
数物系科学分野

分　科 細  目  名 所  属  機  関  ・  部  局  ・  職 氏   名
埼玉大学・理学部・教授 酒井　文雄
京都大学・理学研究科・教授 吉田　敬之
神戸大学・理学部・教授 斎藤　政彦
金沢大学・理学部・教授 菅野　孝史
筑波大学・数学系・教授 宮本　雅彦
大阪大学・情報科学研究科・教授 日比　孝之
東京工業大学・理工学研究科・教授 藤田　隆夫
名古屋大学・多元数理科学研究科・教授 松本　耕二
東京理科大学・理工学部・教授 庄司　俊明
北海道大学・理学研究科・教授 吉田　知行
東京大学・数理科学研究科・教授 斎藤　毅
日本大学・文理学部・教授 渡辺　敬一
東北大学・理学研究科・教授 板東　重稔
中央大学・理工学部・教授 三松　佳彦
大阪大学・理学研究科・助教授 榎　一郎
千葉大学・自然科学研究科・教授 稲葉　尚志
京都教育大学・教育学部・教授 小磯　深幸
茨城大学・理学部・教授 大嶋　秀明
九州大学・数理学研究院・教授 佐伯　修
東京都立大学・理学研究科・教授 大仁田　義裕
名古屋工業大学・工学部・教授 南　範彦
北海道大学・理学研究科・助教授 清原　一吉
学習院大学・理学部・助教授 川﨑　徹郎
広島大学・理学研究科・教授 梅原　雅顕
大阪工業大学・工学部・教授 友枝　謙二
日本大学・文理学部・教授 斎藤　明
神戸大学・理学部・教授 樋口　保成
九州大学・数理学研究院・教授 中尾　充宏
東京大学・経済学研究科・教授 矢島　美寛
愛媛大学・工学部・教授 天野　要
龍谷大学・理工学部・教授 森田　善久
お茶の水女子大学・理学部・教授 笠原　勇二
慶應義塾大学・理工学部・教授 清水　邦夫
筑波大学・数学系・助教授 坪井　明人
電気通信大学・電気通信学部・教授 安藤　清
中部大学・工学部・教授 渕野　昌
東京工業大学・理工学研究科・教授 志賀　啓成
京都大学・理学研究科・教授 重川　一郎
金沢大学・工学部・教授 勘甚　裕一
早稲田大学・理工学部・教授 大谷　光春
山形大学・理学部・教授 森　正氣
東京都立大学・理学研究科・教授 磯崎　洋
大阪大学・基礎工学研究科・助教授 尾角　正人
九州大学・数理学研究院・教授 若山　正人
新潟大学・工学部・教授 小林　良和
広島大学・理学研究科・教授 盛田　健彦
千葉大学・自然科学研究科・教授 吉田　英信
北海道大学・理学研究科・教授 中村　玄
北海道大学・理学研究科・教授 小澤　徹
東京大学・数理科学研究科・教授 中村　周
大阪大学・基礎工学研究科・教授 鈴木　貴
東京工業大学・理工学研究科・教授 三町　勝久
九州大学・数理学研究院・教授 綿谷　安男
青山学院大学・理工学部・教授 矢野　公一
日本大学・理工学部・教授 中村　正彰
金沢大学・理学部・教授 伊藤　秀一
早稲田大学・理工学部・教授 田中　和永
姫路工業大学・理学研究科・教授 岩崎　千里
埼玉大学・理学部・教授 小池　茂昭
お茶の水女子大学・理学部・教授 中居　功
東京工業大学・理工学研究科・教授 河合　誠之
宇宙科学研究所・宇宙圏研究系・教授 中川　貴雄
国立天文台・電波天文学研究系・助教授 奥村　幸子
東京大学・理学系研究科・助教授 須藤　靖
東北大学・理学研究科・助教授 谷口　義明
神戸大学・理学部・教授 松田　卓也
筑波大学・物理学系・教授 三明　康郎
大阪大学・理学研究科・教授 山中　卓
大阪市立大学・理学研究科・教授 櫻木　弘之
京都大学・理学研究科・教授 中村　卓史
北海道大学・理学研究科・教授 河本　昇
東京大学・理学系研究科・教授 酒井　英行
高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・教授 高崎　史彦
新潟大学・理学部・教授 鈴木　宜之
京都大学・理学研究科・教授 谷森　達
大阪大学・理学研究科・教授 岸本　忠史
宇宙科学研究所・次世代探査機研究センター・教授 高橋　忠幸
国立天文台・倫理天文学研究系・教授 観山　正見
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北海道大学・理学研究科・教授 中原　純一郎
奈良先端科学技術大学院大学・物質創成科学研究科・教授 相原　正樹
岐阜大学・工学部・助教授 松下　栄子
筑波大学・物理学系・教授 押山　淳
大阪府立大学・工学研究科・教授 萱沼　洋輔
大阪大学・基礎工学研究科・教授 菅　滋正
千葉大学・理学部・教授 嶽山　正二郎
京都工芸繊維大学・工芸学部・教授 高河原　俊秀
東京大学・物性研究所・教授 藤井　保彦
学習院大学・計算機センター・教授 入澤　寿美
高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所・教授 河田　洋
