
分野 番号 氏名 機関名・会社名等 所属 役職

物理 1 佐藤　理史 千葉県総合教育センター 研究指導主事

2 大和地伸雄 千葉県立佐倉高等学校 教諭

3 渡邊敏樹 千葉県立柏南高等学校 校長

4 秋本　行治 千葉県立市川東高等学校 教頭

5 大槻　隆夫 東邦大学 理学部 非常勤講師

6 大山光晴 秀明大学 学校教師学部 教授

7 小玉祥生 元　東京理科大学 非常勤講師

8 渋谷　育男 双葉電子工業㈱ 総務部 総務部長

9 齊藤敏明 東邦大学 理学部 教授

10 酒井康弘 東邦大学 理学部 教授

11 髙橋芳浩 日本大学 理工学部 教授

12 夏目雄平 千葉大学
名誉教授・グランド
フェロー

13 野口　裕 明治大学 理工学部 専任准教授

14 福島孝治 東京大学 大学院総合文化研究科 准教授

15 細谷　哲雄 工学院大学 学習支援センター 講師

16 村石幸正 中央大学 理工学部 特任教授

17 村山秀雄 茨城県立医療大学 客員教授

18 八代健一郎 千葉大学 名誉教授

19 山内正剛 放射線医学総合研究所 放射線障害治療研究部 上席研究員

20 若林信一 パナソニック㈱ イノベーション戦略室

21 松元　亮治 千葉大学 大学院理学研院 教授

22 小堀　　洋 千葉大学 大学院理学研院 教授

23 山田　泰裕 千葉大学 大学院理学研院 准教授

24 渡邉　慎二 千葉大学 大学院工学研究院 教授

25 佐藤　之彦 千葉大学 大学院工学研究院 教授

26 中田　裕之 千葉大学 大学院工学研究院 准教授

27 武居　昌宏 千葉大学 大学院工学研究院 教授

28 太田　匡則 千葉大学 大学院工学研究院 教授

29 平島　岳夫 千葉大学 大学院工学研究院 教授

30 植田　毅 東京慈恵会医科大学 医学部 教授

31 加藤　徹也 千葉大学 教育学部 教授
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化学 32 石井賢治 千葉県立君津高等学校 教諭

33 北川輝洋 千葉県立千葉東高等学校 教諭

34 櫻井佳成 千葉県立八千代東高等学校 教頭

35 根本憲一 千葉県立船橋北高等学校 校長

36 中村孝幸 千葉市立千葉高等学校 教頭

37 藤田丈司 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 教諭

38 坂野直人 千葉県立佐倉南高等学校 教頭

39 市川　尚紀 日宝化学㈱ 技術研究所 主任研究員

40 遠藤　浩幸 日本電気㈱ システムプラットフォーム研究所 主任研究員

41 海宝　龍夫 ㈱合同資源 企画部 技術顧問

42 鍵　裕之 東京大学 大学院理学系研究科 教授

43 金子　行裕 ライオン㈱ 生産技術研究本部 副主席研究員

44 紺野　徹 伊勢化学工業㈱ 製造本部千葉工場
執行役員
製造本部千葉工場長

45 鞆津典夫 出光興産株式会社 先進技術研究所 主管研究員

46 中山泰生 東京理科大学 理工学部 講師

47 深澤　峻 出光興産株式会社 先進技術研究所

48 福田啓一 花王㈱ 開発研究第一セクター 所長

49 末岡　一男 新日鐵住金㈱ 技術開発本部 主幹研究員

50 早瀬　基 花王㈱ スキンケア研究所１室 上席主任研究員

51 田中　元 秀明大学 学校教師学部 教授

52 泉　　康雄 千葉大学 大学院理学研院 教授

53 沼子　千弥 千葉大学 大学院理学研院 准教授

54 鍬野　哲 千葉大学 グローバルプロミネント研究基幹 特任助教

55 安田　賢司 千葉大学 グローバルプロミネント研究基幹 特任助教

56 坂本　昌巳 千葉大学 大学院工学研究院 教授

57 上川　直文 千葉大学 大学院工学研究院 教授

58 小島　　隆 千葉大学 大学院工学研究院 准教授

59 原　孝佳 千葉大学 大学院工学研究院 准教授

60 天野　佳正 千葉大学 大学院工学研究院 助教

61 吉田　弘幸 千葉大学 大学院工学研究院 教授

62 柴　史之 千葉大学 大学院工学研究院 准教授

63 佐藤　智司 千葉大学 大学院工学研究院 教授

64 上原　知也 千葉大学 大学院薬学研究院 准教授

65 林　英子 千葉大学 教育学部 准教授

66 小暮　紀行 千葉大学 大学院薬学研究院 助教
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生物 67 遠藤明男 千葉市立稲毛高等学校 校長

