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安達 博治 新日本石油(株) 五十嵐 哲 工学院大学 

石田 一男 三菱重工業(株) 石山 辰雄 千代田化工建設(株) 

市川 和登 コスモ石油(株) 伊藤  譲 出光興産(株) 

稲村 和浩 出光興産(株) 井上 慎一 千代田化工建設(株) 

井上 正志 京都大学 猪俣  誠 日揮(株) 

井原 博之 エコ・エネ・リサーチ 岩名 利憲 コスモ石油(株) 

上田 靖彦 東洋エンジニアリング(株) 上田  渉 北海道大学 

請川 孝治 (独)産業技術総合研究所 牛尾  賢 触媒化成工業(株) 

宇根 廣司  江口 浩一 京都大学 

榎本 兵治 東北大学名誉教授 大木 達郎 東燃ゼネラル石油(株) 

大倉 一郎 東京工業大学 太田 一平 (株)講談社サイエンティフィク 

大塚 康夫 東北大学 大久 泰照 (株)エス・ブイ・シー東京 

大宮 秀一 出光興産(株) 岡  義久 (株)日本触媒 

岡崎  肇 新日本石油(株) 岡田美津雄 新日本石油(株) 

岡本 康昭 島根大学 小川 秀昭 出光興産(株) 

小栗 元宏 東ソー(株) 小沢泉太郎 秋田大学 

小住 敏之 昭和シェル石油(株) 小野 勝弘 出光興産(株) 

小野  寛 新日本石油精製(株) 賀古 章義 出光興産(株) 

片渕  正 出光興産(株) 角屋 直行 (財)石油産業活性化センター 

加部 利明 東京農工大学 神原  達 石油問題コンサルタント 

神戸 宣明 大阪大学 菊地 英一 早稲田大学 

北山  明 出光興産(株) 公文 英雄 太陽石油(株) 

黒崎  猛 (株)ジャパンエナジー 黒田 正人 (株)山武 

小林 晴夫 (株)NIPPOコーポレーション 小林 博道 東燃ゼネラル石油(株) 

古本 正史 新日鐵化学(株) 酒井 幸男 三菱ガス化学(株) 

桜井  初則 新日本石油精製(株) 佐々木敏弥 九州石油(株) 

佐藤 周之 東亜石油(株) 佐藤 能央 東燃ゼネラル石油(株) 

佐野 正治 帝国石油(株) 澤田  正敏 コスモ石油(株) 

塩見富士男 九州石油(株) 鹿田  勉 ＪＦＥ技研(株) 

寿賀 清三 コスモ石油(株) 杉  義弘 岐阜大学 

杉岡 正敏 室蘭工業大学 杉原 正樹 新日本石油化学(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 瀬戸山 亨 (株)三菱化学科学技術研究センター 

瀬野 幸一 (株)ジャパンエナジー 高塚  透 信州大学 

高橋 武重 鹿児島大学 高橋 宏和 (株)日立製作所 

田川 智彦 名古屋大学 滝内  賢 極東石油工業(株) 

滝田 祐作 大分大学 辰巳  敬 東京工業大学 

田中 辰夫 新日本石油精製(株) 丹下  誓 日揮(株) 

坪井 勝巳 日本ルーブリゾール(株) 津村  修 出光興産(株) 

東條 正弘 旭化成(株) 外口 健一 (株)日本ユニカー 

冨山 俊男 出光興産(株) 中井 靖朗 (株)ジャパンエナジー 

中村 宗和 鳥取大学名誉教授 仲山 敏男 鹿島石油(株) 
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半井  潔 日本海石油(株) 難波征太郎 帝京科学大学 

西川 輝彦 石油連盟 丹羽  幹 鳥取大学 

野村 正勝 大阪大学名誉教授 野呂  隆 新日本石油精製(株) 

萩  博貴 昭和四日市石油(株) 橋本 征陸 ニチアス(株) 

畑中 重人 新日本石油(株) 浜田 秀昭 (独)産業技術総合研究所 

廣谷  修 (社)石油学会 藤岡 大明 コスモ石油(株) 

藤田 和男 芝浦工業大学 藤元  薫 北九州市立大学 

藤本健一郎 新日本製鐵(株) 藤原 謙二 三井化学(株) 

藤原 康雄  古薗 雅英 コスモ石油(株) 

古山 富夫 鹿島石油(株) 堀田 康司 コスモ石油(株) 

堀  義明 (株)野村事務所 堀毛  実 (財)国際石油交流センター 

前原 義彦 新日本石油精製(株) 松尾  至 富士石油(株) 

松岡 純司 (株)ジャパンエナジー 松田 健一 (株)ジャパンエナジー 

松田 忠雄 新日本石油精製(株) 松田 敏男 (株)NIPPOコーポレーション 

松原三千郎 (株)新日石総研 松村  秀登 コスモ石油(株) 

丸山  力 新日本石油精製(株) 三上 公一 三井造船(株) 

水上富士夫 (独)産業技術総合研究所 水田 美能 (財)石油産業活性化センター 

水野 哲孝 東京大学 水野 雅彦 住友化学(株) 

御園生 誠 (独)製品評価技術基盤機構 南谷  弘  

宮内 愛光 日本ケッチェン(株) 三宅 陸進 新興プランテック(株) 

宮本 正文 日本ゼオン(株) 村田 三雄 (株)ジャパンエナジー 

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 矢嶋 隆司 コスモ石油(株) 

山崎誠二郎 新日本石油(株) 山田 宗慶 東北大学 

大和 晴夫 出光興産(株) 湯本  貢 コスモ石油(株) 

横山 洋一 (社)潤滑油協会 吉田 榮一 イーワイ社 

吉田 正寛 新日本石油(株) 芳武  章 新日本石油精製(株) 

若月 俊也 石油資源開発(株) 渡部  徹 旭化成ケミカルズ(株) 


