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向井 繁正
本多 健一
藤嶋 昭
相澤 益男
赤羽 信久
加藤 政雄
戸田 昭三
中根 久
小門 宏
伊藤 毅雄
開発 宏一
小峰 孝
中村 洋一
逢坂 哲彌
沖村 憲樹
塚本 桓世
本間 英夫
阿久津 郁夫
駒野 博司
岩科 季治
西出 宏之
芹澤 英夫
松浦 慎  

髙木 秀次郎
小池 眞
有田 喜一
鹿園 直治
武井 實
根岸 良吉
牧村 信之
松川 安一
松本 初男
丸山 雄士
杉山 元康
太田 宇一
鈴木 邁

児玉 柳太郎
竹野 壽彦
逸見 至保
堀越 昭則
井上 晴夫
植松 了
中崎 龍雄
橋本 和仁
馬場 昭男
林 俊一
平尾 公彦
石谷 炯
小原 秀克
平岡 陽一
前田 重一
佐藤 晴俊
渡邉 正義
種市 順昭
水木 國雄

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 （年度）

向井 繁正
本多 健一
藤嶋 昭
相澤 益男
赤羽 信久
加藤 政雄
戸田 昭三
中根 久
小門 宏
伊藤 毅雄
開発 宏一
小峰 孝
中村 洋一
逢坂 哲彌
沖村 憲樹
塚本 桓世
本間 英夫
阿久津 郁夫
駒野 博司
岩科 季治
西出 宏之
芹澤 英夫
松浦 慎 
髙木 秀次郎
小池 眞
有田 喜一
鹿園 直治
武井 實
根岸 良吉
牧村 信之
松川 安一
松本 初男
丸山 雄士
杉山 元康
太田 宇一
鈴木 邁
児玉 柳太郎
竹野 壽彦
逸見 至保
堀越 昭則
井上 晴夫
植松 了
中崎 龍雄
橋本 和仁
馬場 昭男
林 俊一
平尾 公彦
石谷 炯
小原 秀克
平岡 陽一
前田 重一
佐藤 晴俊
渡邉 正義
種市 順昭
水木 國雄

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 （年度）

 役員･評議員在任歴   昭和62年6月～  理事長　  理事　  名誉理事長　  監事　  評議員

昭和62年6月～昭和63年5月 昭和63年5月～平成18年3月

平成18年3月

昭和62年6月～平成18年3月

平成3年5月～平成18年3月

平成7年6月

昭和62年6月～平成8年3月

昭和62年6月～平成6年3月

昭和62年6月～平成16年3月

昭和62年6月～平成16年3月

平成5年4月～平成16年3月

昭和62年6月～平成16年3月

昭和62年6月～平成16年3月

平成8年4月1日～平成16年3月

平成5年4月～平成25年1月

昭和62年6月～平成5年3月

昭和62年6月～平成5年3月

昭和62年6月～平成19年1月

昭和62年6月～平成23年10月

平成18年4月～

平成2年3月14日第8回理事会にて名誉理事長に就任誉理事長に就任

平成16年4月～

平成10年4月～

平成7年6月～

平成18年4月～

平成18年4月～

平成22年4月～

平成22年4月～

平成18年4月～

平成16年4月～平成23年10月

平成23年12月～

平成27年6月～

平成23年12月～

平成23年12月～

平成16年4月～平成27年6月

平成18年4月～昭和62年6月～平成18年3月

平成18年4月～

平成18年4月～

平成18年4月～昭和62年6月～平成18年3月

昭和62年6月～平成18年3月

昭和62年6月～平成18年3月

平成8年4月1日～平成18年3月

平成16年4月～平成22年3月

平成16年4月～平成22年3月

平成18年4月～平成22年3月

平成18年4月～平成22年3月

平成18年4月～平成22年3月

平成22年4月～平成27年6月

平成18年4月～平成23年12月

平成22年4月～平成23年12月

平成27年6月～

平成27年6月～

平成25年6月～

平成25年6月～

平成16年4月～平成18年3月

昭和62年6月～平成12年3月

昭和62年6月～平成12年3月

平成23年12月～平成27年6月

平成22年4月1日～平成23年12月

平成6年4月1日～

昭和62年6月～昭和63年5月

平成23年12月～
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戸田 昭三 東京大学 名誉教授 昭和62年－平成19年

