
令和2年-3年度　常置委員会・委員 (1)
委員会名 氏名 会務 所属

山根　照真 委員長 (株)地球科学総合研究所

石垣　孝一 担当理事 (株)日本地下探査

高市　和義 副委員長 伊藤忠テクノソリューションズ(株)

浴　信博 委員 大和探査技術(株)

吉村　公孝 委員 原子力発電環境整備機構

山中　義彰 委員 サンコーコンサルタント(株) 

松林　弘智 委員 (株)ANET 

光畑　裕司 委員長 (国研)産業技術総合研究所

倉橋　稔幸 担当理事 (国研)土木研究所寒地土木研究所

奥田　裕康 副委員長 石油資源開発(株)

伊東　俊一郎 委員 サンコーコンサルタント㈱

伊藤　喜則 委員 (株)物理計測コンサルタント

上田　匠 委員 早稲田大学

岡本　京祐 委員 (国研)産業技術総合研究所

小田　佑介 委員 応用地質(株)

喜多村　陽 委員 JX金属探開(株)

後藤　秀作 委員 (国研)産業技術総合研究所

坂口　弘訓 委員 伊藤忠テクノソリューションズ(株)

佐藤　龍也 委員 地熱技術開発(株)

住田　達哉 委員 (国研)産業技術総合研究所

千鳥　雅由 委員 日本物理探鑛(株)

手島　稔 委員 日鉄鉱コンサルタント(株)

野上　俊介 委員 住鉱資源開発(株)

野本　真吾 委員 (株)ジオテック

堀田　淳 委員 (株)ジオテック

持地　真平 委員 国際石油開発帝石(株)

森藤　遥平 委員 (一財)電力中央研究所

矢島　徹 委員 (株)日本地下探査

林　叔民 委員 (株)物理計測コンサルタント

岸本　宗丸 委員 日鉄鉱コンサルタント(株)

山根　照真 委員 (株)地球科学総合研究所

松島　潤 委員長 東京大学大学院

佐伯　龍男 担当理事 (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構

笠谷　貴史 副委員長 (独)海洋研究開発機構 

上田　匠 副委員長 早稲田大学

尾西　恭亮 委員 (国研)土木研究所

池　俊宏 委員 (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構

市原　寛 委員 名古屋大学

楠本　成寿 委員 富山大学

伴　英明 委員 国際石油開発帝石(株)　

坂中　伸也 委員 秋田大学

杉原　周樹 委員 石油資源開発(株)

武川　順一 委員 京都大学

山田　伸之 委員 高知大学

由井　紀光 委員 (株)地球科学総合研究所

窪田　健二 委員 一般財団法人電力中央研究所

小森　省吾 委員 (国研)産業技術総合研究所

後藤　忠徳 委員長 兵庫県立大学

羽佐田　葉子 担当理事 大和探査技術(株)

木佐貫　寛 副委員長 応用地質(株)

楠田　渓 委員 国際石油開発帝石(株)

佐藤　馨 委員 石油資源開発(株)

土田　政行 委員 日本物理探鑛(株)

松隈　勇太 委員 日鉄鉱コンサルタント(株)

松島　潤 委員 東京大学大学

山本　英和 委員長 岩手大学

草茅　太郎 委員 川崎地質(株)

田中　秀樹 委員 (株) 地球科学総合研究所 

会員・広報委員会

表彰委員会

総務財政委員会

学術講演委員会

会誌編集委員会
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委員会名 氏名 会務 所属

吉川　猛 委員長 基礎地盤コンサルタンツ(株)

小林　雅実 副委員長 (株)地球科学総合研究所

長　郁夫 委員 (国研)産業技術総合研究所

櫻井　健 委員 応用地質(株)

江元　智子 委員 サンコーコンサルタント(株)

笠谷　貴史 委員 (国研)海洋研究開発機構

川島　裕貴 委員 (株)ダイヤコンサルタント

鈴木　浩一 委員 北海道大学

地元　孝輔 委員 東京工業大学

林　努 委員 石油資源開発(株)

立花　冬威 委員 川崎地質(株)

渡邉　貴大 委員 国際石油開発帝石(株)

羽佐田　葉子 委員 大和探査技術(株)

鈴木　敬一 委員長 川崎地質(株)

大熊　茂雄 担当理事 (国研)産業技術総合研究所

佐子　周作 担当理事 国際石油開発帝石(株)

黒田　清一郎 副委員長 (国研)農業・食品産業技術総合研究機構 

三木　茂 委員 基礎地盤コンサルタンツ(株)

山中　浩明 委員 東京工業大学

山下　善弘 委員 応用地質(株)

村田　和則 委員 サンコーコンサルタント(株)

鈴木　浩一 委員 北海道大学

今里　武彦 委員 (株)地球科学技術研究所

草茅　太郎 委員 川崎地質(株)

赤間　健一 委員 石油資源開発(株)

白石　和也 委員 (国研)海洋研究開発機構

志賀　信彦 委員長 三井金属資源開発(株)

黒田　清一郎 担当理事 (国研)農業・食品産業総合研究機構

岡田　聡 担当理事 応用地質(株)

越智　公昭 副委員長 (株)地球科学総合研究所

鈴木　敬一 委員 川崎地質(株)

田上　正義 委員 (株)ジオフィール

内藤　好裕 委員 大和探査技術(株)

田中　智之 委員 石油資源開発(株)

信岡　大 委員 応用地質(株)

浅川　真也 委員 (株)ダイヤコンサルタント

河野　秀紀 委員 日本物理探鑛(株)

野田　克也 委員 (株)ジオシス

吉川　猛 委員 基礎地盤コンサルタンツ(株)

山下　幹也 委員 (国研)産業技術総合研究所

山田　信人 委員 (株)日本地下探査

磯　真一郎 委員 (公財)深田地質研究所　

黒川　雅裕 委員 日本工営(株)

柴田　耕一 委員 川崎地質(株)

小田　義也 委員長 東京都立大学

小澤　岳史 担当理事 (株)地球科学総合研究所

柏原　功治 副委員長 石油資源開発(株)

白石　和也 副委員長 国立研究開発法人 海洋研究開発機構

小西　千里 委員 応用地質(株)

真田　佳典 委員 国立研究開発法人 海洋研究開発機構

清水　英彦 委員 (株)地球科学総合研究所

神宮司　元治 委員 (国研)産業技術総合研究所

須藤　公也 委員 Terra Australis Geophysica Pty Ltd

辻　健 委員 九州大学

アムルーシュ　モハッマド 委員 シュルンベルジェ(株)

上田　匠 委員 早稲田大学

下田　直之 委員 (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構

国際委員会

ニュース委員会

企画開発委員会

事業委員会


