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1703Ｌ0007 曽我部 潤 1703Ｌ0009 武智 俊雄 1703Ｌ0016 板谷 英樹
1703Ｌ0024 馬場 弥生 1703Ｌ0034 田村 俊之 1703Ｌ0035 望月 浩司
1703Ｍ0003 久留 景吾 1703Ｍ0010 七條 寛 1703Ｍ0014 石原 廣和
1703Ｍ0015 赤澤 正彦 1703Ｍ0027 小澤恵理子 1703Ｍ0029 山口 晴夏
生物工学部門
細胞遺伝子工学
1801Ｂ0001 伊藤 直樹 1801Ｂ0005 植松 宏彰 1801Ｂ0007 関 哲也
1801Ｂ0011 近藤 忠史 1801Ｂ0012 大澤 健治 1801Ｂ0013 萩尾 高志
1801Ｃ0003 廣島 真一 1801Ｃ0005 泉 香津代 1801Ｇ0001 作道 章一
1801Ｈ0001 提箸 祥幸 1801Ｌ0001 藤井 裕二
生物化学工学
1802Ｂ0015 塩田 一磨 1802Ｃ0007 大上 直人 1802Ｃ0010 齋藤 充弘
1802Ｄ0002 中野 哲郎 1802Ｍ0001 吉武 彰文 1802Ｍ0003 小西 正朗
生物環境工学
1803Ｃ0003 武間 亮香 1803Ｍ0001 森田 智之 1803Ｍ0003 植田 良平

原子力・放射線部門
原子炉システムの設計及び建設
2001Ｂ0001 廣川 直機 2001Ｂ0002 各務正比古 2001Ｂ0011 大門 清
2001Ｂ0014 西村 丹子 2001Ｂ0020 町田 秀夫 2001Ｃ0001 大山 健
2001Ｊ0001 堂本 悦朗 2001Ｍ0003 中川 哲郎 2001Ｍ0008 曽佐 豊
2001Ｍ0009 相澤 泰博
原子炉システムの運転及び保守
2002Ｂ0005 竹島 菊男 2002Ｃ0007 宮越 裕久 2002Ｆ0001 小保内秋芳
核燃料サイクルの技術
2003Ｂ0011 井口 幸弘 2003Ｂ0012 石田 倫彦 2003Ｂ0014 田中 健哉
2003Ｍ0001 堤 信郎
放射線利用
2004Ｃ0001 永山 貴久 2004Ｍ0001 丸下 元治
放射線防護
2005Ｂ0002 伊藤友加里 2005Ｂ0010 谷村 嘉彦 2005Ｆ0001 黒澤 昭宣
2005Ｆ0002 本田 一明
総合技術監理部門
機械`機械設計
210101Ｂ0001 小松茂三郎 210101Ｍ0001 中村 登
機械`材料力学
210102Ｂ0001 野澤 淳一 210102Ｂ0002 藤山 祐司
機械`動力エネルギー
210104Ｄ0001 永井 雅明 210104Ｍ0002 吉澤 幸大
機械`熱工学
210105Ｍ0001 伊藤 寛
機械`流体工学
210106Ｂ0002 石川 修 210106Ｂ0003 駒澤 昭彦 210106Ｂ0006 國島 旭
機械`加工・ファクトリーオートメーション及び産業機械
210107Ｂ0002 中井 知章 210107Ｂ0005 向坂 和敏 210107Ｂ0007 中島 広樹
210107Ｅ0003 楫取 豊忠
機械`交通・物流機械及び建設機械
210108Ｂ0003 藤野 謙司
航空・宇宙`機体システム
210301Ｅ0002 福本 克治 210301Ｍ0001 大島 武

