
日本大気化学会 (大気化学研究会の時期を含む) 役員履歴

第1期 第2期 第3期 第4期

期間 1999.1.7～2001.3.31 2001.4.1～2003.3.31 2003.4.1～2005.3.31 2005.4.1～2007.6.30

会長 秋元　肇 （東京大学） 秋元　肇 （地球フロンティア） 近藤　豊 （東京大学） 近藤　豊 （東京大学）

副会長 中澤高清 （東北大学） 近藤　豊 （東京大学） 中澤高清 （東北大学） 坂東　博 （大阪府大）

岩坂泰信 （名古屋大学） 岩坂泰信 （名古屋大学） 今村隆史 （国立環境研究所） 青木周司 （東北大学）

植松光夫 （東京大学） 植松光夫 （東京大学） 植松光夫 （東京大学） 今村隆史 （国立環境研究所）

小川利紘 （宇宙開発事業団） 梶井克純 （東京大学） 笠井康子 （通信総合研究所） 笠井康子 （情報通信研究機構）

梶井克純 （東京大学） 河村公隆 （北海道大学） 北　和之 （茨城大学） 梶井克純 （東京都立大学）

河村公隆 （北海道大学） 北　和之  (東京大学) 小池　真 （東京大学） 金谷有剛 （海洋研究開発機構）

北　和之 （東京大学） 小池　真 （東京大学） 駒崎雄一 （東京大学） 河村公隆 （北海道大学）

近藤　豊 （名古屋大学） 笹野泰弘 （国立環境研究所） 笹野泰弘 （国立環境研究所） 塩谷雅人 （京大生存研）

塩谷雅人 （北海道大学） 白井知子 （宇宙開発事業団） 長谷部文雄 （北海道大学） 白井知子 （国立環境研究所）

白井知子 （宇宙開発事業団） 中澤高清 （東北大学） 林田佐智子 （奈良女子大） 竹川暢之 （東京大学）

堤　之智 （気象研究所） 長谷部文雄 （茨城大学） 坂東　博 （大阪府大） 谷本浩志 （国立環境研究所）

中根英昭 （国立環境研究所） 林田佐智子 （奈良女子大） 松見　豊 （名古屋大学） 町田敏暢 （国立環境研究所）

町田敏暢 （国立環境研究所） 松見　豊 （名古屋大学） 横内陽子 （国立環境研究所） 横内陽子 （国立環境研究所）

所属機関は選出当時のものになります。

運営委員



第5期 第6期 第7期 第8期

2007.7.1～2009.6.30　 2009.7.1～2011.6.30 2011.7.1～2013.6.30 2013.7.1～2015.6.30

中澤高清 （東北大学） 中澤高清 （東北大学） 植松光夫 （東京大学） 今村隆史 （国立環境研究所）

河村公隆 （北海道大学） 植松光夫 （東京大学） 今村隆史 （国立環境研究所） 河村公隆 （北海道大学）

青木周司 （東北大学） 今村隆史 （国立環境研究所） 河村公隆 （北海道大学） 笠井康子 （情報通信研究機構）

植松光夫 （東京大学） 入江仁士 （海洋研究開発機構） 入江仁士 （海洋研究開発機構） 梶井克純  (京都大学)

梶井克純 （首都大学東京） 北　和之 （茨城大学） 北　和之 （茨城大学） 金谷有剛 （海洋研究開発機構）

金谷有剛 （海洋研究開発機構） 小池　真 （東京大学） 小池　真 （東京大学） 斉藤拓也 （国立環境研究所）

齋藤尚子 （東京大学） 齋藤尚子 （千葉大学） 須藤健悟  (名古屋大学) 澤　庸介 （気象研究所）

白井知子 （国立環境研究所） 定永靖宗 （大阪府立大学） 定永靖宗 （大阪府立大学） 須藤健悟  (名古屋大学)

高橋けんし （京都大学） 高橋けんし （京都大学） 金谷有剛 （海洋研究開発機構） 高橋けんし （京都大学）

竹川暢之  (東京大学) 遠嶋康徳 （国立環境研究所） 遠嶋康徳 （国立環境研究所） 竹川暢之  (東京大学)

谷本浩志 （国立環境研究所） 林田佐智子 （奈良女子大学） 林田佐智子 （奈良女子大） 谷本浩志 （国立環境研究所）

町田敏暢 （国立環境研究所） 松枝秀和 （気象研究所） 松枝秀和 （気象研究所） 村山昌平 （産業技術総合研究所）

松見　豊 （名古屋大学） 松見　豊 （名古屋大学） 斉藤拓也 （国立環境研究所） 松見　豊 （名古屋大学）

持田陸宏 （名古屋大学） 持田陸宏 （名古屋大学） 笠井康子 （情報通信研究機構）



第9期 第10期 第11期

2015.7.1～2017.6.30 2017.7.1～2019.6.30 2019.7.1～2021.6.30

今村隆史 （国立環境研究所） 谷本浩志 （国立環境研究所） 谷本浩志 （国立環境研究所）

松見　豊 （名古屋大学） 持田陸宏 （名古屋大学） 金谷有剛 （海洋研究開発機構）

入江仁士 （千葉大学） 入江仁士 （千葉大学） 内田里沙 （日本自動車研究所）

岩本洋子  (東京理科大学) 岩本洋子 （広島大学） 江口菜穂 （九州大学）

江波進一  (京都大学) 江口菜穂 （九州大学） 齋藤尚子 （千葉大学）

梶井克純  (京都大学) 江波進一 （国立環境研究所） 関山　剛 （気象研究所）（会計・会員幹事）

澤　庸介 （気象研究所） 金谷有剛 （海洋研究開発機構） 竹川暢之 （首都大学東京）

高橋けんし （京都大学） 豊田　栄 （東京工業大学） 豊田　栄 （東京工業大学）

竹川暢之  (首都大学東京) 永島達也 （国立環境研究所）（庶務幹事） 永島達也 （国立環境研究所）（庶務幹事）

谷本浩志 （国立環境研究所） 中山智喜 （長崎大学） 中山智喜 （長崎大学）

町田敏暢 （国立環境研究所） 廣川　淳 （北海道大学） 廣川　淳 （北海道大学）

村山昌平 （産業技術総合研究所） 町田敏暢 （国立環境研究所）（会計・会員幹事） 森本真司 （東北大学）

持田陸宏 （名古屋大学） 森本真司 （東北大学） 山地一代 （神戸大学）


