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 (社)石油学会 第 2 期（平成 14 年度，平成 15 年度）正会員名簿 
 
上石 邦明 三菱ガス化学(株) 阿部 信夫 出光興産(株) 
在原 典男 早稲田大学 安間 香録 出光石油化学(株) 
飯野  雅 東北大学名誉教授 五十嵐 哲 工学院大学 
幾島 賢治 (財)石油産業活性化センター 石川 典明 新日石エンジニアリング(株) 
石山 辰雄 千代田化工建設(株) 泉  孝明 新日本石油基地(株) 
稲井 清男 出光興産(株) 乾  智行 エア・ウォーター(株) 
井上 慎一 千代田化工建設(株) 井上 正志 京都大学 
井上 路朗 新日本石油精製(株) 井原 博之 (株)アド 
井町 耕三 新日本石油(株) 今成  真 三菱化学(株) 
井村 晃三 日揮(株) 岩崎愼之助 新日石エンジニアリング(株) 
岩田  昭 新日本石油精製(株) 上柿 利勝 出光エンジニアリング(株) 
上原 勝也 東洋エンジニアリング(株) 請川 孝治 産業技術総合研究所 
牛尾  賢 触媒化成工業(株) 宇根 廣司  
大内 貞雄 日揮(株) 大勝 靖一 工学院大学 
大倉 一郎 東京工業大学 大澤 伸行 新日本石油(株) 
太田 一平 (株)講談社サイエンティフィク 大塚  潔 東京工業大学 
大久 泰照 (株)エス・ブイ・シー東京 岡田美津雄 新日本石油(株) 
緒方 義孝 東洋エンジニアリング(株) 岡村 文治 日揮ユニバーサル(株) 
小川   統 新日石エンジニアリング(株) 小川 秀昭 出光興産(株) 
荻野 孝徳 新日本石油開発(株) 片山優久雄 (財)エネルギー総合工学研究所 
甲木 道宏 九州石油(株) 金子  均 昭和四日市石油(株) 
加部 利明 東京農工大学 川野 浩二 出光エンジニアリング(株) 
神原  達 石油問題コンサルタント 菊地 英一 早稲田大学 
北山  明 出光石油化学(株) 久玉 清人 コスモエンジニアリング(株) 
栗田  和起 西部石油(株) 孝橋 純一 新日本石油化学(株) 
河村 芳郎 東燃ゼネラル石油(株) 小西 秀樹 (株)新潟鉄工所 
小林 博道 東燃ゼネラル石油(株) 小渕 泰世 コスモ石油ルブリカンツ(株) 
斉藤 吉則 出光興産(株) 阪田  修 秋田石油備蓄(株) 
鷦鷯  守 キグナス石油(株) 鹿田  勉 日本鋼管(株) 
新城 恒吉 鹿島エンジニアリング(株) 吹田 圭弘 東亜石油(株) 
杉  義弘 岐阜大学 杉岡 正敏 室蘭工業大学 
椙岡 雅俊 帝国石油(株) 鈴木 俊光 関西大学 
瀬川 幸一 上智大学 関根 和喜 横浜国立大学 
瀬野 幸一 (株)ジャパンエナジー 高沢 隆一 出光石油化学(株) 
高塚  透 (株)野村事務所 高橋 武重 鹿児島大学 
財部 明郎 (財)石油産業活性化センター 滝内  賢 極東石油工業(株) 
滝田 祐作 大分大学 竹内 敬三 新日本石油(株) 
武内 正明 コスモ石油ガス(株) 竹島 正幸 新日本石油精製(株) 
竹平 勝臣 広島大学 田島  玄 住友化学工業(株) 
辰巳  敬 横浜国立大学 田中 辰夫 新日本石油精製(株) 
田部井溥明 新日石エンジニアリング(株) 玉堀 為彦  
辻井  貢 コスモ石油(株) 堤  紳介 (株)神戸製鋼所 
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都留 義之 日陽エンジニアリング(株) 外口 健一 東燃化学(株) 
冨野  武 コスモ石油ルブリカンツ(株) 冨山 俊男 出光興産(株) 
友井  肇 (財)国際石油交流センター 中井 靖朗 鹿島石油(株) 
中込 振一 新日本石油化学(株) 長島 正賢 エクソンモービル(有) 
中村 宗和 鳥取大学 難波征太郎 帝京科学大学 
野村 正勝 大阪大学 萩  博貴 昭和四日市石油(株) 
畑中 重人 新日本石油(株) 服部  忠 名古屋大学 
服部  英 北海道大学名誉教授 濱野  勝 九州石油(株) 
原  孝夫 横浜国立大学 原  芳雄 (株)野村事務所 
平田  彰 早稲田大学 廣谷  修 (社)石油学会 
藤田 和男 芝浦工業大学 藤元  薫 北九州市立大学 
藤原 康雄 新日本石油(株) 古薗 雅英 コスモ石油(株) 
堀田 善治 東都化成(株) 前原 義彦 新日本石油精製(株) 
舛岡 弘勝 広島大学 間瀬 清年 東燃ゼネラル石油(株) 
又木 登司 新日石エンジニアリング(株) 松尾  至 富士石油(株) 
松下  敬 出光興産(株) 松永 利昭 秋田大学名誉教授 
真鍋 秀彦 新エネルギー・産業技術総合開発機構 水上富士夫 産業技術総合研究所 
水野 哲孝 東京大学 御園生 誠 工学院大学 
光藤 武明 京都大学 南口  均 コスモエンジニアリング(株) 
南谷  弘  武藤  潤 東燃ゼネラル石油(株) 
恵  弘志 日本液化石油ガス備蓄(株) 毛利三知宏 新日本石油(株) 
茂木 准一 東洋エンジニアリング(株) 持田  勲 九州大学 
森田 文康 太陽石油(株) 八嶋 建明 (財)地球環境産業技術研究機構 
山地 隆彦 新日本石油精製(株) 山関  憲一 東京ガス(株) 
山田 昌計 三菱重工業(株) 山田 宗慶 東北大学 
山村 正美 石油資源開発(株) 渡辺 靖夫 日本海石油(株) 

 
（平成 15 年 5 月 20 日現在） 


