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地球物理及び地球化学
1702Ｂ0001 君野 珠宏 1702Ｂ0016 戸沢 正徳 1702Ｂ0021 大村 猛
1702Ｂ0023 根本 信 1702Ｂ0025 藤井 紀綱 1702Ｂ0027 大鋸 朋生
1702Ｅ0002 吾妻 瞬一 1702Ｈ0001 中谷 洋明 1702Ｍ0002 藤 亮
1702Ｍ0003 垣内 英俊
地質
1703Ａ0001 三川 憲一 1703Ａ0012 藤原 知行 1703Ａ0014 安藤 勧
1703Ａ0021 山本 隆広 1703Ａ0023 井戸 和彦 1703Ａ0025 秋山 道生
1703Ａ0049 新井 計雄 1703Ａ0055 後藤 和則 1703Ｂ0005 岡崎 幸司
1703Ｂ0006 菅原 宏 1703Ｂ0014 水野 俊兵 1703Ｂ0015 小野 弘道
1703Ｂ0016 金田 朋之 1703Ｂ0018 岩政 一生 1703Ｂ0021 宮本 浩二
1703Ｂ0033 三浦健一郎 1703Ｂ0036 櫻井 健 1703Ｂ0041 赤松 太
1703Ｂ0056 大葉 勝裕 1703Ｂ0061 田邊 裕明 1703Ｂ0062 須藤 宏
1703Ｂ0069 山Ä 隆弘 1703Ｂ0074 松山 一昭 1703Ｂ0104 千葉 俊弥
1703Ｂ0106 新谷ちか子 1703Ｂ0121 小林 浩 1703Ｂ0130 堀 信雄
1703Ｂ0131 皆川 淳 1703Ｂ0134 三浦 理司 1703Ｂ0137 向井正二郎
1703Ｂ0147 安藤 誠 1703Ｂ0151 渡辺 慈明 1703Ｂ0152 菅 智浩
1703Ｂ0154 森島 永年 1703Ｂ0155 原田 久也 1703Ｂ0164 小西 千里
1703Ｂ0166 野口 浩承 1703Ｂ0176 鷲見 浩司 1703Ｂ5001 柴Ä 俊明
1703Ｃ0019 黒郷 純子 1703Ｃ0026 和田 實 1703Ｃ0041 戸邉 勇人
1703Ｄ0026 石井 岳男 1703Ｄ0038 井形 秀一 1703Ｄ0041 小泉 友美
1703Ｄ0059 赤松 伸 1703Ｄ0070 衛藤 政浩 1703Ｄ0071 古市 久士
1703Ｄ0079 田中 貴人 1703Ｄ5001 松本 一春 1703Ｅ0003 藤原 協
1703Ｅ0021 中村 直文 1703Ｅ0035 下山 みを 1703Ｅ0046 中村 克
1703Ｆ0005 樽石 静 1703Ｆ0007 西 俊憲 1703Ｆ0009 荒川 雅樹
1703Ｆ0015 手塚 克己 1703Ｆ0030 榊原 信夫 1703Ｆ0051 西村 修
1703Ｆ0053 村上 智昭 1703Ｆ0059 銭谷 竜一 1703Ｇ0001 天谷 徹男
1703Ｈ0011 鈴木 信 1703Ｈ0012 ˆ橋 直人 1703Ｋ0001 吉村 浄治
1703Ｋ0006 中谷 知秀 1703Ｋ0037 田上 貴裕 1703Ｋ0038 原 重守
1703Ｋ0042 小西 純一 1703Ｌ0002 村上 久 1703Ｌ0025 山本 順也
1703Ｌ0031 吉岡 崇 1703Ｌ0035 今田 真治 1703Ｍ0003 佐々木憲司
1703Ｍ0005 内田 敬 1703Ｍ0006 石山 宏二 1703Ｍ0015 石井 六夢
生物工学部門
細胞遺伝子工学
1801Ｂ0002 和田 昌憲 1801Ｂ0003 新井 雅雄 1801Ｂ0006 渕上 欣司
1801Ｃ0002 山本 淳二 1801Ｃ0005 清水 正和 1801Ｄ0003 大里 義治
1801Ｅ0001 井原 勇人 1801Ｍ0002 宮坂 幸弘
生物化学工学
1802Ｂ0005 田村 巧 1802Ｂ0006 山田 智也 1802Ｃ0010 藤田 聡
生物環境工学
1803Ｍ0001 万字 角英
環境部門
環境保全計画
1901Ｂ0017 月川 憲次 1901Ｂ0018 川Ä 桂一 1901Ｂ0034 河島 泰斗