68 岡田　実 千葉県立成東高等学校 教諭

69 尾竹良一 千葉県立薬園台高等学校 教諭

70 木村正典 千葉県立小金高等学校 教諭

71 篠原　保 千葉県立船橋東高等学校 教諭

72 新谷直人 千葉県立千葉南高等学校 教諭

73 陶山　剛 千葉県立松戸国際高等学校 教諭

74 髙野義幸 千葉県立国分高等学校 校長

75 對馬浩二 船橋市立船橋高等学校 教諭

76 蔦　春紀 千葉県立柏の葉高等学校 教諭

77 中山秀幸 千葉県立幕張総合高等学校 教諭

78 宮内千尋 千葉県立匝瑳高等学校 教諭

79 村瀬恵正 千葉県立佐倉高等学校 教諭

80 飯野　政敏 千葉県立小金高等学校 教諭

81 吉田裕志 千葉県立津田沼高等学校 教諭

82 飯田李恵 千葉県立千葉女子高等学校 教諭

83 塩田　隆 千葉県総合教育センター 指導主事

84 飯島　章 千葉県立東葛飾中学校 教諭

85 岩渕　智 千葉県立野田中央高等学校 教諭

86 浅間　茂 千葉県生物学会 副会長

87 金田晃一 出光興産株式会社 先進技術研究所 テーマリーダー

88 鈴木石根 筑波大学 生命環境系 教授

89 千野　裕之 ㈱大林組 技術研究所 部長

90 寺前　洋生 秀明大学 学校教師学部 准教授

91 山元佳代子 東邦大学 理学部 非常勤講師

92 近藤　　悟 千葉大学 大学院園芸学研究科 教授

93 児玉　浩明 千葉大学 大学院園芸学研究科 教授

94 出口　亜由美 千葉大学 大学院園芸学研究科 特任助教

95 加藤　恵里 千葉大学 大学院園芸学研究科 特任助教

96 小林　達明 千葉大学 大学院園芸学研究科 園芸学研究科長

97 伊藤　光二 千葉大学 大学院理学研院 教授

98 村上　正志 千葉大学 大学院理学研院 教授

99 石川　裕之 千葉大学 大学院理学研院 准教授

100 小笠原　道生 千葉大学 大学院理学研院 准教授

101 佐藤　成樹 千葉大学 大学院理学研院 准教授

102 野村　純 千葉大学 教育学部 教授

103 大和　政秀 千葉大学 教育学部 准教授
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地学 104 今関理博 千葉県立長生高等学校 教諭

105 近藤克之 千葉県立大多喜高等学校 校長

106 沼田知紘 千葉県立千葉工業高等学校 教諭

107 野澤　則之 千葉県立白井高等学校 校長

108 池　俊宏
独立行政法人石油天然ガズ
・金属鉱物資源機構

石油開発推進本部事業推進部 課長代理

109 上原　真一 東邦大学 理学部 准教授

110 大石　徹 日鉄住金セメント㈱ 営業本部 調査役

111 西澤あずさ
国立研究開発法人
防災科学技術研究所

地震津波火山ネットワークセン
ター

主幹研究員

112 白水正男 宇宙航空研究開発機構 チーフエンジニア室（調布） 特任担当役

113 金川　久一 千葉大学 大学院理学研院 教授

114 古川　　登 千葉大学 大学院理学研院 助教

115 高村　民雄 千葉大学 名誉教授

116 宮路茂樹 千葉大学 非常勤講師

数学 117 風戸　正 松戸市教育委員会 課長補佐

情報 118 富田昌宏 千葉県立千葉南高等学校 校長

119 久保木孝雄 千葉県立若松高等学校 教頭

120 金子　博 東邦大学 名誉教授

121 近藤通朗 東京電機大学 システムデザイン工学部 教授

122 大坪　紀之 千葉大学 大学院理学研院 教授

123 白川　健 千葉大学 教育学部 准教授

124 桜井　貴文 千葉大学 大学院理学研院 教授

125 辻　尚史 千葉大学 名誉教授

126 安田　正實 千葉大学 名誉教授

127 越谷重夫 千葉大学 先進科学センター 名誉教授

英語 128 クレイグ　タケウチ 東京工業大学 情報生命博士教育院 特任助教

129 デニソン　ジェネット
東京医科歯科大学
千葉大学

教養部
理学部

准教授
非常勤講師

130 クリューガー ピーター 千葉大学 大学院工学研究院 教授
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131 本宮　照久 千葉県教育庁 教育振興部 主幹

