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会員番号 氏名 所属 推薦母体・立候補
新期：１
/継続：２

17126E 青山　秀明 京都大学・大学院理学研究科 京都支部 1
24134F 浅川　正之 阪大院理 理論核物理 1
24450J 網塚　浩 北大理 領域8 1
18614H 新井　正敏 日本原子力研究開発機構 領域10・立候補 2※
21030F 安東　愛之輔 兵庫県立大・高度研 ビーム物理 1
19983F 安藤　晃 東北大院工 領域2 1
31371J 飯間　信 広島大学　理学研究科 領域11 1
15085G 家　泰弘 東大物性研 立候補 1
39893K 石坂　香子 東大工 領域8 1
15378B 礒田　誠 香川大学教育学部 四国支部 1
19286H 居田　克巳 核融合研 領域2 2
25871E 市村　晃一 北大工 北海道支部 2
22394B 伊東　千尋 和歌山大学システム工学部 大阪支部 1
31005A 伊藤　好孝 名大STE研 立候補 1
13937J 井上　研三 元九大院理学研究院 素粒子論 1
21817E 井元　信之 阪大基礎工 領域1 2
31688D 上坂　充 東京大学工学系研究科 ビーム物理 1
14768B 上田　和夫 東京大学物性研究所 立候補 1
19296E 植松　英穂 日大理工学部 領域13 1
37848D 後田　裕 KEK素粒子原子核研究所 素粒子実験 1
20968A 上床　美也 東大物性研極限環境物性 領域3 1
16180K 上羽　牧夫 名大理物理 立候補 1
32060A 大信田　丈志 鳥取大学工学研究科 領域11 1
20730H 太田　仁 神戸大学分子フォトセ 領域3・立候補 2
21653G 大谷　義近 東大物性研ナノ物性 領域3 2
16419G 大野　かおる 横浜国大 立候補 1
25432F 大野　義章 新潟大理 立候補 1
20259H 小形　正男 東大・理 立候補 1
22165K 小川　哲生 阪大院理 領域5 1
43295A 鬼丸　孝博 広大先端物質 領域8 1
20419K 梶田　隆章 東京大学　宇宙線研究所 立候補 1
46053D 片岡　幹雄 奈良先端大物質 領域12 1
33416C 葛城　大介 京都薬科大数学 立候補 1
22720G 加藤　勝 大阪府大工 領域6 1
22798H 加藤　礼三 理研 領域7 1
20736B 門野　良典 高エネルギー研 領域8 2
32983G 金光　義彦 京大化研 領域5 2
19048H 川上　則雄 京大理 領域8 2
27666J 川越　清以 九州大学理学部 素粒子実験 1
39133C 河本　昇 北大院理 素粒子論 2
43819A 菊池　満 原研核融合 領域2 1
15407J 北岡　良雄 阪大基礎工 立候補 1
17307K 木村　健二 京大工 領域1 2
30366D 木村　康之 九大院理 領域12 1
56421F 木村　祐介 岡山光量子科学研究所 立候補 1
21450K 栗本　猛 富山大学理学部物理 北陸支部 2
14642J 黒田　新一 名古屋大工 名古屋支部 1
15414J 小泉　大一 明治大学理工 領域10 1
21889B 腰原　伸也 東工大院理工 領域5 1
18512E 小玉　英雄 高エネルギー研 宇宙線・宇宙物理領域 1
19323D 五神　真 東大院理 領域5 2
24447E 小林　達生 岡山大自然科学 立候補 1
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18319H 小森　文夫 東大物性研 領域9 1
31021J 齊藤　直人 KEK素核研/J-PARCセンター 実験核物理 1
18044J 榊原　俊郎 東大物性研 立候補 2
35233F 佐崎　元 北大低温研 領域9 1
24141F 佐々木　豊 京大低温セ 領域6 1
19069A 佐藤　憲昭 名大・院理 名古屋支部 1
24285E 澤　博 名古屋大学（院）工 領域7 1
12678H 澤田　安樹 京大低温センター 領域4 1
08535E 斯波　弘行 元東京工業大学 立候補 1
26490C 下條　冬樹 熊大院自然 領域6 1
54219E 白石　賢二 筑波大院数理物質 領域4 2
29102B 菅原　仁 神戸大院理 立候補 1
38274B 鈴木　正 青山学院大理工学部 領域11 1
54999F 鈴木　亨 筑波大附属高 領域13 1
22750H 鈴木　義茂 阪大基礎工物性物理 領域3 1
17537A 大同　寛明 大阪府立大工学研究科 領域11 1
16543J 大門　寛 奈良先端大物質創成 領域9 2
21182D 高橋　忠幸 JAXA宇宙研 宇宙線・宇宙物理領域 2
28064D 竹内　康雄 神戸大院理 立候補 1
23603H 田中　宏志 島根大院総合理工学研究科 中国支部 1
13133C 谷本　盛光 新潟大理 新潟支部 2
21674K 田村　裕和 東北大理 立候補 2
22289E 常行　真司 東大理 立候補 1
22034E 寺内　正己 東北大多元研 東北支部 1
23732E 藤　定義 京大理 立候補 2
21199D 冨塚　明 長崎大学環境科学部 領域13 1
49201K 永井　治男 (社)日本物理学会 立候補 2※
19777E 永江　知文 京大院理 実験核物理 2
27779H 中務　孝 理化学研究所 理論核物理 2
19914F 中西　秀 九大院理 九州支部 1
11584A 永宮　正治 理研およびＫＥＫ 立候補 1
28149K 中家　剛 京都大学理学部 素粒子実験 1
14572E 西田　信彦 豊田理化学研究所 立候補 1
36882E 西野　晃徳 神奈川大学工学部物理 領域11 1
22676A 野上　由夫 岡山大院自然 立候補 1
15977C 野末　泰夫 大阪大学（院）理 領域7 1
13439B 野田　幸男 東北大学多元研 領域10 1
16563C 野呂　哲夫 九大院理 実験核物理 1
51919A 浜　広幸 東北大学電子光センター ビーム物理 1
21216F 播磨　尚朝 神戸大・理 立候補 2
18385A 日笠　健一 東北大理 素粒子論 2
14987G 東島　清 阪大 素粒子論 2
36038D 樋口　勝一 追手門学院大学 立候補 1
33853D 福島　正己 東大宇宙線研 宇宙線・宇宙物理領域 2
16377F 藤下　豪司 金沢大学数物科学系 北陸支部 1
22321F 藤原　賢二 島根大院総合理工学研究科 中国支部 1
21574E 保坂　淳 阪大核物理 理論核物理 2
18827B 細川　伸也 熊本大自然 立候補 1
22557A 前野　悦輝 京都大学・大学院理学研究科 京都支部 1
28970K 真岸　孝一 徳島大学総合科学部 四国支部 1
21579K 松尾　正之 新潟大理 新潟支部 1
20940E 松川　宏 青学大理工 立候補 1
21237J 松山　秀生 北大理 北海道支部 1
25217G 三沢　和彦 東京農工大院工 立候補 1
23145J 光永　正治 熊本大 領域1 1
15578B 三宅　和正 大阪大学基礎工学研究科 立候補 1
16440G 宮下　精二 東大・理 立候補 1
36132E 村上　公一 釧路高専 立候補 1
14906B 本林　透 理研仁科センター 立候補 2※