1901Ｂ0039 白川 泰樹 1901Ｂ0091 岡部 正明 1901Ｃ0048 坪田 智子
1901Ｅ0026 牧 孝幸 1901Ｆ0003 須藤 幸藏 1901Ｈ0003 白石 悦二
1901Ｊ0001 新 広昭 1901Ｌ0002 牛川 務 1901Ｍ0001 池貝 隆宏
1901Ｍ0005 守屋 岳 1901Ｍ0011 長澤大次郎 1901Ｍ0013 廣田 修

原子力・放射線部門
原子炉システムの設計及び建設
2001Ｂ0003 三森光二郎 2001Ｂ0006 白柳 春信 2001Ｂ0012 大川 剛
2001Ｂ0014 内山 仁 2001Ｂ0015 辻 昭夫 2001Ｂ0016 峯 雅夫
2001Ｂ0029 関 泰 2001Ｂ0031 家田 芳明 2001Ｃ0003 的場 一洋
2001Ｅ0001 原 英明 2001Ｅ0002 江本 元宣 2001Ｍ0001 永嶋 國雄
2001Ｍ0008 覚張 和彦 2001Ｍ0020 中野 誠 2001Ｍ0021 松浦 秀文
2001Ｍ0022 西村 章
原子炉システムの運転及び保守
2002Ｂ0001 早苗 勝重 2002Ｂ0002 栗岩 安彦 2002Ｂ0006 加藤 友章
2002Ｂ0010 鈴木 惣十 2002Ｂ0013 會澤 栄寿 2002Ｂ0017 武田 満
2002Ｂ0021 冨樫 喜博 2002Ｂ0026 鳥羽 晃夫 2002Ｃ0001 鈴木 啓治
2002Ｃ0002 北条 公伸 2002Ｃ0003 櫻井 直人 2002Ｃ0004 暦本 雅史
2002Ｃ0007 橋本 憲吾 2002Ｅ0001 神村 典浩 2002Ｆ0001 伊藤 幸司
2002Ｆ0004 佐藤 雄一 2002Ｈ0001 渡部 和之 2002Ｈ0002 星名 宏和
2002Ｊ0001 君和田俊裕 2002Ｍ0004 吉岡 研一
核燃料サイクルの技術
2003Ｂ0005 奥田 武 2003Ｂ0007 ˆ橋 聡 2003Ｂ0009 市川 禎和
2003Ｂ0017 松村 達郎 2003Ｂ0024 須藤 俊幸 2003Ｃ0002 乃村 一郎
2003Ｍ0001 夏目 智弘 2003Ｍ0002 木野健一郎
放射線利用
2004Ｂ0004 山本 和喜 2004Ｃ0002 田中 豊 2004Ｋ0001 浦野 晋
放射線防護
2005Ｂ0006 金野 朋博 2005Ｂ0018 野村 紀男 2005Ｂ0019 中澤 正裕
2005Ｂ0021 野村 俊文 2005Ｂ0024 小林 宏光 2005Ｅ0003 古田 定昭
2005Ｆ0006 小林 誠 2005Ｊ0001 末澤 克敏 2005Ｍ0001 中野 秀生
2005Ｍ0003 伊藤 公雄
総合技術監理部門
機械`機械設計
210101Ｂ0002 田島 秀二

環境測定
1902Ａ0014 石川 郭遂 1902Ｂ0007 末松 大司 1902Ｂ0028 石井 善昭
1902Ｃ0005 石田 一恵 1902Ｄ0017 平田 秀一 1902Ｆ0008 小野寺 明
自然環境保全
1903Ａ5001 渡辺 修 1903Ｂ0012 川野 康朗 1903Ｂ0020 近江麻衣子
1903Ｂ0042 彦坂 洋信 1903Ｂ0070 花澤 弘次 1903Ｂ0071 根岸 知子
1903Ｂ0076 近藤 正 1903Ｂ0088 永島 高行 1903Ｃ0011 千々岩 哲
1903Ｅ0009 西本テツオ 1903Ｆ0001 嶋田 哲郎 1903Ｋ0005 亀山 剛
1903Ｍ0009 山口 朋浩 1903Ｍ0011 染矢 貴
環境影響評価
1904Ａ0002 倉井 規広 1904Ｂ0029 太田垣貴啓 1904Ｂ0030 伊藤 洋
1904Ｂ0035 中根 和彦 1904Ｃ0003 副田 耕平 1904Ｃ0005 高瀬 勝彦
1904Ｃ0009 田中 靖啓 1904Ｃ0017 小壁 昭一 1904Ｄ0002 西島 正範
1904Ｄ0007 星山 英一 1904Ｇ0005 藤 信之 1904Ｋ0003 今田 雄一
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