132 横瀬　正史 千葉県教育庁 教育振興部 主席指導主事

133 簾　雄太 千葉県教育庁 教育振興部 指導主事

134 粕谷　真由美 千葉県教育庁 教育振興部 指導主事

135 小野　祐司
国立研究開発法人科学
技術振興機構

理数学習推進部才能育成グ
ループ

主任調査員

136 林　広幸
千葉県立小見川高等学
校

教頭

137 町田　　洋 千葉県立柏高等学校 教頭

138 内藤　照雄 千葉県立船橋高等学校 教諭

139 佐藤　公昭 千葉県立成東高等学校 教諭

140 太田　和広 千葉市立千葉高等学校 主幹教諭

141 田口　亜紀子
千葉県立薬園台高等学
校

教諭

142 中原　大地
千葉県立千葉西高等学
校

教諭

143 金子　聖
千葉県立千葉東高等学
校

教諭

144 堀　亨 市川学園市川高等学校 非常勤講師

145 田中　聡太 千葉市立千葉高等学校 教諭

146 村山　寛樹 千葉県立大原高等学校 教諭

147 鈴木(上山)　優香 千葉県立匝瑳高等学校 教諭

148 渡邉　千知
千葉県立船橋古和釜高
等学校

教諭

149 森　創一郎
千葉県立千葉女子高等
学校

教諭

150 野村　真一
千葉県立木更津高等学
校

教諭

151 髙橋　徹 千葉大学 先進科学センター
センター長
教授

152 加納　博文 千葉大学 大学院理学研究院 教授

153 音　賢一 千葉大学 先進科学センター
副センター長
教授

154 工藤　一浩 千葉大学 大学院工学研究院 教授

155 岡田　悠悟 千葉大学 先進科学センター 特任助教

156 杉本　高大 千葉大学 先進科学センター 特任助教

157 花輪　知幸 千葉大学 先進科学センター 教授

158 日沼　洋陽 千葉大学 先進科学センター 特任助教

159 石井　久夫 千葉大学 先進科学センター 教授

160 田中　有弥 千葉大学 先進科学センター 助教

161 中山　隆史 千葉大学
高大連携支援室
大学院理学研究院

室長
教授

162 足立　欣一 千葉大学 高大連携支援室 特任教授

163 御須  利 千葉大学 高大連携支援室 特任教授

164 菊地　勇次 千葉大学 学務部教育企画課 課長

165 松坂　祐子 千葉大学 学務部教育企画課 係長

166 藤原　李奈 千葉大学 学務部教育企画課

167 山口　正人 千葉大学 学務部教育企画課

168 猪間　めぐみ 千葉大学 学務部教育企画課

169 櫻井　佳代子 千葉大学 先進科学センター

170 山下　孝一 千葉大学 高大連携支援室

171 鍋田　満代 千葉大学 総合安全衛生管理機構 看護師

172 五十嵐　太一 花輪研学生-1

173 富吉　拓馬 花輪研学生-2

174 大原　正裕 花輪研学生-3

175 栗原　明稀 花輪研学生-4
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176 長尾　健太郎 花輪研学生-5

177 渡辺　達也 石井研学生-1

178 井手　一郎 石井研学生-2

179 新藤　駿太 石井研学生-3

180 丸山　泰一 石井研学生-4

181 山口　雄生 石井研学生-5

182 菊池　武文 石井研学生-6

183 松浦　寛恭 石井研学生-7

184 平賀　太一 石井研学生-8

185 木全　俊輔 石井研学生-9

186 西本　俊輝 中山研学生-1

187 長澤　立樹 中山研学生-2

188 趙  祥勲 中山研学生-3

189 松原　和毅 中山研学生-4

190 笈川　拓也 中山研学生-5


