
分野 氏名 機関名 所属 役職等
1 山内長承 東邦大学 理学部 教授

2 金井　 要 東京理科大学 理工学部 准教授

3 小玉祥生 東京理科大学 理工学部 非常勤講師

4 野口　 裕 明治大学 理工学部 専任准教授

5 高橋淳一 出光興産㈱電子材料部 電子材料開発センター 主任研究員

6 若林信一 パナソニック㈱全社CTO室技術渉外部 産学連携推進課 主幹

7 齊藤敏明 東邦大学 理学部 教授

8 村山秀雄 茨城県立医療大学 客員教授

9 福島孝治 東京大学大学院 総合文化研究科 准教授

10 嘉村茂邦 秀明大学 教授

11 根本直人 埼玉大学大学院 理工学研究科 教授

12 髙橋芳浩 日本大学 理工学部 教授

13 松下　 貢 中央大学 名誉教授

14 山内正剛 国立研究開発法人　放射線総合医学研究所 福島復興支援本部 上席研究員

15 内藤照雄 千葉県立船橋高等学校 教諭

16 内本真司 千葉県立流山北高等学校 教諭

17 佐藤公昭 千葉県立成東高等学校 教諭

18 林　 広幸 銚子市立銚子高等学校 教諭

19 千野　 司 学校法人市川学園　市川高等学校 物理科非常勤講師

20 小野祐司 千葉県立現代産業科学館 館長

21 音　賢一 千葉大学大学院 理学研究科 教授

22 大濱哲夫 千葉大学大学院 理学研究科 准教授

23 深澤英人 千葉大学大学院 理学研究科 准教授

24 北畑裕之 千葉大学大学院 理学研究科 准教授

25 高橋　徹 千葉大学大学院 工学研究科 教授

26 武居昌宏 千葉大学大学院 工学研究科 教授

27 塩田茂雄 千葉大学大学院 工学研究科 教授

28 三野弘文 千葉大学 普遍教育センター 准教授

29 夏目雄平 千葉大学 名誉教授 グランドフェロー

30 遠藤浩幸 日本電気㈱ スマートエネルギー研究所 主任研究員

31 鞆津典夫 出光興産㈱先進科学研究所 主幹研究員

32 深澤　峻 出光興産㈱先進科学研究所

33 青木伸一 三井化学㈱　R&D管理部

34 福田啓一 花王㈱開発研究第一セクター スキンケア研究所 所長

35 永井　 徹 新日鐵住金㈱先端技術研究所 主幹研究員

36 野村裕司 双葉電子工業㈱長生工場内 コア技術開発センター 専門役員

37 竹内祥訓 ライオン㈱ オーラル研究所 主任研究員

38 海宝龍夫 ㈱合同資源 技術顧問

39 佐々木政子 東海大学 名誉教授

40 田中　 元 秀明大学 学校教師学部 教授

41 中山泰生 東京理科大学 理工学部 講師

42 根本憲一 千葉県立千葉女子高等学校 教頭

43 田村嘉廣 千葉県立千葉西高等学校 副校長

44 渡邉千知 千葉県立船橋古和釜高等学校 教諭

45 櫻井佳成 千葉県立成田北高等学校 教頭

46 石井賢治 千葉県立君津高等学校 教諭

47 北川輝洋 千葉県立千葉東高等学校 教諭

48 岡崎　勉 千葉県立柏陵高等学校 校長

49 田中晃二 千葉県立東葛飾高等学校 教諭

50 神崎勝弘 千葉県総合教育センター 学力調査部 研究指導主事

51 沼子千弥 千葉大学大学院 理学研究科 准教授

52 大場友則 千葉大学大学院 理学研究科 准教授

53 森山克彦 千葉大学大学院 理学研究科 助教

54 関　　実 千葉大学大学院 工学研究科 教授

55 佐藤智司 千葉大学大学院 工学研究科 教授

56 赤染元浩 千葉大学大学院 工学研究科 教授

57 中村一希 千葉大学大学院 融合科学研究科 准教授

58 伊藤努武 千葉大学 共用機器センター 特任助教
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59 千野裕之 ㈱大林組技術研究所 環境技術研究部 上級主席技師