19978D 森　健彦 東京工業大学（院）理工 領域7 1
22893H 森　正樹 立命館大学理工学部 宇宙線・宇宙物理領域 2
04875F 八木　浩輔 浦和大学総合福祉 立候補 2
36108H 柳瀬　陽一 新潟大理 領域8 1
21595H 矢花　一浩 筑波大計科セ 立候補 1
17988E 八尋　正信 九大院理学研究院 理論核物理 2
21948K 山田　省二 北陸先端科技大院 領域4 2
26069C 山田　裕 新潟大学理学部物理学科 立候補 1
29212D 横谷　尚睦 岡山大学院自然 立候補 1
15521D 吉岡　大二郎 東大総合文化 立候補 1
57957J 吉田　光宏 KEK加速器 素粒子実験 1
17726E 吉野　淳二 東工大・理工 立候補 1
19497D 米永　一郎 東北大金研 東北支部 1
19210E 和田　裕文 九大院理 九州支部 1
20120A 渡辺　純二 阪大生命機能 領域12 1
24910F 渡辺　信一 電通大 領域1 2

注：新期/継続欄に"2"と記載されている方は、前期（67～68期）から今期（69～70期）へ"重任"された方です。

また※印の方の場合、旧定款・旧細則による理事及び支部委員長としての第65～66期代議員就任を除いた重任回数となります。

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。


