
第１０回高校生理科研究発表会　審査委員・実行委員一覧

審査委員

分野 氏名 機関名 所属 役職等

物理 秋本行治 千葉県立長生高等学校 教頭

物理 内本真司 千葉県立流山北高等学校 教諭

物理 小野祐司 千葉県立柏高等学校 校長

物理 佐藤公昭 千葉県立成東高等学校 教諭

物理 鈴木優香 千葉県立匝瑳高等学校 教諭

物理 千野　 司 市川学園市川高等学校 非常勤講師

物理 大槻隆夫 東邦大学 理学部 非常勤講師

物理 金井　要 東京理科大学 理工学部 教授

物理 小玉祥生 元東京理科大学

物理 齊藤敏明 東邦大学 理学部 教授

物理 髙橋芳浩 日本大学 理工学部 教授

物理 野口　裕 明治大学 理工学部 専任准教授

物理 福島孝治 東京大学
大学院総合文化研究
科

准教授

物理 村石幸正 中央大学 理工学部 特任教授

物理 村山秀雄 茨城県立医療大学 客員教授

物理 山内長承 東邦大学 理学部 教授

物理 室　清文 スペクトラ・クエスト・ラボ株式会社

物理 大濱哲夫 千葉大学 大学院理学研究科 准教授

物理 音　 賢一 千葉大学 大学院理学研究科 教授

物理 加藤徹也 千葉大学 教育学部 教授

物理 小堀　 洋 千葉大学 大学院理学研究科 教授

物理 佐藤浩一郎 千葉大学 大学院工学研究科 准教授



物理 塩田茂雄 千葉大学 大学院工学研究科 教授

物理 近藤圭一郎 千葉大学 大学院工学研究科 教授

物理 武居昌宏 千葉大学 大学院工学研究科 教授

物理 夏目雄平 千葉大学名誉教授 名誉教授

物理 平島岳夫 千葉大学 大学院工学研究科 教授

物理 三野弘文 千葉大学 国際教養学部 准教授

物理 田中大一郎 ㈱フジクラ 先端技術総合研究所 部長

物理 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

物理 若林信一 パナソニック㈱ 全社CTO室 主幹

化学 石井賢治 千葉県立君津高等学校 教諭

化学 岩田久道 渋谷教育学園幕張高等学校 教諭

化学 岡崎 　勉 千葉県立柏陵高等学校 校長

化学 北川輝洋 千葉県立千葉東高等学校 教諭

化学 小芝一臣 千葉県立長生高等学校 教頭

化学 髙野　 裕 千葉県立千葉西高等学校 教諭

化学 田中晃二 千葉県立東葛飾高等学校 教諭

化学 根本憲一 千葉県立船橋北高等学校 校長

化学 渡辺千知 千葉県立船橋古和釜高等学校 教諭

化学 田中　元 秀明大学 学校教師学部 教授

化学 中山泰生 東京理科大学 理工学部 講師

化学 赤染元浩 千葉大学 大学院工学研究科 教授

化学 上原知也 千葉大学 大学院薬学研究院 准教授

化学 梅野太輔 千葉大学 大学院工学研究科 准教授

化学 大川祐輔 千葉大学
大学院融合科学研究
科

准教授

化学 小暮紀行 千葉大学 大学院薬学研究院 助教



化学 齋藤恭一 千葉大学 大学院工学研究科 教授

化学 佐藤智司 千葉大学 大学院工学研究科 教授

化学 関　　　実 千葉大学 大学院工学研究科 教授

化学 中村一希 千葉大学
大学院融合科学研究
科

准教授

化学 沼子千弥 千葉大学 大学院理学研究科 准教授

化学 水谷健二 千葉大学 大学院理学研究科 特任助教

化学 森山克彦 千葉大学 大学院理学研究科 准教授

化学 吉田弘幸 千葉大学
大学院融合科学研究
科

教授

化学 青木伸一 三井化学㈱
研究・開発本部R＆D
管理部

部長

化学 遠藤浩幸 日本電気㈱ IoTデバイス研究所 主任研究員

化学 大貫裕之 東京化成工業㈱ 王子研究所 マネージャー

化学 海宝龍夫 合同資源㈱ 企画部 技術顧問

化学 鞆津典夫 出光興産㈱ 先進技術研究所 主幹研究員

化学 永井　徹 新日鐵住金㈱技術開発本部 先端技術研究所 主幹研究員

化学 野村裕司 双葉電子工業㈱ コア技術開発センター 専門役員

化学 早瀬　基 花王㈱ スキンケア研究所 上席主任研究員

化学 兵藤　亮 ライオン㈱ 研究開発本部 主任

化学 深澤　峻 出光興産㈱ 先進技術研究所

生物 飯島　 章 千葉県立佐倉高等学校 教諭

生物 岡田　 実 千葉県立成東高等学校 教諭

生物 橿村豪紀 千葉県立浦安南高等学校 教諭

生物 木村正典 千葉県立小金高等学校 教諭

生物 河野安勝 千葉県立松尾高等学校 教頭

生物 篠原 　保 千葉県立船橋東高等学校 教諭

生物 菅原大介 千葉県立東葛飾高等学校 教諭



生物 陶山 　剛 千葉県立松戸国際高等学校 教諭

生物 對馬浩二 船橋市立船橋高等学校 教諭

生物 蔦　 春紀 千葉県立柏の葉高等学校 教諭

生物 宮内千尋 千葉県立匝瑳高等学校 教諭

生物 村瀬恵正 千葉県立佐倉高等学校 教諭

生物 秋元義弘 杏林大学 医学部 教授

生物 奥田宏志 芝浦工業大学 システム理工学部 准教授

生物 鈴木石根 筑波大学 生命環境系 教授

生物 寺前洋生 秀明大学 学校教師学部 准教授

生物 村本哲哉 東邦大学 理学部 講師

生物 山元佳代子 東邦大学 理学部 非常勤講師

生物 朝川毅守 千葉大学 大学院理学研究科 講師