60 伊藤真治 出光興産㈱先進技術研究所 環境・ネルギー研究室 主任研究員

61 由良　 浩 千葉県立中央博物館 生態学・環境研究科 科長

62 山元佳代子 東邦大学 理学部 非常勤講師生物担当

63 村本哲哉 東邦大学 理学部 講師

64 越田澄人 秀明大学 教授

65 秋元義弘 杏林大学 医学部 教授

66 木村正典 千葉県立小金高等学校 教諭

67 陶山　 剛 千葉県立松戸国際孤島学校 教諭

68 菅原大介 千葉県立東葛飾高等学校 教諭

69 飯島　 章 千葉県立佐倉高等学校 教諭

70 岡田　 実 千葉県立成東高等学校 教諭

71 村瀬恵正 千葉県立佐倉高等学校 教諭

72 相川卓治 千葉県立大原高等学校 教諭

73 對馬浩二 船橋市立船橋高等学校 教諭

74 梶原昌朗 銚子市立銚子高等学校 教諭

75 新谷直人 千葉県立千葉南高等学校 教諭

76 中山秀幸 千葉県立幕張総合高等学校 教諭

77 山口正視 千葉大学 名誉教授 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｪﾛｰ

78 野村　純 千葉大学 教育学部 教授

79 浦　聖恵 千葉大学大学院 理学研究科 教授

80 野川宏幸 千葉大学大学院 理学研究科 准教授

81 土谷岳令 千葉大学大学院 理学研究科 教授

82 細野哲央 千葉大学大学院 園芸学研究科 助教

83 佐々英徳 千葉大学大学院 園芸学研究科 准教授

84 高橋直樹 千葉県立中央博物館 地学研究科 主任上席研究員

85 上原真一 東邦大学 理学部 准教授

86 白水正男 宇宙航空研究開発機構 チーフエンジニア室 特任担当役

87 小玉秀史 千葉県立佐倉高等学校 校長

88 横瀬正史 千葉県立市川昴高等学校 教頭

89 野村真一 千葉県立木更津高等学校 教諭

90 西澤康男 千葉県立千葉工業高等学校 教頭

91 廣井美邦 千葉大学大学院 理学研究科 教授

92 伊藤　愼 千葉大学大学院 理学研究科 教授

93 中西正男 千葉大学大学院 理学研究科 准教授

94 宮路茂樹 千葉大学大学院 理学研究科 准教授

95 植田　 毅 東京慈恵会医科大学 医学部物理学研究室 教授

96 金子　 博 東京電機大学 情報環境学部 特任教授

97 近藤通朗 東京電機大学 情報環境学部 教授

98 富田昌宏 千葉県立白井高等学校 教頭

99 小林　中 千葉県立千葉東高等学校 教諭

100 種村秀紀 千葉大学大学院 理学研究科 教授

101 松田茂樹 千葉大学大学院 理学研究科 准教授

102 辻　尚史 千葉大学 名誉教授 特任教授

103 英吾 P.クリューガー 千葉大学大学院 融合科学研究科 教授

104 岩渕　 智 千葉県立東葛飾高等学校 教諭
105 秋本行治 千葉県立千葉高等学校 教諭
106 堀　　亨 学校法人市川学園　市川高等学校 教諭
107 小芝一臣 千葉県立長生高等学校 教頭
108 野澤則之 千葉県立松戸向陽高等学校 教頭
109 太田和広 千葉市立千葉高等学校 教諭
110 守屋浩子 千葉市立稲毛高等学校 教諭
111 岩瀬博行 千葉県立船橋高等学校 教諭
112 加納博文 千葉大学 先進科学センター 教授
113 高橋　徹 千葉大学大学院 工学研究科 教授
114 中山隆史 千葉大学大学院 理学研究科 教授
115 花輪知幸 千葉大学 先進科学センター 教授
116 石井　久 千葉大学 先進科学センター 教授
117 田辺新一 千葉大学 先進科学センター 特任教授
118 御須　利 千葉大学 先進科学センター 特任准教授
119 岡田悠悟 千葉大学 先進科学センター 特任助教
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120 杉本高大 千葉大学 先進科学センター 特任助教
121 堀内伸也 千葉大学 学務部教育企画課 課長
122 河野明広 千葉大学 学務部教育企画課 副課長
123 水野聖人 千葉大学 学務部教育企画課 総務係長
124 松坂祐子 千葉大学 学務部教育企画課 総務係主任
125 豊島慶一 千葉大学 学務部教育企画課 先進科学・高大連携係長
126 櫻井佳代子 千葉大学 学務部教育企画課 先進科学・高大連携係
127 小野寺重喜 千葉大学 学務部教育企画課 先進科学・高大連携係
128 池上慶太郎 千葉大学 石井研究室 学部学生
129 大谷直也 千葉大学 石井研究室 学部学生
130 清水康平 千葉大学 石井研究室 学部学生
131 松浦　奨 千葉大学 石井研究室 学部学生
132 内山裕章 千葉大学 石井研究室 大学院学生
133 清水浩二 千葉大学 石井研究室 大学院学生
134 佐藤友哉 千葉大学 石井研究室 大学院学生
135 清野愛海 千葉大学 花輪研究室 学部学生
136 宮澤慶次郎 千葉大学 花輪研究室 学部学生
137 持田一貴 千葉大学 花輪研究室 大学院学生
138 谷田部紘希 千葉大学 花輪研究室 大学院学生
139 八角繁男 千葉大学 中山研究室 学部学生
140 佐々木将悟 千葉大学 中山研究室 大学院学生
141 枡潟慶充 千葉大学 中山研究室 大学院学生
142 浅山佳大 千葉大学 中山研究室 大学院学生


