
番号 お名前 よみがな 所属先 役職
1 浅野　克己 あさの　かつみ 駒澤大学経済学部 教授

2 安孫子　勇一 あびこ　ゆういち 近畿大学経済学部総合経済政策学科 教授

3 阿部　武司 あべ　たけし 大阪大学経済学研究科 教授

4 池田　新介 いけだ　しんすけ 大阪大学社会経済研究所 教授

5 井澤　裕司 いざわ　ひろし 立命館大学経済学研究科 教授

6 依田　高典 いだ　たかのり 京都大学大学院経済学研究科 教授

7 井上  光太郎 いのうえ　こうたろう 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授

8 猪木　武徳 いのき　たけのり 国際日本文化研究センター 教授

9 岩壷　健太郎 いわつぼ　けんたろう 神戸大学経済学研究科 准教授

10 植村　修一 うえむら　しゅういち 日本銀行金融機構局 参事役

11 臼杵　政治 うすき　まさはる ニッセイ基礎研究所　金融研究部門 主席研究員

12 内田　交謹 うちだ　こうなり 北九州市立大学経済学部 准教授

13 内田　 滋 うちだ　しげる 長崎大学経済学部 教授

14 内田　浩史 うちだ　ひろし 和歌山大学経済学部 准教授

15 宇野　　淳 うの　じゅん 早稲田大学大学院ファイナンス研究科 教授

16 大久保　隆 おおくぼ　たかし 同志社大学大学院ビジネス研究科 教授

17 太田　聰一 おおた　そういち 慶應義塾大学経済学部 教授

18 大竹　文雄 おおたけ　ふみお 大阪大学社会経済研究所 教授

19 大西  匡光 おおにし　まさみつ 大阪大学経済学研究科 教授

20 大橋　和彦 おおはし　かずひこ 一橋大学大学院国際戦略研究科 教授

21 大屋　幸輔 おおや　こうすけ 大阪大学経済学研究科 教授

22 岡田　克彦 おかだ　かつひこ 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科 准教授

23 奥村  洋彦 おくむら　ひろひこ 学習院大学経済学部 教授

24 小佐野　広 おさの　ひろし 京都大学経済研究所 教授

25 小田　宗兵衛 おだ　そうべい 京都産業大学経済学研究科 教授

26 小幡　　績 おばた　せき 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授

27 角田　康夫 かくた　やすお 三菱UFJ信託銀行　年金運用部 主任参事役

28 加藤　英明 かとう　ひであき 名古屋大学大学院経済学研究科 教授

29 加藤  康之 かとう　やすゆき 野村證券(株）フィデューシャリー・サービス研究センター 担当執行役

30 金崎　芳輔 かなざき　よしお 東北大学大学院経済学研究科 教授

31 金子  邦彦 かねこ　くにひこ 明治大学情報コミュニケーション学部 教授

32 加納   正二 かのう　まさじ 大阪府立大学経済学部 教授

33 亀坂　安紀子 かめさか　あきこ 青山学院大学大学院経営学研究科 准教授

34 川北　英隆 かわきた　ひでたか 京都大学経営管理大学院 教授

35 川口　大司 かわぐち　だいじ 一橋大学大学院経済学研究科 准教授

36 川越　敏司 かわごえ　としじ 公立はこだて未来大学システム情報科学部複雑系科学科 准教授

37 川西　　諭 かわにし　さとし 上智大学経済学部 准教授

38 北川  雅章 きたがわ　まさあき 同志社大学経済学部 教授

39 Grzegorz、Mardyla ぐじぇごしゅ、まるでぃら 横浜国立大学国際社会科学研究科・日本学術振興会 特別研究員

40 久保田　哲夫 くぼた　てつお 関西学院大学総合政策部 教授

41 黒田　祥子 くろだ　さちこ 一橋大学経済研究所 准教授

42 小井田　伸雄 こいだ　のぶお 岩手県立大学　総合政策学部 講師

43 高野　久紀 こうの ひさき アジア経済研究所　地域研究センター 研究員

44 今     喜典 こん　よしのり 青森公立大学大学院経営経済学研究科 教授

45 言美 伊知朗 ごんび　いちろう 立命館大学経済学部 准教授

46 佐竹　光彦 さたけ　みつひこ 同志社大学経済学部 教授

47 佐藤   政則 さとう　まさのり 麗澤大学大学院国際経済研究科 教授

48 柴田  章久 しばた　あきひさ 京都大学経済研究所 教授

49 白石　　賢 しらいし　けん 内閣府経済社会総合研究所 主任研究官 

50 白石　小百合 しらいし　さゆり 横浜市立大学国際総合科学部 教授

51 城下　賢吾 しろした　けんご 山口大学経済学部 教授

52 首藤　　惠 すとう　めぐみ 早稲田大学大学院ファイナンス研究科 教授

53 大洞　公平 だいどう　こうへい 関西学院大学経済学部 専任講師

