
 羽藤 (財)資源 環境観測解析

第４号議案　平成２３，２４年度代議員選任の件

　平成22年11月開催の理事会において平成23，24年度の代議員選挙の実施が決議され、定員100名として候補者
を公募した結果、応募者が100名で定員以内であり、候補者としての資格を有していることから、全員無投票で代議
員候補者と決定しました。つきましては、以下の100名の候補者全員を代議員に選任して頂きたくお諮りします。
　なお、代議員の任期は平成25年度通常総会で次期代議員が選任されるまでの2年間となります。

[代議員候補者]
　氏　名 　　所　　　属 　氏　名 　　所　　　属

赤澤 正彦 （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 鈴木 敬一 川崎地質(株)

芦谷 公稔 (財)鉄道総合技術研究所 鈴木 浩一 (財)電力中央研究所

東  　宏幸 応用地質（株） 鈴木 文大 日本物理探鑛(株)

足立 幾久 大和探査技術(株) 薛　  自求 地球環境産業技術研究機構

荒井 英一 (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構 高井 伸雄 北海道大学（大学院工学研究科）

荒川 浩樹 国際石油開発帝石(株) 高市 和義 伊藤忠テクノソリューションズ(株)

池上    徹 シュルンベルジェ(株) 高倉 伸一 (独)産業技術総合研究所

石橋 利久 JX日鉱日石探開(株) 高野　  修 (株)物理計測コンサルタント

伊東 佳彦 (独)土木研究所 高橋 明久 (株)地球科学総合研究所

稲崎 富士 (独)土木研究所 高橋    亨 (財)深田地質研究所

井上 敬資 (独)農業・食品産業技術総合研究機構 高屋    正 (株)日本地下探査

今井  博 大成建設(株) 田中 智之 (株)地球科学総合研究所

今里 武彦 (株)日本地下探査 千田 敬二 大日本コンサルタント(株)

今村 杉夫 (有)地圏探査技術研究所 辻　  正昭 ㈱ジオファイブ

岩本 鋼司 応用地質（株） 網崎  　勝 大阪ガス(株)

上原大二郎 住友金属鉱山(株) 鶴 　 哲郎 コスモエネルギー開発

浴    信博 大和探査技術(株) 徳丸 哲義 徳丸技術士事務所

大熊 茂雄 (独)産業技術総合研究所 利岡 徹馬 応用地質（株）

大澤   理 シュルンベルジェ(株) 中田 晴弥 地熱技術開発(株)

大西 正純 石油資源開発（株） 中村    真 (株)ニュージェック

大野 裕記 四国電力(株) 西谷 忠師 秋田大学

長田 正樹 応用地質(株) 長谷川信介 防災科学技術研究所

小田 義也小田 義也 首都大学東京首都大学東京 羽藤 正実正実 (財)資源・環境観測解析センターセンタ

尾西 恭亮 秋田大学 馬塲 久紀 東海大学

香川 敬生 鳥取大学 林    宏一 ジオメトリックス

笠置 敏郎 日鉄鉱コンサルタント(株) 福岡晃一郎 西日本技術開発(株)

風嵐 健志 日本物理探鑛(株) 堀田 　 淳 (株)ジオテック

梶原 竜哉 地熱エンジニアリング（株） 松岡 稔幸 （独）日本原子力研究開発機構

片山 辰雄 (株)環境テクノス土木部 松島   潤 東京大学

金田 義行 （独）海洋研究開発機 松原 由和 応用地質（株）

加野 直巳 (独)産業技術総合研究所 水越 育郎 (株)地球科学総合研究所

香村 一夫 早稲田大学 水永 秀樹 九州大学

河合 展夫 石油資源開発（株） 宮腰    研 (財)地域地盤環境研究所

河村 茂樹 日本物理探鑛(株) 村岡 　 淳 総合地質調査(株)

菅　  公男 北光ジオリサーチ(株) 村尾 英彦 （株）村尾地研

北原 秀介 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 森谷 祐一 東北大学

城所 和夫 地質計測(株) 山口 和雄 (独)産業技術総合研究所

木村 和洋 (株)物理計測コンサルタント 山下 善弘 応用地質（株）

日下 浩二 シュルンベルジェ(株) 山田 伸之 福岡教育大学

黒田清一郎 (独)農業・食品産業技術総合研究機構 山中 義彰 サンコーコンサルタント（株）

小澤 岳史 石油資源開発(株) 山根 照真 石油資源開発(株)

後藤 忠徳 京都大学大学院工学研究科 山本 英和 岩手大学

斉藤  　猛 (株)ジオフィール 横田 俊之 (独)産業技術総合研究所

佐伯 龍男 (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構 横田　  裕 (株)阪神コンサルタンツ

佐々木 裕 九州大学 吉田 和正 日本物理探鑛(株)

真田 佳典 (独)海洋研究開発機構 吉村 公孝 原子力発電環境整備機構

清水 信之 (株)ジオシス 世森 祐一 大和探査技術(株)

下野 祐典 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 林    叔民 （株）物理計測コンサルタント

杉本 芳博 （株）ダイヤコンサルタント 和田 一成 松永ジオサーベイ(株)

杉山 長志 中央開発(株) 渡辺 俊樹 名古屋大学
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