大熊 健司 科学技術庁科学技術振興局研究交流課 課長 昭和62年－昭和63年

岸 富也 慶応義塾大学理工学部応用化学科 教授 昭和62年－昭和63年

小門 宏 東京工業大学工学部 教授 昭和62年－昭和63年

児玉 柳太郎 新技術事業団 参事役 （現科学技術振興機構） 総務部 部長 昭和62年－平成８年

中根 久 東京応化工業株式会社 取締役会長 昭和62年－平成14年

仁木 克巳 横浜国立大学工学部物質工学系 教授 昭和62年－昭和63年

根岸 良吉 神奈川県工業試験所 所長 昭和62年－昭和63年

林 俊一 科学技術振興機構 監事 昭和62年－平成16年

大西 孝治 東京工業大学資源化学研究所 教授 平成元年－平成２年

佐藤 菊正 横浜国立大学 名誉教授 平成元年－平成２年

白井 恒雄 慶応義塾大学理工学部 平成元年

荒巻 國次 慶応義塾大学理工学部 教授 平成３年－平成４年

谷口 義孝 科学技術庁科学技術振興局研究交流課 課長 平成元年－平成２年

増子 曻 東京大学生産技術研究所 教授 平成元年－平成２年

大森 昭彦 科学技術庁科学技術振興局研究交流課 課長 平成３年－

今村 務 科学技術庁科学技術振興局研究交流課 課長 平成４年－

鈴木 邁 千葉大学工学部 教授 平成３年－平成４年

二瓶 好正 東京大学精算技術研究所 教授 平成３年－平成４年

平井 英史 東京大学 名誉教授 平成３年－平成４年

山本 明夫 東京工業大学 名誉教授 平成３年－平成４年

岩崎 廉 財団法人神奈川高度技術支援財団高度計測センター 部長 平成５年－平成６年

遠藤 剛 東京工業大学資源化学研究所 教授 平成５年－平成６年

栗原 良樹 科学技術庁科学技術振興局研究交流課 課長 平成５年－平成６年

徳丸 克己 筑波大学科学系 教授 平成５年－平成６年

馬場 宣良 東京都立大学工学部 教授 （現首都大学東京） 平成５年－平成６年

御園 生誠 東京大学工学部 教授 平成５年－平成６年

浅川 敏郎 科学技術庁科学技術振興局研究交流課 課長 平成７年－平成８年

二木 鋭雄 東京大学先端科学技術研究センター 教授 平成７年－平成８年

野中 勉 東京工業大学大学院総合理工学研究科 教授 平成７年－平成８年

保母 敏行 東京都立大学工学部 教授 （現首都大学東京） 平成７年－平成８年

宮田 清蔵 東京農工大学大学院 教授 平成７年－平成８年

安部 明廣 東京工芸大学工学部 教授 平成９年－平成10年

泉 紳一郎 科学技術庁科学技術振興局研究基盤 課長 平成９年

楠 文代 東京薬科大学薬学部 教授 平成９年－平成10年

児嶋 弘直 山梨大学工学部 教授 平成９年－平成10年
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戸田 昭三

大熊 健司

岸 富也

小門 宏

児玉 柳太郎

中根 久

仁木 克巳

根岸 良吉

林 俊一

大西 孝治

佐藤 菊正

白井 恒雄

荒巻 國次

谷口 義孝

増子 曻

大森 昭彦

今村 務

鈴木 邁

二瓶 好正

平井 英史

山本 明夫

岩崎 廉

遠藤 剛

栗原 良樹

徳丸 克己

馬場 宣良

御園 生誠

浅川 敏郎

二木 鋭雄

野中 勉

保母 敏行

宮田 清蔵

安部 明廣

泉 紳一郎

楠 文代

児嶋 弘直
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（役職は在任時のもの・敬称略）

 歴代選考委員在任歴①   昭和62年6月～  選考委員　  委員長
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徳田 耕一 東京工業大学大学院総合理工学研究科 教授 平成９年－平成10年