54 高橋　　悟 たかはし　さとる 三井アセット信託銀行パッシブクオンツ運用部 ファンドマネージャー

55 高橋　泰城 たかはし　たいき 東京大学総合文化研究科 COE研究員

56 高橋  豊治 たかはし　とよはる 中央大学商学部 教授

57 高橋　　元 たかはし　はじめ 作新学院大学経営学部 教授

58 高橋　大志 たかはし　ひろし 岡山大学大学院社会文化科学研究科 准教授

59 多田　洋介 ただ　ようすけ OECD日本政府代表部 一等書記官

60 辻　　 正次 つじ　まさつぐ 兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科 教授
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61 筒井　義郎 つつい　よしろう 大阪大学社会経済研究所 教授

62 堂目　卓生 どうめ　たくお 大阪大学経済学研究科 教授

63 俊野　雅司 としの　まさし 大和ファンド・コンサルティング業務企画部 上席研究員

64 友野  典男 ともの　のりお 明治大学情報コミュニケーション学部 教授

65 内藤　 忍 ないとう　しのぶ (株)マネックス・ユニバーシティ 代表取締役社長

66 中川　雅之 なかがわ　まさゆき 日本大学経済学部 教授

67 中島　 望 なかじま　のぞみ 大阪大学大学院経済学研究科 教授

68 中島　英喜 なかしま ひでき みずほ信託銀行資産運用研究所 主席研究員

69 新関　三希代 にいぜき　みきよ 同志社大学経済学部経済学科 教授

70 西村　周三 にしむら　しゅうぞう 京都大学経済学研究科 教授

71 野尻　哲史 のじり　さとし フィデリティ投信 ディレクター

72 野間  敏克 のま　としかつ 同志社大学政策学部 教授

73 秦　　  劼 はた　かつ 立命館大学経済学部 准教授

74 花崎  正晴 はなざき　まさはる 日本政策投資銀行　設備投資研究所 副所長

75 花薗　 誠 はなぞの　まこと 名古屋大学大学院経済学研究科 准教授

76 平木　多賀人 ひらき　たかと 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科 教授

77 平元　達也 ひらもと　たつや HSBC 香港上海銀行投資銀行本部 シニア　ヴァイスプレジデント 

78 平山  賢一 ひらやま　けんいち 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 チーフストラテジスト

79 平山　健二郎 ひらやま　けんじろう 関西学院大学経済学部 教授

80 晝間　文彦 ひるま　ふみひこ 早稲田大学商学学術院 教授

81 廣瀬　勇秀 ひろせ　たけひで プラザアセットマネジメント運用二部 ファンドマネージャー

82 広田　真一 ひろた　しんいち 早稲田大学商学部 准教授

83 福田  慎一 ふくだ　　しんいち 東京大学経済学部 教授

84 二神　孝一 ふたがみ　こういち 大阪大学経済学研究科 教授

85 星野　靖雄 ほしの　やすお 愛知大学大学院会計研究科 教授

86 真壁　昭夫 まかべ　あきお 信州大学経済学部 教授

87 松浦　克己 まつうら　かつみ 広島大学大学院社会科学研究科 教授

88 丸　　 淳子 まる　じゅんこ 武蔵大学経済学部 教授

89 丸茂  俊彦 まるも　としひこ 同志社大学商学部 准教授

90 三隅  隆司 みすみ　たかし 一橋大学大学院　商学研究科　 教授

91 宮井　 博 みやい　ひろし 日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社 常務取締役

92 宮越　龍義 みやこし　たつよし  大阪大学大学院国際公共政策研究科 教授

93 宮島  英昭 みやじま　ひであき 早稲田大学商学学術院 教授

94 宮村　健一郎 みやむら　けんいちろう 東洋大学経営学部 教授

95 村本   孜 むらもと　つとむ 成城大学社会イノベーション学部 教授

96 山口  勝業 やまぐち　かつなり イボットソン・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役社長

97 山崎　尚志 やまざき　たかし 神戸大学大学院経営学研究科 准教授

98 山本   勲 やまもと　 いさむ 慶應義塾大学商学部 准教授

99 山本　達司 やまもと　たつし 名古屋大学大学院経済学研究科 教授

100 家森  信善 やもり　のぶよし 名古屋大学大学院経済学研究科 教授

101 吉田　和男 よしだ　かずお 京都大学経済学研究科 教授

102 和田　良子 わだ　りょうこ 敬愛大学経済学部 准教授




