
（2012年7月1日一部更新）

会員番号 氏名 所属略称 推薦母体・立候補
新期：１
/継続：２

21254F 相原 博昭 東大理 立候補 2※
18614H 新井 正敏 J-PARC 立候補 2※
07425K 新垣 恒道 甲南大理 立候補 1
19020B 家富 洋 新潟大理 新潟支部 2
13790H 石川 健三 北大理 北海道支部 2
13075D 石原 修 横国大工 領域2 2
19286H 居田 克巳 核融合研 領域2 1
34197F 市川 温子 京大理 素粒子実験領域 1
25871E 市村 晃一 北大院工 北海道支部 1
21817E 井元 信之 阪大院基礎工 領域1 1
27300H 岩田 真 名古屋工大工 領域10 2
13482D 宇田川 眞行 広島大院総合 立候補 2
08149H 江尻 有郷 明治大理工 領域13 2
12141J 榎 敏明 東工大院理工 領域7 1
18509A 蛯名 邦禎 神戸大発達科学 領域13 2
20624B 大熊 哲 東工大院理工 領域6 1
20730H 太田 仁 神戸大学分子フォトサイエンス研究センター領域3・立候補 1
21653G 大谷 義近 東大物性研 領域3 1
13491B 大貫 惇睦 阪大院理 立候補 1
13858G 岡 真 東工大院理工 立候補 2
14413G 岡部 豊 首都大院理工 領域11 1
17519E 小口 多美夫 阪大産業科学 中国支部 2
14555H 甲斐 昌一 九大院工学研究院 領域11 1
20736B 門野 良典 高エネルギー研 領域8 1
22207A 香取 浩子 東京農工大工 領域3 2
14931H 金田 行雄 名古屋大工 領域11 1
20294A 兼松 泰男 阪大ベンチャー 領域12 1
32983G 金光 義彦 京大化研 領域5 1
21128F 鹿野田 一司 東大院工 領域7 2
25016H 鎌田 進 高エネルギー研 ビーム物理領域 2
11992K 鎌田 雅夫 佐賀大シンクロトロン 領域5 2
19048H 川上 則雄 京大理 領域8 1
09418F 川畑 有郷 元学習院大理 立候補 2※
13504A 川村 隆明 山梨大教育人間科学 領域9 2
39133C 河本 昇 北大院理 素粒子論領域 1
25801F 神田 展行 阪市大院理 大阪支部 1
19838A 北本 俊二 立教大理 立候補 2※
19055H 木村 薫 東大院新領域 立候補 2
17307K 木村 健二 京大工 領域1 1
30115K 九後 汰一郎 京大基礎物理 素粒子論領域 2
22989K 久世 正弘 東工大院理工 素粒子実験領域 1
17619K 国広 悌二 京大理物理 京都支部 2
13101D 倉本 義夫 東北大院理 立候補 2※
17926E 栗栖 牧生 愛媛大院理工 四国支部 2※
21450K 栗本 猛 富山大理 北陸支部 1
26520J 黒木 和彦 電通大先進理工 領域7 1
16951H 河野 公俊 理化学研究所 立候補 1
19323D 五神 真 東大院理 領域5 1
29827F 小松 輝久 東大工 立候補 2
20444F 斎藤 晋 東工大理 領域7 1
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18044J 榊原 俊郎 東大物性研 領域8 1
18043K 阪部 周二 京大化研 ビーム物理領域・立候補 2
18045H 作田 誠 岡山大理 立候補 1
27359D 櫻井　博儀 理化学研究所 実験核物理領域 1
20142C 佐野 雅己 東大院理 領域11 1
13532D 篠崎 文重 九大理 九州支部 1
16059E 白井 泰治 京大院工 領域10 2
54219E 白石 賢二 筑波大院数理物質 領域4 1
20047C 鈴木 敏男 福井大院工 北陸支部 2
16964B 鈴木 洋一郎 東大宇宙線研 宇宙線・宇宙物理領域 2
19194B 須藤 彰三 東北大院理 東北支部 2※
16543J 大門 寛 奈良先端科技大院 領域9 1
21182D 高橋 忠幸 JAXA 宇宙研 宇宙線・宇宙物理領域 1
14718G 高橋 敏男 東大物性研 領域10 1
17217B 高畠 敏郎 広島大院先端物質 領域8・立候補 2
36979F 瀧川 仁 東大物性研 立候補 2※
14940F 武田 信一 九大院理学研究院 九州支部 1
22813B 武田 直也 新潟大工 領域8・立候補 2
13422B 田島 俊樹 ミュンヘン大物理 立候補 2
20645E 田中 和夫 阪大院工 領域2 1
21672B 田中 智 阪府大理 大阪支部 1
24905D 田中 忠芳 松本歯科大歯 立候補 1
23033J 田仲 由喜夫 名古屋大工 名古屋支部 1
25444A 棚橋 誠治 名古屋大KMI 名古屋支部 1
13133C 谷本 盛光 新潟大理 新潟支部 1
21674K 田村 裕和 東北大院理 東北支部 1
14846E 千葉 順成 東理大理工 立候補 2※
23916G 出口 哲生 お茶大院人間文化創成科学 領域11 1
23732E 藤 定義 京大理 立候補 1
21354A 徳宿 克夫 高エネルギー研 素粒子実験領域 1
10676D 冨永 靖德 放送大学 立候補 2
49201K 永井 治男 立候補 2※
19777E 永江 知文 京大理物理 実験核物理領域 1
27779H 中務 孝 理化学研究所 理論核物理領域 1
13913J 中野 逸夫 岡山大理 実験核物理領域 2
23313K 中山 正昭 阪市大工 領域5 1
14990A 並木 雅俊 高千穂大 立候補 2
42113J 西川 美幸 日立アロカメディカル(株) 立候補 1
08050J 西村 仁 関西外語大 立候補 2
17070A 二宮 正夫 岡山光量子研 立候補 2
20078C 野嵜 龍介 北大院理 領域12 1
27073J 野原 実 岡山大院自然科学 立候補 2
20698G 初田 哲男 東大院理 理論核物理領域 2
24304E 針谷 喜久雄 産業技術総研 立候補 1
21216F 播磨 尚朝 神戸大院理 領域8 1
18385A 日笠 健一 東北大理 素粒子論領域 1
14987G 東島 清 阪大院理 素粒子論領域 1
26194D 平山 祥郎 東北大院理 領域4 1
33853D 福島 正己 東大宇宙線研 宇宙線・宇宙物理領域 1
23077C 福谷 克之 東大生産技術研 領域9 2
21574E 保坂 淳 阪大核物理 理論核物理領域 1
14579H 増山 博行 山口大理 中国支部・立候補 2
19485J 松尾 由賀利 理化学研究所 立候補 1
22834E 松川 倫明 岩手大工 立候補 2
15898A 松島 房和 富山大理 立候補 2
21580F 松田 祐司 京大院理 京都支部 2
14581C 松村 政博 高知大理 四国支部 2



