306

4402

4403

4401
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富山大学・理工学研究部・教授 竹内　章　　　　　　　　　　　　
東京大学・理学系研究科・助教 清水　以知子　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・教授 田上　高広　　　　　　　　　　　
島根大学・総合理工学部・教授 高須　晃　　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・理学研究科・教授 升本　眞二　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 大槻　憲四郎　　　　　　　　　　
愛媛大学・理工学研究科・教授 榊原　正幸　　　　　　　　　　　
岐阜大学・工学部・教授 小嶋　智　　　　　　　　　　　　
大阪工業大学・情報科学部・准教授 横川　美和　　　　　　　　　　　
金沢大学・自然科学研究科・准教授 長谷川　卓　　　　　　　　　　　
静岡大学・理学部・准教授 北村　晃寿　　　　　　　　　　　
東京大学・総合文化研究科・教授 磯崎　行雄　　　　　　　　　　　
（独）国立科学博物館・地学研究部・研究主幹 真鍋　真　　　　　　　　　　　　
熊本大学・自然科学研究科・教授 吉朝　朗　　　　　　　　　　　　
愛媛大学・理工学研究科・教授 川嵜　智佑　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・教授 平島　崇男　　　　　　　　　　　
東京大学・理学系研究科・准教授 鍵　裕之　　　　　　　　　　　　
東京学芸大学・教育学部・准教授 藤本　光一郎　　　　　　　　　　
新潟大学・自然科学系（理学部）・准教授 高澤　栄一　　　　　　　　　　　
創価大学・工学部・教授 山本　修一　　　　　　　　　　　
九州大学・理学研究院・准教授 中村　智樹　　　　　　　　　　　
岡山大学・地球物質科学研究センター・教授 牧嶋　昭夫　　　　　　　　　　　
北海道大学・水産科学研究院・教授 久万　健志　　　　　　　　　　　
東京大学・理学系研究科・教授 長尾　敬介　　　　　　　　　　　
名古屋大学・環境学研究科・准教授 山本　鋼志　　　　　　　　　　　
京都大学・エネルギー科学研究科・教授 岸本　泰明　　　　　　　　　　　
東海大学・情報理工学部・教授 進藤　春雄　　　　　　　　　　　
大阪大学・レーザーエネルギー学研究センター・教授 高部　英明　　　　　　　　　　　
自然科学研究機構　核融合科学研究所・教授・フェロー 伊藤　公孝　　　　　　　　　　　
（独）海洋研究開発機構・地球シミュレータセンター・プログラムディレクター 草野　完也　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・工学研究院・教授 石原　修　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・理学研究科・助教 樋田　美栄子　　　　　　　　　　
静岡大学・創造科学技術大学院・教授 永津　雅章　　　　　　　　　　　
大阪大学・レーザーエネルギー学研究センター・教授 西原　功修　　　　　　　　　　　
（独）宇宙航空研究開発機構・地球科学研究本部・教授 藤本　正樹　　　　　　　　　　　
自然科学研究機構　核融合科学研究所・シミュレーション科学研究部・准教授 渡邉　智彦　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 浜口　智志　　　　　　　　　　　

地球惑星科学

プラズマ科学 プラズマ科学　　　　

層位・古生物学　　　

岩石・鉱物・鉱床学　

地球宇宙化学　　　　

地質学　　　　　　　

4407

4501

4404

4405

4406


	審査委員一覧