生物 板倉英祐 千葉大学 大学院理学研究科 助教

生物 椎名武夫 千葉大学 大学院園芸学研究科 教授

生物 大川克哉 千葉大学 大学院園芸学研究科 助教

生物 高屋明子 千葉大学 大学院薬学研究院 准教授

生物 寺崎朝子 千葉大学
大学院融合科学研究
科

講師

生物 浅間　 茂 千葉県生物学会 千葉生態系研究所 副会長

生物 金田晃一 出光興産㈱ 先進技術研究所 テーマリーダー

生物 千野裕之 ㈱大林組 技術研究所 上級主席技師

生物 塚本智史 放射線医学総合研究所 技術安全部 主任研究員

生物 舛本　寛 公益財団法人かずさDNA研究所 先端研究部 室長

地学 今関理博 千葉県立長生高等学校 教諭

地学 田中浩紀 千葉県立四街道高等学校 教頭

地学 沼田知紘 千葉県立千葉工業高等学校(定) 教諭



地学 宮路茂樹 千葉大学 大学院理学研究科 准教授

地学 横瀬正史 千葉県教育庁 教育振興部指導課 指導主事

地学 伊藤　 慎 千葉大学 大学院理学研究科 教授

地学 佐藤利典 千葉大学 大学院理学研究科 教授

地学 中西正男 千葉大学 大学院理学研究科 教授

地学 松岡延浩 千葉大学 大学院園芸学研究科 教授

地学 阿部信太郎
国立研究開発法人産業技術総合研
究所

つくば中央第七事業所 研究グループ長

地学 大石　徹 日鉄住金環境㈱ 建設技術部 課長

地学 島野恭史
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱
物資源機構

石油開発推進本部

地学 西澤あずさ 海上保安庁
海洋情報部技術・国際
課

室長

地学 矢口良一
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱
物資源機構

石油開発技術本部 嘱託

数学・情報 小林　 中 千葉県立千葉東高等学校 教諭

数学・情報 富田昌宏 千葉県立千葉女子高等学校 教頭

数学・情報 植田　毅 東京慈恵会医科大学 医学部 教授

数学・情報 金子　博 東京電機大学 情報環境学部 特任教授

数学・情報 近藤通朗 東京電機大学 情報環境学部 教授

数学・情報 北詰正顕 千葉大学 大学院理学研究科 教授

数学・情報 佐々木浩宣 千葉大学 大学院理学研究科 准教授

数学・情報 辻　尚史 千葉大学名誉教授 名誉教授

数学・情報 安田正實 千葉大学 先進科学センター 特任教授

英語
クリューガー
ピーター

千葉大学
大学院融合科学研究
科

教授

英語
モリスマーチ
ン

千葉大学 大学院工学研究科 教授

実行委員

飯田李恵 千葉県立千葉女子高等学校 教諭



岩渕 　智 千葉県立東葛飾(定)高等学校 教諭

太田和広 千葉市立千葉高等学校 教諭

川崎千裕 千葉県立柏高等学校
臨時的任用実習
助手

川瀬幸子 千葉県立浦安高等学校 教諭

坂野直人 千葉県立幕張総合高等学校 教頭

佐瀬美穂 千葉県立柏高等学校
臨時的任用実習
助手

新谷直人 千葉県立千葉南高等学校 教諭

菅原　 唯 千葉県立市川工業高等学校 教諭

内藤照雄 千葉県立船橋高等学校 教諭

中山秀幸 千葉県立幕張総合高等学校 教諭

野澤則之 千葉県立松戸向陽高等学校 教頭

林　 広幸 銚子市立銚子高等学校 教諭

藤田丈司 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 教諭

堀    　亨 市川学園市川高等学校 非常勤講師

町田　 洋 千葉県立柏高等学校 教頭

山田智之 千葉県立船橋東高等学校 教諭

大和地伸雄 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 教諭

吉田裕志 千葉県立津田沼高等学校 教諭

野村真一 千葉県立木更津高等学校 教諭

工藤一浩 工学研究科

加納博文 先進科学センター

高橋　 徹 工学研究科

花輪知幸 先進科学センター

石井久夫 先進科学センター

田中有弥 先進科学センター



岡田悠悟 先進科学センター

杉本高大 先進科学センター

中山隆史 理学研究科

田辺新一 先進科学センター

御須　 利 先進科学センター

堀内伸也 学務部教育企画課

山崎敏裕 学務部教育企画課

豊島慶一 学務部教育企画課

水野聖人 学務部教育企画課

松坂祐子 学務部教育企画課

小野寺重喜 学務部教育企画課

櫻井佳代子 学務部教育企画課

工藤祐己 花澤研究室 学生

持田一貴 花澤研究室 学生

新井祥太 花澤研究室 学生

宮澤慶次郎 花澤研究室 学生

池上慶太郎 石井研究室 学生

大谷直也 石井研究室 学生

清水康平 石井研究室 学生

牧野孝宏 石井研究室 学生

松崎厚志 石井研究室 学生

佐野大輔 石井研究室 学生

渡辺達也 石井研究室 学生

森 　優貴 石井研究室 学生

浅山佳大 中山研究室 学生



長澤晶斗 中山研究室 学生

長澤立樹 中山研究室 学生

西本 俊輝 中山研究室 学生

清水浩二 石井研究室 学生

野村  純 千葉大学 教育学部


