
平成27年　査読者一覧（五十音順）

青井 真 青木 繁 秋田 知芳 秋山 充良 浅野 公之 小豆畑 達哉 足立 有史 阿部 秋男 阿部 雅人 安倍 祥
有川 太郎 安福 健祐 李 圭太 飯山 かほり 池浦 友則 池田 芳樹 石川 敬祐 石田 栄介 石田 寛 磯打 千雅子

五十田 博 板垣 直行 一井康二 市村 強 伊津野和行 糸井達哉 伊藤 和也 稲田 裕 井上 修作 射場 大輔

上田 恭平 上田 洋 植竹 富一 上林 宏敏 上半 文昭 宇治田 和 宇田川 真之 内山 不二男 梅本 通孝 海野 寿康

荏本 考久 王寺 秀介 大井 昌弘 大久保 孝昭 大角 恒雄 太田 雄策 大津 政康 大即 信明 大野 晋 大林 淳
大原 美保 大堀 道広 大矢 陽介 大矢根 淳 岡田 成幸 岡野 創 岡村 未対 奥井 義昭 奥村 与志弘 大佛 俊泰

小野 祐輔 香川 敬生 風間 基樹 梶田 幸秀 鹿嶋 俊英 柏 尚稔 片岡 俊一 片岡 正次郎 加藤 研一 加藤 孝明

金子 美香 金田 一広 釜江 克宏 神山 眞 軽部 正彦 川瀬 博 川辺 秀憲 神野 達夫 神原 隆則 菊本 統
岸 祐介 北川 良和 北原 武嗣 橘高 義典 木元 小百合 清田 隆 清野 純史 楠 浩一 久世 益充 工藤 一嘉

功刀 卓 久保 智弘 倉橋 奨 栗田 勝実 栗田 哲 黒木 正幸 鍬田 泰子 桑野 玲子 郷右近 英臣 小島 宏章

越村 俊一 古関 潤一 後藤 茂 後藤 浩之 後藤 正美 後藤 洋三 小林 亘 小檜山 雅之 小山 信 小山 真紀

近藤 伸也 紺野 克昭 西條 裕介 斉藤 大樹 佐伯 琢磨 坂井 公俊 境 茂樹 酒井 慎一 酒井 久和 境 有紀

坂田 弘安 阪本 真由美 鷺谷 威 酒向 裕司 佐藤 慶一 佐藤 翔輔 佐藤 誠一 佐藤 大樹 佐藤 智美 佐藤 浩章

真田 靖士 澤田 俊一 司 宏俊 志垣 智子 鴫原 良典 重川 希志依 重藤 迪子 芝 良昭 庄司 学 新藤 淳
末冨 岩雄 末松 孝司 杉本 訓祥 杉安 和也 鈴木 崇伸 鈴木 亘 諏訪 仁 瀬尾 和大 関口 徹 関口 春子

先名 重樹 曽根 彰 高井 伸雄 高田 毅士 高橋 章浩 高橋 徹 高原 利幸 高橋 典之 高橋 浩晃 高橋 広人

多幾山 法子 竹谷 修一 武村 俊介 武村 雅之 田尻 清太郎 田所 敬一 田中 聖三 谷 和夫 谷本 俊輔 谷山 尚
田村 修次 田屋 裕司 千葉 一樹 地元 孝輔 束田 進也 塚本 良道 津田 健一 槌本 敬大 津野 靖士 藤堂 正喜

年縄 巧 飛田 潤 飛田 哲男 豊岡 亮洋 豊田 浩史 内藤 昌平 中井 正一 長江 拓也 長尾 毅 中川 博人

長坂 陽介 中嶋 唯貴 長瀬 雅美 永田 茂 永田 聖二 永野 正行 中原 恒 中村 いずみ 中村 晋 中村 仁
仲村 成貴 中村 充 中村 友紀子 中村 亮一 南雲 秀樹 南部 世紀夫 西川 智 西村 功 西村 卓也 野口 竜也

能島 暢呂 野田 利弘 野津 厚 野畑 有秀 ハザリカ ヘマンタ 橋本 隆雄 秦 康範 秦 吉弥 畑山 健 花里 利一

早川 崇 林 宏一 林 康裕 林 能成 林田 拓己 原 忠 原田 健二 東 貞成 引間 和人 樋口 俊一

肥後 陽介 久田 嘉章 肥田 剛典 秀島 栄三 日比野 陽 平井 俊之 廣井 悠 福喜多 輝 福武 毅芳 福和 伸夫

藤生 慎 藤川 智 藤田 香織 藤田 宗久 藤本 一雄 古川 愛子 古村 孝志 古本 吉倫 古屋 治 古屋 正人

堀 高峰 堀 宗朗 堀川 晴央 本田 利器 前田 宜浩 Mas Erick 鱒沢 曜 増田 幸宏 松岡 太一 松岡 昌志

松島 信一 丸田 誠 丸山 喜久 三浦 弘之 三浦 房紀 三上 武子 水田 敏彦 水谷 太作 三田 彰 三辻 和弥

翠川 三郎 皆川 佳祐 三宅 弘恵 宮腰 研 宮腰 淳一 宮島 昌克 宮武 隆 宮村 正光 宮本 崇 宮本 裕司

村尾 修 村上 ひとみ 村上 雅英 村上 正浩 茂木 秀則 元木 健太郎 護 雅史 森川 信之 盛川 仁 森田 高市

森田 年一 矢代 晴実 安田 進 山口 亮 山崎 文雄 山下 倫央 山田 耕司 山田 雅行 山中 浩明 山本 明夫

山本 一敏 山本 憲二郎 山本 俊六 山本 優 横井 俊明 吉田 望 吉見 雅行 リュウ ウェン 若井 淳 若松 加寿江

渡壁 智祥 渡邊 秀和 渡邊 学歩 和藤 幸弘
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