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氏名 所属
秋月有紀 富山大学
芥川郁雄 積水ハウス
東実千代 畿央大学
安福勝 近畿大学
安藤四一 神戸大学名誉教授
井川憲男 大阪市立大学
生田英輔 大阪市立大学
池上陽子 奈良女子大学
池田哲朗
石田泰一郎 京都大学
石田建一 積水ハウス
磯田憲生 奈良女子大学名誉教授
伊丹清 滋賀県立大学
井上容子 放送大学
伊庭千恵美 京都大学
今仲雅之 大和ハウス
Lim Eunsu 東洋大学
岩井彌 パナソニック株式会社
岩田三千子 摂南大学
岩前篤 近畿大学
宇野朋子 武庫川女子大学
梅野徹也 積水ハウス
梅宮典子 大阪市立大学
永村悦子 園田学園女子大学短期大学部
永村一雄 大阪市立大学
袁継輝 豊橋技術科学大学
太田周彰 住宅みちしるべ
大谷真 京都大学
大野治代 大手前大学
大橋巧 摂南大学
大藤信雄 関電エネ儿ギーソリューション
岡田康郎 京都工芸繊維大学
奥園健 神戸大学
奥田紫乃 同志社女子大学
小椋大輔 京都大学
翁長博 近畿大学
笠井祐輔 日本建築総合試験所
梶井宏修 近畿大学
加藤未佳 日本大学
角谷三夫 関西建築防災研究所
河井康人 関西大学
川戸敏雄 近畿大学
岸本嘉彦 大阪市立大学
北村薫子 武庫川女子大学
橘高康介 神戸大学
木虎久隆 関西電力
木下進一 大阪府立大学
客野尚志 関西学院大学
國嶋道子 京都女子大学
久保博子 奈良女子大学
河野良坪 大阪工業大学
神農悠聖 大手前大学
小玉祐一郎 神戸芸術工科大学名誉教授
後藤浩一 積水ハウス
小林知広 大阪大学
小山恵美 京都工芸繊維大学
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近藤修平 関西電力
近藤雅之 積水ハウス
酒井英樹 大阪市立大学
阪上公博 神戸大学
榊愛 摂南大学
坂口武司 竹中工務店
相良和伸 四国職業能力開発大学校
佐々尚美 武庫川女子大学 
佐藤仁人 京都府立大学
佐藤逸人 神戸大学
佐藤真奈美 大阪工業大学
佐藤隆二
澤島智明 佐賀大学
芝池英樹 京都工芸繊維大学
柴田祥江 京都府立大学
清水貴史 大和ハウス
下田吉之 大阪大学
鈴木広隆 神戸大学
添田晴生 大阪電気通信大学
高田暁 神戸大学
髙取伸光 京都大学
高野靖 京都大学
高橋大弐 京都大学名誉教授
竹林英樹 神戸大学
竹原広実 京都ノートルダム女子大学
竹村明久 摂南大学
田中哮義 京都大学名誉教授
田中学 日本建築総合試験所
崔ナレ 大阪大学
近田智也 積水ハウス
近本智行 立命館大学
槻谷綾子 パナソニック株式会社
土川忠浩 兵庫県立大学
出端祐輔 積水ハウス
土井正 大阪市立大学
戸倉三和子 帝塚山大学
飛田国人 大阪府立大学
豊田政弘 関西大学
中尾正喜 大阪市立大学
長澤康弘 近畿大学
中嶋麻起子 神戸大学
長野和雄 京都府立大学
永松英夫 積水ハウス
中村美貴子 GE設備計画
中村泰人 京都大学名誉教授
中村安弘 山口大学
鍋島美奈子 大阪市立大学
楢崎正也 大阪大学名誉教授
鳴海大典 横浜国立大学
仁井大策 京都大学
西岡利晃
西岡真稔 大阪市立大学
橋本侑樹 積水ハウス
橋本頼幸 ドゥ・リサーチ
埴淵晴男 積水ハウス
原直也 関西大学
原田和典 京都大学
平石年弘 明石高専
平栗靖浩 近畿大学



ファーナム・クレイグ 大阪市立大学
藤田浩司 近畿大学
鉾井修一 京都大学名誉教授
細淵勇人 愛知工業大学
松岡綾子 三菱電機
松下敬幸 神戸大学
松波晴人 大阪ガス
松原斎樹 京都府立大学
松村寛一郎 東京農業大学
道下和明 きんでん
宮岡大 建築研究所
宮崎ひろ志 関西大学
宮本雅子 滋賀県立大学
宮本征一 摂南大学
向健二 パナソニック株式会社
桃井良尚 福井大学
百瀬敏成 大阪ガス
森郁惠 産業技術総合研究所
森本政之 神戸大学名誉教授
森山正和 神戸大学名誉教授
山口弘雅 関西電力
山口容平 大阪大学
山口秀樹 建築研究所
山田慎一 大阪ガス
山田裕巳 長崎総合科学大学
山中俊夫 大阪大学
横林修造 兵庫県立ものづくり大学校
吉田治典 京都大学名誉教授
吉田友紀子 アール・アイ・エー
吉田篤正 大阪府立大学
吉田伸治 奈良女子大学
吉村晶子 京都大学大学院
李エイ 三建設備工業
李明香 立命館大学
リジャルホム・バハドゥル 東京都市大学