齋藤 税 財段法人神奈川高度技術支援財団 副理事長 平成11年－平成14年

西出 宏之 早稲田大学大学院理工学部 教授 平成11年－平成12年

村林 真行 横浜国立大学環境科学研究センター 所長・教授 平成11年－平成12年

安井 至 東京大学国際・産学共同研究センター 教授 平成11年－平成12年

太田 健一郎 横浜国立大学大学院工学研究科 教授 平成13年－平成14年

杉谷 嘉則 神奈川大学理学部化学科 教授 平成13年－平成14年

渕上 寿雄 東京工業大学大学院総合理工学研究科 教授 平成13年－平成14年

山村 庄亮 慶応義塾大学 名誉教授 平成13年－平成14年

池田 富樹 東京工業大学資源化学研究所 教授 平成15年－平成16年

内田 弘 神奈川県産業技術総合研究所 技術支援推進 部長 平成15年－平成19年

中村 洋一 東京応化工業株式会社 取締役開発本部長 平成15年－平成16年

藤嶋 昭 財団法人神奈川科学技術アカデミー 理事長 平成15年－平成16年

水口 仁 横浜国立大学工学部 教授 平成15年－平成16年

秋鹿 研一 財団法人理工学振興会（東工大内） 平成18年－平成19年

阿部 正彦 東京理科大学大学院工学部工業化学科 教授 平成18年－平成23年

井上 誠一 横浜国立大学大学院環境情報研究院 院長・教授 平成18年－平成19年

小峰 孝 東京応化工業株式会社 代表取締役専務執行役員 平成18年－平成23年

佐藤 憲一 神奈川大学工学部応用化学科 教授 平成18年－平成19年

平岡 陽一 川崎市経済局産業政策部企画課 課長 平成18年－平成19年

本間 英夫 関東学院大学 平成18年－平成29年

伊熊 泰郎 神奈川工科大学工学部応用化学科 教授 平成20年－平成21年

佐藤 祐一 神奈川大学工学部 学部長・教授 平成20年－平成21年

馬飼野 信一 神奈川科学技術アカデミー 専務理事 平成20年－平成29年

横山 泰 横浜国立大学大学院工学研究院 教授 平成20年－平成21年

佐々木 幸夫 東京工芸大学工学部生命環境化学科 教授 平成22年－平成23年

森 和亮 神奈川大学 常務理事 平成22年－平成23年

渡邉 正義 横浜国立大学大学院工学研究院 教授 平成22年－平成23年

栄長 泰明 慶応義塾大学理工学部 教授 平成24年－平成29年

佐藤 晴俊 東京応化工業株式会社 取締役 平成24年－平成29年

瀬川 浩司 東京大学先端科学技術研究センター 教授 平成24年－平成25年

築山 光一 東京理科大学理学部第一部 教授 平成24年－平成25年

西原 寛 東京大学大学院理学系研究科 教授 平成24年－平成29年

井手本 康 東京理科大学理工学部 教授 平成26年－平成29年

神谷 信行 横浜国立大学理工学部 スーパーバイザー 平成26年－平成29年
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阿部 正彦

井上 誠一

小峰 孝

佐藤 憲一

平岡 陽一

本間 英夫

伊熊 泰郎

佐藤 祐一

馬飼野 信一

横山 泰

佐々木 幸夫

森 和亮

渡邉 正義
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神谷 信行
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（役職は在任時のもの・敬称略）

 歴代選考委員在任歴②   昭和62年6月～  選考委員　  委員長
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