
参加者氏名 発表 所属 備考
1 田部一志 ○ リブラ
2 鴈 宏道 ○ 平塚市博物館
3 高幣俊之 ○ 理化学研究所
4 大平貴之 ○ 大平技研
5 上山治樹 ○ アストロアーツ
6 二見広志 ○ 天窓工房
7 高畠規子 ○ リブラ
8 飯山青海 ○ 大阪市立科学館
9 武田隆顕 ○ 国立天文台４Ｄ２Ｕ
10 長谷川好世 白井市文化センター
11 本間隆幸 府中市郷土の森博物館
12 伊東昌市 杉並区立科学館
13 西澤武志 東京現像所
14 鷲巣 亘 リブラ
15 高部哲也 リブラ
16 木村かおる 科学技術館
17 奥野 光 科学技術館
18 廣澤公太郎 乃村工藝社
19 森 美樹 乃村工藝社 欠席
20 荒木泰晴 バンリ 欠席
21 田島 操 リアルビズ
22 齋藤雅宣 リアルビズ
23 西村健一 エヌコンサルタンツ
24 森田菜絵 科学未来館
25 松岡 均 科学未来館
26 山下篤也 科学未来館 欠席
27 岩下由美 国立天文台４Ｄ２Ｕ
28 木村 彰 イマジカイメージワークス
29 豊川隆典 エクスプローラーズジャパン
30 加賀谷穣 カガヤスタジオ
31 上野貴久子 カガヤスタジオ
32 平林裕介 カガヤスタジオ 欠席
33 三田 敬 ムーランプロモーション
34 徐 暉 ムーランプロモーション
35 齋藤美和 公文国際
36 澤村泰彦 平塚市博物館
37 鈴木雅夫 名古屋市科学館
38 小林修二 名古屋市科学館
39 井上 毅 明石市立天文科学館
40 楠見忠司 さらい
41 工藤 稔 日本ビクター
42 石井和雄 国際航業
43 岩野久香 国際航業
44 赤井晴美 テンプラン
45 伊藤洋平 ○ テンプラン
46 海老沢研 JAXA/ISAS
47 平野 岳 オリンパス
48 渡辺博士 川口市科学館
49 尾久土正巳 和歌山大学宇宙教育研究ネットワーク
50 山田陽志郎 横浜こども科学館
51 河野徹也 スターライトドーム満天
52 上原 隼 桐朋中学・高等学校
53 松本考史 イマジカイメージワークス 欠席
54 久世雄次 バイオタイド
55 笠岡俊二 コニカミノルタプラネタリウム
56 田鍋和仁 コニカミノルタプラネタリウム
57 工藤美智子 オフィスアオキ
58 青木 満 オフィスアオキ
59 浅野仁如 D&Dピクチャーズ
60 宮部勝之 スペースサイト



61 冨所雅之 アストロ光学
62 山崎隆二 アストロ光学
63 国司 真 川崎市青少年科学館
64 亀岡千佳子 川崎市青少年科学館
65 加藤 忠 NTTファシリティーズ
66 石井正雄 海老名市教育センター
67 神部孝志 海老名市教育センター
68 土川 啓 柳田村満天星
69 川上隆行 三菱プレシジョン
70 和田博之 三菱プレシジョン
71 宮崎正剛 三菱プレシジョン
72 菊池康子 ソニーエクスプローラーサイエンス
72 松坂雅夫 個人
73 喜多伸介 柏市プラネタリウム
74 渡邊亮介 湘南台文化センター
75 野口 博 サイエンスアート
76 磯崎武司 サイエンスアート
77 岡村誠一 サイエンスアート
78 菊川真以 つくばエキスポセンター
79 大熊正美 アストロアーツ
80 本田美和子 アストロアーツ
81 香川哲男 月光天文台
82 額谷宙彦 国立天文台４Ｄ２Ｕ
83 小笠原岳久 D-MAX 欠席
84 西村信弘 D-MAX 欠席
85 太田博光 ジャンプ
86 太田浩一 ビバマンボ
87 SIHO ビバマンボ 欠席
88 宗政 剛 ディスカバリーパーク焼津
89 塚田 健 東京学芸大学/天プラ
90 嘉数 薫 伊丹
91 丸川 章 伊丹
92 大場里美 山形大学付属中学
93 鈴木広幸 大型映像協会 欠席
94 久保宏信 大平技研
95 高橋恭一 アクセスインターナショナル
96 川口雅也 アストロアーツ
97 安藤幸央 エクサ
98 野崎洋子 東大和市郷土博物館
99 小林善紹 雑貨団
100 塚田洋子 ADマック
101 武藤暢宏 つくばエキスポセンター
102 高橋由昭 五藤光学研究所
103 柴田 潤 D&Dピクチャーズ
104 高石龍平 D&Dピクチャーズ
105 長川芙紗 さらい
106 松井健始 バイオタイド 欠席
107 前島雄二 エクスプローラーズジャパン
108 川村裕一 エクスプローラーズジャパン 欠席
109 小池裕志 ウォーク
110 丹治佳作 東京現像所
111 三好 心 東京現像所
112 江頭みつまさ 理化学研究所
113 金丸直幹 国際航業
114 波多野聡美 アンドユー
115 志村昭典 香取国際特許事務所
116 小林道夫 カガクノトビラプロジェクト
117 大川拓也 アストロアーツ
118 荒井啓伍 明治大学天文部
119 近清 武
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