
第６３期代議員リスト

会員名 所属（略称）

青木 晴善 東北大学極低温科学センター

青木 正人 岐阜大学工学部

青山 秀明 京都大学総合人間学部

東 俊行 首都大学東京大学院理工学研究科

網塚 浩 北海道大学理学部

飯塚 剛 愛媛大学理学部

家富 洋 新潟大理学部

石田 武和 大阪府立大学大学院工学研究科

石原 純夫 東北大学大学院理学研究科

石原 秀樹 大阪市立大学大学院理学研究科

石政 勉 北海道大学工学研究科

伊土 政幸 北海道大学理学部

伊東 千尋 和歌山大学システム工学部

伊藤 正行 同志社大学工学部

乾 雅祝 広島大学大学院総合科学研究科

犬竹 正明 東北大学 電気通信研究所

井上 研三 九州大学理学部

今井 憲一 京都大学理学部

植田 憲一 電気通信大学 レーザー新世代研究センター

宇田川 眞行 広島大学大学院総合科学研究科

浦川 順治 高エネルギー加速器研究機構

浴野 稔一 広島大学大学院総合科学研究科

蛯名 邦禎 神戸大学発達科学部

遠藤 一太 呉工業高等専門学校

大沢 明 上智大学理工学部物理学科

大島 隆義 名古屋大学理学部

太田 信義 近畿大学 理工学部 理学科

大塚 信雄 北陸先端科学技術大学院大学

大塚 孝治 東京大学理学部

大塚 洋一 筑波大学 物理学系

大野 かおる 横浜国立大学工学部

大野 隆 徳島大学工学部

岡田 武之 立命館大学（非常勤）

小形 正男 東京大学理学系研究科

荻尾 彰一 大阪市立大学大学院理学研究科

荻原 千聡 山口大学工学部

奥田 雄一 東京工業大学大学院理工学研究科

奥村 剛 お茶の水女子大学 理学部

小栗 章 大阪市立大学理学部

小田垣 孝 九州大学理学部

小野 廣明 摂南大学工学部
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賀数 清孝 琉球大学理学部

鹿児島 誠一 東京大学大学院総合文化研究科

笠井 秀明 大阪大学大学院工学研究科

柏 太郎 愛媛大学

勝木 渥 「科学と人間」研究庵

神谷 幸秀 高エネルギー加速器研究機構

河合 誠之 東京工業大学大学院理工学研究科

河内 宣之 東京工業大学大学院理工学研究科化学

川田 重夫 宇都宮大学工学部

久保 治輔 金沢大学理学部

倉本 義夫 東北大学大学院理学研究科

栗本 猛 富山大学 理学部

小泉 大一 明治大学理工学部

後藤 晋 京都大学大学院工学研究科

後藤 貴行 上智大学理工学部

小林 達生 岡山大学理学部

小林 富雄 東京大学素粒子物理国際研究センター

小宮山 進 東京大学大学院総合文化研究科

小森 文夫 東京大学 物性研究所

近藤 敬比古 高エネルギー加速器研究機構

齋藤 修二

齋藤 幸夫 慶應義塾大学理工学部

佐伯 紘一 静岡大学理学部

坂井 徹 日本原子力研究所関西研究所

坂井 典佑 東京女子大学文理学部

櫻井 博儀 理化学研究所

佐藤 孝 富士通研究所

佐野 雅己 東京大学大学院理学系研究

繁岡 透 山口大学理学部

下浦 享 東京大学大学院理学系研究科

下田 正 大阪大学大学院理学研究科

白濱 圭也 慶應義塾大学理工学部

末包 文彦 東北大学理学部

菅 滋正 大阪大学大学院

鈴木 史郎 佐賀大学理工学部

鈴木 孝至 広島大学大学院先端物質科学研究科

鈴木 治彦 金沢大学理学部

鈴木 洋一郎 東京大学宇宙線研究所

住吉 孝行 東京都立大学大学院理学研究科

世良 正文 広島大学大学院先端物質科学研究科

高塚 龍之 岩手大人文社会科学部

高橋 利宏 学習院大学理学部
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高安 秀樹 ソニーコンピュータサイエンス研究所

高山 一 日本物理学会

滝川 昇 東北大学理学部

瀧川 仁 東京大学 物性研究所

武貞 正樹 北海道大学大学院理学研究科

田崎 晴明 学習院大学 理学部

田島 節子 大阪大学理学研究科

田島 俊樹 日本原子力研究開発機構関西光科学研究所

多々良 源 首都大学東京

田中 耕一郎 京都大学大学院理学研究科

田中 信夫 名古屋大学大学院工学研究科

田中 秀数 東京工業大学大学院理工学研究科

田村 信一朗 北海道大学工学部

田村 裕和 東北大学大学院理学研究科

丹田 聡 北海道大学工学部

鄭 国慶 岡山大学理学部

土岐 博 大阪大学核物理研究センター

戸田 昭彦 広島大学大学院総合科学研究科

友寄 友造 琉球大学理学部物理

永井　治男 日本物理学会

永長 直人 東京大学工学系研究科

中西 彊 名古屋大学大学院理学研究科

中野 逸夫 岡山大学理学部

中野 博生 兵庫県立大物質理学研究科

中野 正博 産業医科大学産業保健学部

中村 新男 名古屋大学大学院工学研究科

新村 昌治 岐阜大学工学部

二木 治雄 琉球大学理学部

新田 英雄 東京学芸大学

二宮 正夫 岡山光量子科学研究所

野崎 光昭 高エネルギー加速器研究機構

野尻 浩之 東北大学金属材料研究所

野田 章 京都大学化学研究所附属先端ビームナノ科学センター　粒子ビーム科学

野田 幸男 東北大学多元物質科学研究所

早川 尚男 京都大学 基礎物理学研究所

早川 美徳 東北大学 大学院理学研究科

坂東 昌子 愛知大学 法学部

日置 善郎 徳島大学総合科学部

平島 大 名古屋大学理学研究科

藤 定義 京都大学理学部

藤下 豪司 金沢大学自然科学研究科

星野 公三 広島大学大学院総合科学研究科
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前沢 邦彦 富山県立大学工学部

前田 康二 東京大学工学部

松下 貢 中央大学理工学部

松本 宏一 金沢大学理学部

水野 清義 九州大学総合理工学研究科

三宅 和正 大阪大学大学院基礎工学研

宮崎 州正 筑波大学数理物質科学研究科

村田 隆紀 京都工芸繊維大学監事

村山 茂幸 室蘭工業大学

森 正樹 東京大学宇宙線研究所

柳下 明 高エネルギー加速器研究機構

柳瀬 眞一郎 岡山大学工学部

山崎 泰規 東京大学総合文化研究科

山脇 幸一 名古屋大学大学院理

湯上 登 宇都宮大学大学院工学研究科

横谷 尚睦 岡山大学 自然科学研究科

吉澤 正人 岩手大学大学院工学研究科

吉田 滋 放送大学東京第二センター

米永 一郎 東北大学金属材料研究所

米満 賢治 分子科学研究所

覧具 博義

和田 裕文 九州大学大学院理学研究院

和達 三樹 東京理科大学理学部

渡部 行男 九州大学大学院理学研究院
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