環境部門
環境保全計画
1901Ａ0006 工藤 祥久 1901Ｂ0002 中山孝太郎 1901Ｂ0013 淺沼 隆
1901Ｂ0026 桑原 淳 1901Ｂ0027 菅谷 隆夫 1901Ｂ0032 戸村 英道
1901Ｂ0041 岡田 智之 1901Ｂ0045 伊藤 俊郎 1901Ｂ0057 佐藤 幸孝
1901Ｂ0076 岡田 哲明 1901Ｂ0081 山口 隆子 1901Ｂ0083 白石 祐彰
1901Ｂ0095 本間 君枝 1901Ｂ0102 並木 貴司 1901Ｂ0104 久保 武志
1901Ｂ0106 豊嶋 拓 1901Ｂ0108 谷口 秀人 1901Ｂ0110 梅木 重光
1901Ｂ0117 井出 一貴 1901Ｂ0127 浜田 季之 1901Ｂ0146 富田 邦裕
1901Ｂ0159 小安奈央子 1901Ｃ0006 樋口 一郎 1901Ｃ0019 村山 定光
1901Ｄ0008 松井 伸夫 1901Ｄ0011 田中與志 1901Ｄ0013 井上 英彦
1901Ｅ0015 坂東 増美 1901Ｅ0019 永田 伸也 1901Ｅ0023 小野 俊之
1901Ｅ0024 林 聖元 1901Ｅ0026 水野 徹哉 1901Ｈ0002 仁科 康秀
1901Ｈ0003 大沼 文男 1901Ｊ0001 須Ä 秀人 1901Ｍ0005 島田 英泰
1901Ｍ0007 幸福 智 1901Ｍ0011 山田真理子 1901Ｍ0014 津布久道子
環境測定
1902Ｂ0001 中嶋 陽一 1902Ｂ0006 齊藤 公康 1902Ｂ0036 出口 智実
1902Ｂ0046 吉田 明子 1902Ｂ0047 坂本 清 1902Ｂ0054 仲地 愛子
1902Ｂ0055 仲地 史裕 1902Ｃ0004 八木 政憲 1902Ｃ0007 佐藤 正敏
1902Ｃ0014 村上 英明 1902Ｃ0015 飛石 和大 1902Ｄ0013 木村 健
1902Ｅ0004 木村かおり 1902Ｋ0009 勝谷 芳生 1902Ｌ0003 佐々 平和
1902Ｍ0003 片山 泰人
自然環境保全
1903Ａ0002 山口 信一 1903Ａ0006 中田 智広 1903Ａ0009 米田 豊
1903Ａ0018 早稲田宏一 1903Ｂ0009 佐山 浩 1903Ｂ0013 山崎 昭彦
1903Ｂ0030 笠原 岳洋 1903Ｂ0039 寺井 学 1903Ｂ0050 細谷 貴
1903Ｂ0062 中山 文仁 1903Ｂ0068 熊谷 雄介 1903Ｂ0072 田之畑忠年
1903Ｃ0006 小笠 義照 1903Ｃ0015 藤井 禎浩 1903Ｃ0025 小谷 恭子
1903Ｃ0026 松井 理恵 1903Ｃ0029 中村 憲司 1903Ｃ5001 羽尻 光宏
1903Ｄ0002 來Ä 良輝 1903Ｄ0003 山Ä 彰 1903Ｄ0007 有元 光久
1903Ｄ0008 長谷川雄太 1903Ｄ0011 大井佐保子 1903Ｅ0001 加藤 芳文
1903Ｅ0015 賀川 真樹 1903Ｆ0001 大谷 考一 1903Ｆ0006 松田 将
1903Ｈ0001 笹山 大介 1903Ｈ0004 山浦 知雄 1903Ｋ0006 森田 俊作

環境影響評価
1904Ｂ0001 上條 哲也 1904Ｂ0002 米倉 正美 1904Ｂ0003 衛藤 貴朗
1904Ｂ0005 斉藤 文夫 1904Ｂ0013 橋本 拓磨 1904Ｂ0018 坂口 学
1904Ｂ0021 井上 裕之 1904Ｃ0008 工藤 友美 1904Ｃ0009 木島 圭助
1904Ｅ0001 林 茂宏 1904Ｆ0001 ˆ橋 和博 1904Ｇ0001 宮城 保大
1904Ｌ0001 岩佐 隆 1904Ｍ0008 池本 久利

電気電子`発送配変電
210401Ｂ0001 北田 光治 210401Ｂ0006 関口 延夫 210401Ｅ0003 則竹 和弘
210401Ｅ0004 小田 直敬 210401Ｋ0001 金築 等 210401Ｌ0001 廣瀬 昌弘
210401Ｍ0001 西江 嘉晃 210401Ｍ0004 片桐 勝広
電気電子`電気応用
210402Ｂ0003 薗部 正和 210402Ｂ0008 青柳 茂夫 210402Ｃ0003 米田 文生
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