東北大学・多元物質科学研究所・教授 岡　泰夫
大阪大学・基礎工学研究科・教授 三宅　和正
大阪市立大学・理学研究科・教授 畑　徹
東北大学・極低温科学センター・教授 青木　晴善
京都大学・理学研究科・教授 大見　哲巨
早稲田大学・理工学部・助教授 寺﨑　一郎
東京都立大学・理学研究科・教授 酒井　治
名古屋大学・工学研究科・教授 松井　正顯
東京大学・物性研究所・教授 今田　正俊
姫路工業大学・理学研究科・教授 高橋　慶紀
広島大学・理学研究科・教授 圓山　裕
東京工業大学・応用セラミックス研究所・教授 佐々木　聡
理化学研究所・低温物理研究室・主任研究員 河野　公俊
東京大学・理学系研究科・教授 佐野　雅己
大阪市立大学・工学研究科・教授 中村　勝弘
名古屋大学・理学研究科・教授 野崎　一洋
東京工業大学・理工学研究科・教授 西森　秀稔
北海道大学・電子科学研究所・助教授 小林　亮
東京農工大学・工学研究科・教授 高木　隆司
高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所・教授 柳下　明
理化学研究所・原子物理研究室・副主任研究員 島村　勲
電気通信大学・レーザー新世代研究センター・教授 植田　憲一
東京大学・工学系研究科・教授 五神　真
京都大学・工学研究科・教授 藤本　孝
核融合科学研究所・理論シミュレーション研究センター・教授 林　隆也
名古屋大学・理学研究科・教授 垣谷　俊昭
岡崎国立共同研究機構・分子科学研究所・助教授 谷村　吉隆
奈良先端科学技術大学院大学・物質創成科学研究科・教授 片岡　幹雄
中央大学・理工学部・教授 松下　貢
京都大学・理学研究科・教授 藤吉　好則
東京大学・地震研究所・教授 大久保　修平
北海道大学・理学研究科・助教授 大島　弘光
京都大学・理学研究科・助教授 久家　慶子
産業技術総合研究所・海洋資源環境研究部門・研究グループ長 山崎　俊嗣
国立極地研究所・南極圏環境モニタリング研究センター・教授 渋谷　和雄
宇宙科学研究所・惑星研究系・教授 加藤　学
弘前大学・理工学部・教授 力石　國男
国立環境研究所・大気圏環境研究領域大気物理研究室・室長 神沢　博
岡山理科大学・理学部・教授 北岡　豪一
東海大学・海洋学部・教授 轡田　邦夫
東京大学・理学系研究科・助教授 松田　佳久
名古屋大学・環境学研究科・教授 上田　豊
東北大学・理学研究科・教授 小野　高幸
通信総合研究所・電磁波計測部門・グループ長 小原　隆博
東京大学・理学系研究科・教授 寺澤　敏夫
金沢大学・自然科学研究科・教授 長野　勇
名古屋大学・環境学研究科・教授 山本　哲生
東北工業大学・通信工学部・助教授 中川　朋子
京都教育大学・教育学部・教授 武蔵野　實
東京都立大学・理学研究科・教授 福澤　仁之
東京大学・理学系研究科・教授 多田　隆治
東北大学・理学研究科・教授 吉田　武義
京都大学・防災研究所・教授 千木良　雅弘
山形大学・教育学部・助教授 大友　幸子
茨城大学・理学部・助教授 安藤　寿男
上越教育大学・学校教育学部・助教授 天野　和孝
島根大学・教育学部・教授 野村　律夫
筑波大学・地球科学系・講師 安達　修子
国立科学博物館・地学研究部・室長 冨田　幸光
北海道大学・地球環境科学研究科・教授 大場　忠道
富山大学・理学部・教授 清水　正明
大阪市立大学・理学研究科・教授 相川　信之
東京大学・理学系研究科・教授 浦辺　徹郎
名古屋大学・環境学研究科・教授 榎並　正樹
神戸大学・理学部・教授 留岡　和重
東北大学・理学研究科・助教授 林　謙一郎
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東京大学・理学系研究科・教授 永原　裕子
北海道大学・低温科学研究所・教授 河村　公隆
岡山大学・固体地球研究センター・教授 日下部　実
九州大学・理学研究院・教授 村江　達士
名古屋大学・環境学研究科・教授 川辺　岩夫
大阪大学・理学研究科・教授 土山　明
京都大学・エネルギー科学研究科・教授 近藤　克己
宇宙科学研究所・太陽系プラズマ研究系・教授 向井　利典
核融合科学研究所・研究企画情報センター・教授 加藤　隆子
九州大学・総合理工学研究院・助教授 羽田　亨
東北大学・工学研究科・助教授 安藤　晃
山口大学・工学部・教授 福政　修
名古屋大学・太陽地球環境研究所・教授 小川　忠彦
東京工業大学・総合理工学研究科・教授 堀岡　一彦
大阪大学・レーザー核融合研究センター・教授 三間　圀興
熊本大学・工学部・教授 秋山　秀典
静岡大学・理学部・教授 佐伯　紘一
大阪大学・接合科学研究所・教授 三宅　正司
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