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通番号 審査員氏名 所　属　等

1 青木 智佐 九州大学 農学研究院 准教授

2 浅田 秀樹 弘前大学 理工学研究科 教授

3 浅見 佳世 兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 客員教授

4 安達 千波矢 九州大学 工学研究院 教授

5 阿部 二朗 青山学院大学 理工学部 教授

6 天野 知恵子 愛知県立大学　外国語学部 教授

7 井佐原 均 豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター 教授

8 伊澤 雅子 琉球大学　理学部 教授

9 石川 隆二 弘前大学 農学生命科学部 教授

10 石原 秀樹 大阪市立大学 理学研究科 教授

11 板谷 義紀 岐阜大学　大学院工学研究科 教授

12 一色 実 東北大学 多元物質科学研究所 名誉教授

13 稲田 篤信 二松學舍大學　文学部 教授

14 稲津 敏行 東海大学 工学部 教授

15 稲辺 保 北海道大学 理学（系）研究科（研究院） 教授

16 今井 康雄 日本女子大学　人間社会学部 教授

17 岩城 秀樹 京都産業大学 経営学部 教授

18 岩田 惠理 いわき明星大学 科学技術学部 教授

19 岩田　修 株式会社ユーグレナ  主任研究員

20 岩田 和子（渡辺和子） 東洋英和女学院大学 人間科学部 教授

21 岩田 耕一 学習院大学 理学部 教授

22 岩附 信行 東京工業大学 理工学研究科 教授

23 上田 晶子 名古屋大学 国際開発研究科 准教授

24 上田 純子 九州大学 法学研究院 教授

25 上田 多門 北海道大学 工学研究院 教授

26 上田 佳宏 京都大学 理学研究科　 准教授

27 上野 修 大阪大学　文学研究科 教授

28 上原 孝 岡山大学 医歯（薬）学総合研究科 教授

29 上山 大信 明治大学 総合数理学部 教授

30 魚住 泰広 大学共同利用機関法人自然科学研究機構　分子科学研究所 生命・錯体分子科学研究領域 教授

31 内田 隆史 東北大学 農学研究科 教授

32 宇野 彰二 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 教授

33 梅本 実 豊橋技術科学大学　国際教育センター 特命教授

34 浦岡 行治 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授

35 榎森 啓元 秀明大学 学校教育学部 教授

36 及川 英俊 東北大学 多元物質科学研究所 教授

37 大井　健次 ＪＦＥスチール株式会社　スチール研究所  主席研究員

38 大泉 徹 福井県立大学 海洋生物資源学部 教授

39 大神田 淳子 京都大学 化学研究所 准教授

40 大倉 典子 芝浦工業大学 工学部 教授

41 大澤 裕樹 東京大学 農学生命科学研究科 特任研究員

42 大嶌 幸一郎 京都大学　総合生存学館 特定教授

43 大隅 圭太 名古屋大学 理学研究科 教授

44 大谷 栄治 東北大学　大学院理学研究科 名誉教授

45 大塚 尚寛 岩手大学 工学部 教授

46 大槻 昌彦 第一三共株式会社　研究開発本部  研究統括部長

47 大根田 絹子 高崎健康福祉大学 薬学部 教授

48 大橋 隆哉 首都大学東京　理工学研究科 教授

49 大原 誠資 国立研究開発法人　森林総合研究所　 フェロー

50 岡島 史和 青森大学 薬学部 教授

51 生越 直樹 東京大学　総合文化研究科 教授

52 刑部 祐里子 徳島大学 農工商連携センター 特任准教授

53 尾関 智子 東海大学 情報理工学部 教授

54 小田 洋一 名古屋大学　大学院理学研究科 名誉教授

55 小野 尚之 東北大学 国際文化研究科 教授

56 小野 嘉之 東邦大学　 名誉教授

57 小野田 崇 青山学院大学 理工学部 教授

58 小山 時隆 京都大学 理学研究科 准教授

59 甲斐 雅亮 長崎大学 医歯（薬）学総合研究科　 教授

60 柿本 雅明 東京工業大学 理工学研究科 教授

61 梶野 文義 甲南大学 理工学部 教授

62 片山 高嶺 京都大学 生命科学研究科 教授

63 且原 真木 岡山大学 資源植物科学研究所 准教授

64 加藤 晃一 大学共同利用機関法人自然科学研究機構　分子科学研究所 岡崎統合バイオサイエンスセンター 教授

65 加藤 志津子 明治大学 経営学部 教授

66 加藤 雄一郎 理化学研究所 加藤ナノ量子フォトニクス研究室 准主任研究員

67 加藤 容子 近畿大学　農学部 教授

68 加納 純子 大阪大学 たんぱく質研究所 准教授
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69 蒲原　正純 アステラス製薬株式会社　再生医療研究所  サイエンスユニット長

