
Last Name First Name Organization
Abdi Cendikia 広島⼤学
Akamatsu Yukinao Osaka University
Asakawa Masayuki Osaka University
Bikai GAO Nagoya University
Doi Takumi RIKEN
Esumi ShinIchi Univ. of Tsukuba
Fujimoto Yuki The University of Tokyo
furuichi amon nagoya university
Gunji Taku 東京⼤学
hasegawa shoichi JAEA
Hayashi Naoki J-PARC Center, Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
Hayata Tomoya Keio University
Hidaka Yoshimasa KEK
Ishikawa Tsutomu 総研⼤
Isshiki Moe University of Tsukuba
Ito Tomo 広島⼤学
Kanakubo Yuuka Sophia University
Kiyomichi Akio JASRI/SPring-8
Kong Yuk Kei Nagoya University
Ma Yue RIKEN
Miyachi Katsunori Nagoya Univ.
Morita Miu 奈良⼥⼦⼤学
Murakami Tomoki U of Tokyo
Muto Ryotaro KEK
Nakamura Atsushi Osaka University
Namekawa Yusuke 京都⼤学
Niida Takafumi Univ. of Tsukuba
Oya Motomi Hiroshima University
Ozawa Kyoichiro KEK
Sakai Azumi 上智⼤学
Sakai Tsutomu 弘前学院⼤学
Sekiguchi Yuko CNS
Soeta Hiraku Hiroshima University,   Quark lab



Takahashi Tomonori RIKEN
Teraguchi Shunsuke 滋賀⼤学
Tokieda Masaaki Inria
Tomida Natsuki RCNP,  Osaka university
Watanabe Akira China Three Gorges University
Yamamoto Naoki Keio University
yano satoshi HU
Yazaki Koichi RIKEN iTHEMS
ハラ ケンタロウ 元・東京理科⼤学客員研究員
安井 繁宏 慶應義塾⼤学
伊達 伸 RCNP
磯部 忠昭 理化学研究所
英⾏ 酒井 RIKEN
延與 秀⼈ 理研仁科センター
遠藤 晋平 東北⼤
奥⼭ 和樹 東北⼤学
岡⽥ 謙介 JASRI
岡⽥ 信⼆ 中部⼤学
下村 真弥 奈良⼥⼦⼤学
家⼊ 正治 KEK
雅紀 荻野 広島⼤学
開⽥ 有奏 ⼤阪⼤学
外⼭ 裕⼀ Tohoku University
関本 美知⼦ KEK
貴裕 川畑 ⼤阪⼤学
吉治 畑中 RCNP
宮林 謙吉 奈良⼥⼦⼤学
共和 福⽥ ⼤阪電通⼤／理研
橋本 幸⼠ 京都⼤学
近藤 天裕 名古屋⼤学
⾦⽥ 雅司 東北⼤学⼤学⼤学院理学研究科
熊岡 卓哉 理化学研究所
賢太 志垣 広島⼤学
幸暉 副⽥ 広島⼤学



康之 秋葉 理研
⾼濱 瑠菜 奈良⼥⼦⼤学⼤学院
克洋 守屋 JAEA
⿊⽊ 健志 上智⼤学
佐甲 博之 JAEA
佐藤 進 JAEA/J-PARC
三明 康郎 筑波⼤学
⼭⼝ 頼⼈ 広島⼤
⼭川 皓⽣ 広島⼤学
時安 敦史 Tohoku Univeristy
実⾹ 柴⽥ 奈良⼥⼦⼤学⼤学院
⼩浦 寛之 ⽇本原⼦⼒研究開発機構
⼩林 良彦 ⼤分⼤学
⼩林 隆 J-PARC
森野 雄平 KEK
真也 市川 京都⼤学
須⽥ 利美 東北⼤学電⼦光理学研究センター
杉⼭ 由佳 奈良⼥⼦⼤学
成⽊ 恵 京都⼤学 理学研究科
正治 永宮 KEK,  RIKEN
正清 北沢 ⼤阪⼤学
⻄村 透 阪⼤原⼦核理論研究室
⻘⽊ 和也 KEK
⽯川 貴嗣 東北⼤学
川⼝ 眞実也 University of Chinese Academy of Sciences
浅沼 達也 名古屋⼤学
村上 ひかり 東⼤
⼤貴 関畑 東⼤CNS
⼤⻄ 宏明 東北⼤学
⼤⽥ 晋輔 ⼤阪⼤学
⼤島 ⼀楓 名古屋⼤学H研
⼤畑 宏樹 京都⼤学
達也 中條 University of Tsukuba
中川 格 理研



中村 幸輝 広島⼤学
中塚 徳継 東⼯⼤
仲本 朝基 鈴⿅⾼専
渡邊 康 理研
島崎 拓哉 東京⼤学
嶋⽥ 侑祐 東京⼤学
東城 順治 九州⼤学
藤井 宏次 東京⼤学
藤井 真栄 上智⼤学ハドロン物理学研究室
藤岡 宏之 東京⼯業⼤学
寧 奈良 国際教養⼤学
波多 美咲 奈良⼥⼦⼤学
板倉 数記 ⻑崎総合科学⼤学
服部 恒⼀ YITP/RCNP
平野 哲⽂ 上智⼤学
並本 ゆみか 奈良⼥⼦⼤学
蜂⾕ 崇 奈良⼥⼦⼤学
⽊村 健⽃ 広島⼤学
野中 千穂 広島⼤学
由介 ⼩汐 岡⼭⼤学
雄⼆ 後藤 理研
耀平 柳川 ⼤阪⼤学
涼 芦川 ⼤阪⼤学
林井 久樹 奈良⼥⼦⼤学
鈴⽊ 渓 ⽇本原⼦⼒研究開発機構


