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相沢 智康（北大） 青木 一洋（基生研） 秋山 良（九州大） 

阿部 一啓（名大） 新井 宗仁（東大） 有坂 文雄（日大） 

飯野 亮太（分子研） 池口 雅道（創価大） 池口 満徳（横浜市大） 

池谷 鉄兵（東京都大） 石島 秋彦（阪大） 石森 浩一郎（北大） 

伊藤 悦朗（早稲田大） 稲葉 謙次（東北大） 井上 豪（阪大） 

今井 啓雄（京大） 今村 博臣（京大） 今元 泰（京大） 

岩崎 憲治（筑波大） 岩田 達也（東邦大） 岩楯 好昭（山口大） 

上田 昌宏（阪大） 上村 想太郎（東大） 内橋 貴之（名大） 

内山 進（阪大） 大上 雅史（東工大） 太田 元規（名大） 

岡崎 圭一（分子研） 岡田 眞里子（阪大） 岡田 康志（理研） 

奥野 貴士（山形大） 織田 昌幸（京都府大） 角五 彰（北大） 

笠井 倫志（京大） 笠原 浩太（立命館大） 片山 耕大（名工大） 

加藤 貴之（阪大） 加藤 英明（東大） 加納 ふみ（東工大） 

鎌形 清人（東北大） 神谷 律（学習院大） 茅 元司（東大） 

川岸 郁朗（法政大） 川野 竜司（東京農工大） 川村 出（横浜国立大） 

木賀 大介（早稲田大） 菊川 峰志（北大） 北尾 彰朗（東工大） 

北原 亮（立命館大） 北村 朗（北大） 吉川 雅英（東大） 

鬼頭（西岡） 宏任（JST） 木村 哲就（神戸大） 金城 政孝（北大） 

久保 稔（兵庫県立大） 古賀 信康（分子研） 小島 慧一（岡山大） 

小嶋 誠司（名大） 古寺 哲幸（金沢大） 小林 徹也（東大） 

小松崎 民樹（北大） 小松﨑 良将（日大） 昆 隆英（阪大） 

斉尾 智英（北大） 斎藤 稔（日大） 佐甲 靖志（理研） 

笹井 理生（名大） 佐々木 一夫（東北大） 重田 育照（筑波大） 

柴田 幹大（金沢大） 城 宜嗣（兵庫県立大） 城口 克之（理研） 

沈 建仁（岡山大） 杉田 有治（理研） 杉村 薫（京大） 

杉本 宏（理研） 鈴木 健一（岐阜大） 鈴木 誠（東北大） 

鈴木 団（阪大） 関 安孝（高知大） 曽我部 正博（名大） 

曽和 義幸（法政大） 高須 昌子（東京薬科大） 高田 彰二（京大） 

高野 光則（早稲田大） 鷹野 優（広島市大） 瀧ノ上 正浩（東工大） 

田口 英樹（東工大） 楯 真一（広島大） 田中 良和（東北大） 

谷 知己（産総研） 玉田 太郎（QST） 田母神 淳（松山大） 

千見寺 浄慈（名大） 塚崎 智也（奈良先端大） 塚本 寿夫（分子研） 

角田 聡（名工大） 津本 浩平（東大） 寺川 剛（京大） 

寺北 明久（大阪市大） 寺嶋 正秀（京大） 寺田 透（東大） 

寺田 智樹（名大） 當舎 武彦（理研） 杤尾 豪人（京大） 



鳥谷部 祥一（東北大） 永井 健治（阪大） 中川 敦史（阪大） 

永田 崇（東大） 中根 大介（学習院大） 永野 真吾（鳥取大） 

中村 彰彦（静岡大） 成瀬 恵治（岡山大） 南後 恵理子（東北大） 

難波 啓一（阪大） 西 羽美（東北大） 根本 知己（北大） 

野地 博行（東大） 能瀬 聡直（東大） 林 久美子（東北大） 

林 重彦（京大） 東 雅大（京大） 日比野 佳代（遺伝研） 

平島 剛志（京大） 廣島 通夫（理研） 深井 周也（京大） 

藤原 郁子（大阪市大） 古川 良明（慶應大） 古澤 力（理研） 

古田 健也（NICT） 古谷 祐詞（名工大） 堀谷 正樹（佐賀大） 

前島 一博（遺伝研） 真壁 幸樹（山形大） 政池 知子（東京理科大） 

松木 均（徳島大） 三島 正規（東京都大） 光岡 薫（阪大） 

光武 亜代理（明治大） 南野 徹（阪大） 宮﨑 牧人（京大） 

村田 武士（千葉大） 森垣 憲一（神戸大） 矢島 潤一郎（東大） 

安田 賢二（早稲田大） 谷中 冴子（分子研） 栁澤 実穂（東大） 

柳田 敏雄（阪大） 山縣 ゆり子（熊本大） 山下 敦子（岡山大） 

山下 高廣（京大） 養王田 正文（東京農工大） 吉村 成弘（京大） 

米村 重信（理研） 若林 憲一（東工大） 若本 祐一（東大） 

渡邉 朋信（理研） 渡邊 直樹（京大） 渡邉 宙志（慶應大） 

渡邉 力也（理研） 

  