70 萱場 一則 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 教授

71 川合 真紀 埼玉大学 理工学研究科 教授

72 川瀬 博 京都大学 防災研究所 教授

73 河内 明子 東海大学 理学部 教授

74 河野 正規 東京工業大学 理工学研究科 教授

75 川平 敏文 九州大学 人文科学研究院 准教授

76 菊地 隆司 東京大学 工学系研究科　 准教授

77 北垣 浩志 佐賀大学 農学部 教授

78 北川 禎三 兵庫県立大学　ピコバイオロジー研究所 名誉教授/特任教授

79 木村 真明 北海道大学 理学（系）研究科（研究院） 准教授

80 木村 正人 金沢大学 理工研究域　数物科学系 教授

81 清原　督三 パナソニック株式会社　先端研究本部  技監

82 葛山 智久 東京大学 生物生産工学研究センター 准教授

83 久保 司郎 摂南大学 理工学部 教授

84 黒岩 厚 名古屋大学　理学研究科 教授

85 黒倉 寿 東京大学　農学生命科学研究科 特任教授

86 洪 郁如 一橋大学 社会学研究科 教授

87 上妻 由章 茨城大学 農学部 教授

88 國土 将平 神戸大学 人間発達環境学研究科 教授

89 小玉 英雄 京都大学　基礎物理学研究所 特任教授

90 小西 由紀子 京都大学 理学研究科 准教授

91 小西 行郎 同志社大学 研究開発推進機構 教授

92 小林 真一 九州大学 大学院数理学研究院 教授

93 小林 真平 北海道大学 理学研究院 准教授

94 小林 弘明 千葉大学 園芸学研究科 教授

95 小松 節子 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター ユニット長

96 紺谷 浩 名古屋大学 理学研究科 教授

97 酒井 敦 奈良女子大学 自然科学系 教授

98 坂井 修一 東京大学 情報理工学研究科 教授

99 酒井 哲哉 東京大学 総合文化研究科 教授

100 笹尾 真実子 同志社大学　研究開発.・推進機構 研究員

101 佐々木 茂貴 九州大学 薬学研究科（研究院） 教授

102 佐藤 健二 東京大学 人文社会系研究科 教授

103 佐藤 嘉晃 北海道大学　歯学研究科 准教授

104 四方 潤一 日本大学 工学部 准教授

105 繁桝 算男 帝京大学　文学部 教授

106 庄山 正仁 九州大学 システム情報科学研究院 教授

107 城石　芳博 株式会社日立製作所　研究開発グループ技術戦略室　  技術顧問

108 菅原 ますみ お茶の水女子大学 基幹研究院 教授

109 菅原 祐二 立命館大学 理工学部 教授

110 杉本 充 名古屋大学 多元数理科学研究科 教授

111 杉本 良男 国立民族学博物館　 名誉教授

112 須山 幹太 九州大学 生体防御医学研究所 教授

113 瀬藤 光利 浜松医科大学 医学部 教授

114 高橋 久一郎 千葉大学 文学部 教授

115 高橋 賢次 鳥取大学 農学部 准教授

116 多久嶋 亮彦 杏林大学 医学部 教授

117 田口 隆久 国立研究開発法人情報通信研究機構　脳情報通信融合研究センター　 副研究センター長

118 竹石 恭知 福島県立医科大学 医学部 教授

119 竹内 繁樹 京都大学 工学研究科 教授

120 田島 陽一 公益財団法人東京都医学総合研究所 ゲノム医科分野 研究員

121 多田 宏子 岡山大学 自然生命科学研究支援センター 教授
122 橘木 修志 大阪大学 生命機能研究科 准教授
123 楯 真一 広島大学 理学研究科 教授
124 田中 晃二 京都大学　物質－細胞統合システム拠点 特任教授
125 田中 雅夫 地方独立行政法人下関市立市民病院　 理事長・院長
126 田中 実 大阪大学 理学研究科 助教
127 棚橋 健治 広島大学 教育学研究科（研究院） 教授
128 田邊 裕治 新潟大学　自然科学系 教授
129 多辺 由佳 早稲田大学 理工学術院 教授
130 千葉 大地 東京大学 工学（系）研究科（研究院） 准教授
131 寺内 一姫 立命館大学 生命科学部 准教授
132 得津 一郎 神戸大学 経営学研究科 教授
133 鳥居 猛 岡山大学 自然科学研究科 准教授
134 中井 里史 横浜国立大学 環境情報研究院 教授
135 中川 賢一 電気通信大学 レーザー新世代研究センター 教授
136 中川 裕志 東京大学 情報基盤センター 教授
137 中嶋 敦 慶應義塾大学　理工学部 教授
138 中谷 多哉子 放送大学 情報コース 教授
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139 中村 圭二 中部大学 工学部 教授
140 中村　大輔 三菱電機株式会社　デザイン研究所　未来イノベーションセンターマーケティンググループ専任
141 中村 崇裕 九州大学 農学研究院 准教授
142 中村 卓郎 公益財団法人がん研究会 　 部長
