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通番号 審査委員氏名 所属等

1 阿武木 啓朗 愛知教育大学 教育学部 准教授
2 石丸 直澄 徳島大学 大学院医歯薬学研究部（歯学域） 教授
3 石渡 聡 山形大学 理学部 准教授
4 石渡 洋一 佐賀大学 理工学部 准教授
5 伊藤 晋作 東京農業大学 生命科学部 准教授
6 岩佐 豪 北海道大学 理学研究院 助教
7 岩間 亨 岐阜大学 大学院医学系研究科 教授
8 魚住 信之 東北大学 大学院工学研究科 教授
9 梅田 隆行 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 准教授
10 荻野 哲也 リージョナルフィッシュ株式会社 研究開発部 グループリーダー
11 岸本 謙太 リージョナルフィッシュ株式会社 研究開発部 部長
12 北尾 太嗣 Ghoonuts株式会社 研究開発 取締役
13 北川 一夫 東京女子医科大学 医学部 教授
14 來海 博央 名城大学 理工学部 教授
15 久保田 多余子 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 主任研究員
16 藏増 嘉伸 筑波大学 計算科学研究センター 教授
17 小林 正典 東京都立大学 大学院理学研究科 准教授
18 小林 雅之 （株）オンチップ・バイオテクノロジーズ  代表取締役社長
19 齋尾 智英 徳島大学 先端酵素学研究所 教授
20 境 慎司 大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授
21 酒井 剛 電気通信大学 大学院情報理工学研究科 准教授
22 佐藤 伸 福岡大学 経済学部 教授
23 島田 邦雄 福島大学 共生システム理工学類 教授
24 清水 雄輝 神奈川大学 工学部 准教授
25 末武 勲 中村学園大学 栄養科学部 教授
26 善如 悠介 神戸大学 大学院経営学研究科 准教授
27 武田 圭生 室蘭工業大学 大学院工学研究科 准教授
28 橘 基 佐賀大学 理工学部 准教授
29 立木 美保 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 果樹茶業研究部門 上級研究員

30 田中 雅彰 同志社女子大学 生活科学部 教授
31 都志 宣裕 Ghoonuts株式会社 研究開発 代表取締役
32 土屋 俊二 中央大学 理工学部 准教授
33 鳥谷部 祥一 東北大学 大学院工学研究科 教授
34 中村 真 中央大学 理工学部 教授
35 成田 晋也 岩手大学 理工学部 教授
36 西原 禎文 広島大学 大学院先進理工系科学研究科（理） 教授
37 野中 進 埼玉大学 大学院人文社会科学研究科 教授
38 林田 修 福岡大学 理学部 教授
39 早野 由里子 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 生物機能利用研究部門 上級研究員

40 星埜 守之 東京大学 大学院総合文化研究科 教授
41 松尾 一郎 群馬大学 大学院理工学府 教授
42 松田 晃孝 名古屋大学 大学院理学研究科 講師
43 宮川 健 早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授
44 山田 貴壽 国立研究開発法人産業技術総合研究所 材料・化学領域 グループ長
45 山本 知仁 金沢工業大学 工学部 教授
46 横田 治夫 東京工業大学 情報理工学院 教授
47 脇田 貴文 関西大学 社会学部 教授
48 渡邉 順司 甲南大学 理工学部 教授
49 渡邊 法美 高知工科大学 経済・マネジメント学群 教授
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