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青山 浩志 ＪＸエンジニアリング(株) 朝見 賢二 北九州市立大学 
足立 倫明 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 阿部川弘明 住友化学(株) 
新木 一義 (一社)全国石油協会 有田 俊幸 白島テクノサポート(株) 
安藤 文晴 コスモ石油(株) 飯田 重樹 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 
五十嵐仁一 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 幾島 賢治 ＩＨテクノロジー(株) 
池永 直樹 関西大学 石田 勝昭 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 
石田真太郎 出光興産(株)  石原  篤 三重大学 
伊藤 直次 宇都宮大学 伊藤 浩文 日揮ユニバーサル(株) 
井上 慎一 千代田化工建設(株) 井原 博之 エコ・エネ・リサーチ 
伊原  賢 (独)石油天然ガス･金属鉱物資源機構 岩瀬 淳一 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 
岩田 育章 コスモ石油(株) 江口 浩一 京都大学 
江澤 和彦 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 大石 泰司 アクセンス ファーイースト(株) 
大木 達郎 東燃ゼネラル石油(株) 太田 義彦 昭和シェル石油(株) 
大髙 禎夫 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 大滝 勝久 コスモ石油(株) 
大音 貴哉 (株)野村事務所 大橋  洋 出光興産(株) 
小笠原浩三 コスモ石油(株) 小川 博史 三菱ガス化学(株) 
小栗 元宏 東ソー(株) 尾崎 利彦 (独)産業技術総合研究所 
小野 修平 出光エンジニアリング(株) 小原  進 東洋エンジニアリング(株) 
加地 栄一 東ソー・ファインケム(株) 柏木 英雄 三菱重工業(株) 
金子タカシ ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 鎌田 博之 (株)ＩＨＩ 
川付 正明 コスモ石油(株) 神戸 宣明 大阪大学 
窪田 好浩 横浜国立大学 公文名治生 東燃ゼネラル石油(株) 
公文 英雄 太陽石油(株) 栗本 英至 コスモ石油(株) 
黒川 秀樹 埼玉大学 黒﨑  猛 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 
後藤 浩樹 出光興産(株) 後藤 雅久 出光興産(株) 
小林  康 東洋エンジニアリング(株) 小松 隆之 東京工業大学 
小森 吾一 (一財)日本エネルギー経済研究所 斎藤健一郎 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 
斉藤 吉則 (一財)石油エネルギー技術センター 酒井  豊 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 
阪上 隆英 神戸大学 坂西 欣也 (独)産業技術総合研究所 
佐倉  匡  ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 桜井 初則 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 
佐藤 栄作 出光興産(株) 佐藤  薫 コスモ石油(株) 
佐藤 光三 東京大学 佐藤 周之 東亜石油(株) 
佐藤 能央 東燃ゼネラル石油(株) 佐野 和彦 旭化成ケミカルズ(株) 
佐野 庸治 広島大学 嶋﨑  彰  
島田 広道 (独)産業技術総合研究所 下村  啓 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 
白井 誠之  岩手大学 杉山  茂 徳島大学 
鈴木 和彦 (一社)潤滑油協会 清家  匡 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 
銭  衛華 東京農工大学 髙須 伸二 鹿島石油(株) 
田川 智彦 名古屋大学 瀧内  賢 極東石油工業(株) 
竹内 玄樹 新日鉄住金化学(株) 田中 祐一 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 
田辺 隆弘 コスモエンジニアリング(株) 筒井 俊雄 鹿児島大学 
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勅使河原 力 (株)三菱化学科学技術研究センター 寺岡 靖剛  九州大学 
冨重 圭一 東北大学 豊永 信広 鹿島石油(株) 
中岡 哉徳 (一財)石油エネルギー技術センター 中川佳午人 三菱化学(株) 
永松 茂樹 日揮(株) 南條  敦 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 
西  宏二 防衛大学校 西川 輝彦  
西嶋  徹 日本ゼオン(株) 沼尾 洋介 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 
野口 裕司 日本ケッチェン(株) 萩原  隆 昭和シェル石油(株) 
橋本 晴男 ＥＭＧマーケティング(株) 服部  英 北海道大学名誉教授 
馬場 重夫 (株)コスモ総合研究所 馬場 俊秀 東京工業大学 
濵田 秀昭 (独)産業技術総合研究所 浜林 郁郎 (一財)日本エネルギー経済研究所 
原川 通治 (公社)石油学会 平城 正彦 コスモエンジニアリング(株) 
平野  聡 ＪＸエンジニアリング(株) 廣瀬 正典 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 
廣谷  修  藤田 和男 東京大学名誉教授 
藤田精一郎 太陽石油(株) 藤田 照典 三井化学(株) 
藤野 雄三 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 藤本健一郎 新日鐵住金(株) 
堀田 善治 東京工業大学 前田 治男 国際石油開発帝石(株) 
増田 隆夫 北海道大学 松方 正彦 早稲田大学 
松田 洋和 (株)ダイセル 松広  格 出光興産(株) 
松本 寛人 出光興産(株) 水野 哲孝 東京大学 
緑川 英雄 旭化成ケミカルズ(株) 皆見 武志 千代田化工建設(株) 
南  利丈 横河電機(株) 三宅 幹夫 北陸先端科学技術大学院大学 
宮越 昭彦 旭川工業高等専門学校 向山 正治 (株)日本触媒 
村上  泰 信州大学 村松 淳司 東北大学 
八木 克典 富士石油(株) 保田  隆 日揮(株) 
安室 元晴 (株)神戸製鋼所 山口 有朋 (独)産業技術総合研究所 
山元 淳史 出光エンジニアリング(株) 山本 順三 出光興産(株) 
湯浅 隆明 (一財)国際石油交流センター 吉田 榮一 イーワイ社 
吉田 正寛 ＪＸ日鉱日石リサーチ(株) 若月 俊也 石油資源開発(株) 
和久 俊雄 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 渡辺  尚 大阪国際石油精製(株) 
 