143 成田 一衛 新潟大学　医歯学系 教授
144 成木 恵 京都大学 理学研究科 准教授
145 名和 克郎 東京大学 東洋文化研究所 教授
146 西尾 剛 東北大学 農学研究科  教授
147 西川 郁子 立命館大学 情報理工学部  教授
148 西川 裕美子 徳島大学 疾患プロテオゲノム研究センター 助教
149 西村 睦 国立研究開発法人物質・材料研究機構 経営企画部門 部門長
150 西脇 亜也 宮崎大学 農学部 教授
151 蜷川 順子 関西大学 文学部 教授
152 沼田 英治 京都大学　理学研究科 教授
153 根岸 学 京都大学　生命科学研究科 教授
154 野村 泰伸 大阪大学 基礎工学研究科 教授
155 野村 英子 東京工業大学 理工学研究科　 准教授
156 羽賀　史浩 日産自動車株式会社  主任研究員
157 花咲 徳亮 大阪大学 理学研究科 教授
158 花田 耕介 九州工業大学 若手研究者フロンティア研究アカデミー 准教授
159 浜 千尋 京都産業大学　総合生命科学部 教授
160 林 郁子 横浜市立大学 生命医科学研究科 准教授
161 林 康明 京都工芸繊維大学 電気電子工学系 教授
162 引地 尚子 九州歯科大学 歯学部 教授
163 筆宝 義隆 千葉県がんセンター（研究所） 発がん制御研究部 部長
164 平田 たつみ 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構　国立遺伝学研究所 総合遺伝研究系 教授
165 平田 成 会津大学 コンピュータ理工学部 上級准教授
166 平田 典子（河野典子） 日本大学　理工学部 教授
167 平田 拓 北海道大学 情報科学研究科 教授
168 平野 耕一 都留文科大学 文学部 准教授
169 平野 雅文 東京農工大学 工学（系）研究科（研究院） 教授
170 弘中 陽一郎 大阪大学 レーザーエネルギー学研究センタ 客員准教授
171 深尾 浩次 立命館大学 理工学部  教授
172 福井 学 北海道大学 低温科学研究所 教授
173 福田 光則 東北大学 生命科学研究科 教授
174 福間 将文 京都大学 理学研究科 准教授
175 二木 史朗 京都大学 化学研究所 教授
176 別所 康全 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 教授
177 堀部 明彦 岡山大学 大学院自然科学研究科 教授
178 増田 秀樹 名古屋工業大学 工学研究科 プロジェクト研究員
179 松下 一信 山口大学　創成科学研究科 特命教授
180 松下 恭子 東京理科大学 理学部 教授
181 松田 学 筑波大学 人間総合科学研究科（医学医療系） 講師
182 松本 智裕 京都大学 放射線生物研究センター 教授
183 松本 緑 慶應義塾大学 理工学部 准教授
184 丸山 久一 長岡技術科学大学　工学部 特任教授
185 三浦 克之 滋賀医科大学　医学部 教授
186 三浦 則明 北見工業大学 工学部 教授
187 水島 治郎 千葉大学 法政経学部 教授
188 南方 聖司 大阪大学 工学研究科　 教授
189 宮﨑 誠一 名古屋大学 工学（系）研究科（研究院） 教授
190 宮澤 理稔 京都大学 防災研究所 准教授
191 宮島　義昭 住友電気工業株式会社  技師長
192 宮原 勇 名古屋大学 文学研究科 教授
193 村上 明 兵庫県立大学 環境人間学部 教授
194 村上 洋太 北海道大学　理学研究院 教授
195 百瀬 桂子 早稲田大学 人間科学学術院 准教授
196 森田 茂樹 佐賀大学 医学部 教授・附属病院　病院長
197 守友 浩 筑波大学 数理物質科学研究科（系） 教授
198 森本 昭彦 愛媛大学 沿岸環境科学研究センター 教授
199 八木 康史 大阪大学  理事・副学長
200 矢内 純太 京都府立大学 生命環境科学研究科（系） 教授
201 柳 久美子 国立研究開発法人国立成育医療研究センター ゲノム医療研究部 研究員
202 山崎 真大 岩手大学 農学部 教授
203 山田 省二 大阪工業大学　教育センター 特任教授
204 山田 泰一 関東学院大学 理工学部 教授
205 吉岡 耕治 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所 上席研究員
206 吉兼 敏貴 三菱電機株式会社　先端技術総合研究所  グループリーダー
207 吉川 明彦 千葉大学　融合科学研究科 特任研究員/名誉教授
208 吉川 久幸 北海道大学 地球環境科学研究科（研究院） 特任教授
209 吉田 絵里 豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 准教授
210 吉村 剛 京都大学 生存圏研究所 教授
211 若林 憲一 東京工業大学 科学技術創成研究院 准教授
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