14903E 村田 惠三 阪市大理 立候補 2
07420E 村田 隆紀 京都教育大 領域13 2
14906B 本林 透 理化学研究所 立候補 2※
13188C 元屋 清一郎 東理大理工 領域3 2
22893H 森 正樹 立命館大学理工学部 宇宙線・宇宙物理領域 1
15619D 八尾 誠 京大院理 領域6 2
04875F 八木 浩輔 浦和大学総合福祉 立候補 1
17988E 八尋 正信 九大院理学研究院 理論核物理領域 1
16041F 山崎 泰規 理化学研究所 立候補 2
32165A 山下 了 東大素粒子センター 素粒子実験領域 1
21948K 山田 省二 北陸先端科技大院 領域4 1
32463H 山本 量一 京大院工 領域12 1
16693J 吉澤 正人 岩手大院工 立候補 1
31278G 吉野 太郎 関学大総合政策 立候補 2
23387E 米満 賢治 中大理工 立候補 2
16697E 和田 信雄 名古屋大院理 領域6 1
24910F 渡辺 信一 電通大情報理工 領域1 1
26078A 渡部 直樹 北大低温 領域1 2

注：新期/継続欄に"2"と記載されている方は、前期（65～66期）から今期（67～68期）へ"重任"された方です。

また※印の方の場合、前期(65～66期）は、旧定款・旧細則による、理事及び支部委員長としての代議員就任となります。

所属略称は原則として就任当初のご所属名が表示されています。


