
First Name Last Name Organization 参加形態
Masayasu Harada Nagoya University 対⾯参加
Tetsufumi Hirano Sophia Univ. 対⾯参加
Kenta Shigaki Hiroshima U. 対⾯参加
Chiho nonaka Hiroshima University 対⾯参加
正清 北沢 ⼤阪⼤学 対⾯参加
奈良 寧 国際教養⼤学 オンライン参加
保貴 橘 国際教養⼤学 オンライン参加
Teiji Kunihiro YITP,  Kyoto University オンライン参加
Naoki Yamamoto Keio University オンライン参加
Yuko Sekiguchi CNS 対⾯参加
繁宏 安井 慶應義塾⼤学 オンライン参加
義将 ⽇⾼ KEK オンライン参加
幸輝 中村 名古屋⼤学 対⾯参加
Tatsuya Chujo 筑波⼤学 オンライン参加
広晃 伊藤 阪⼤理 対⾯参加
⼀⾊ 萌⾐ 筑波⼤学 対⾯参加
芦川 涼 ⼤阪⼤学⼤学院原⼦核理論研究室 対⾯参加
亜⾨ 古市 nagoya university オンライン参加
Masayuki Asakawa Osaka University 対⾯参加
Sota Hanai 慶應義塾⼤学 オンライン参加
Masanori Ogino Hiroshima University オンライン参加
Mamoru Yamamoto 上智⼤学 対⾯参加
数記 板倉 ⻑崎総合科学⼤学 オンライン参加
伸（Schin） 伊達 (Date') RCNP,  Osaka Univ. オンライン参加
理玖 椛⼭ 広島⼤学 対⾯参加
ハンソ パク 筑波⼤学 オンライン参加
真栄 藤井 上智⼤学 対⾯参加
Azumi Sakai 広島⼤学 オンライン参加
Yihan Lyu 上智⼤学 対⾯参加
Takuya Minamikawa Nagoya University 対⾯参加
嶋⽥ 侑祐 東京⼤学 オンライン参加
Yorito Yamaguchi Hiroshima University 対⾯参加
Hiraku Soeta Hiroshima University 対⾯参加



耀平 柳川 ⼤阪⼤学 対⾯参加
⼩野 翔⼦ 広島⼤学 オンライン参加
福永 隆太 広島⼤学 オンライン参加
孝祐 ⼤久保 University of Tsukuba 対⾯参加
関畑 ⼤貴 東⼤CNS 対⾯参加
Kazuya Aoki KEK オンライン参加
Yukinao Akamatsu Osaka University 対⾯参加
智也 早⽥ 慶應義塾⼤学 オンライン参加
健志 ⿊⽊ 上智⼤学 対⾯参加
Tetsuo Hatsuda RIKEN オンライン参加
俊宏 野中 筑波⼤学 対⾯参加
卓哉 熊岡 University Grenoble Alps オンライン参加
⼼ 室⾕ 松本⼤学 オンライン参加
義寛 平岩 ⼤阪⼤学 対⾯参加
副⽥ 幸暉 広島⼤学 対⾯参加
Shingo Sakai Univ. of Tsukuba 対⾯参加
Kyoichiro Ozawa KEK 対⾯参加
ShinIchi Esumi Univ. of Tsukuba,  TCHoU オンライン参加
宏次 藤井 東京⼤学 オンライン参加
Yuuka Kanakubo Sophia University 対⾯参加
智也 古川 広島⼤学 対⾯参加
啓朗 阿武⽊ 愛知教育⼤学 オンライン参加
Kazuki Oshima 名古屋⼤学 対⾯参加
下村 真弥 奈良⼥⼦⼤学 対⾯参加
⻄村 透 ⼤阪⼤学 対⾯参加
Cendikia Abdi Hiroshima University オンライン参加
秀樹 浜垣 ⻑崎総合科学⼤学 オンライン参加
Takafumi Niida Univ. of Tsukuba 対⾯参加
涼⾹ 徳本 広島⼤学 オンライン参加
Keisuke Tomohiro Hiroshima University 対⾯参加
健⽃ ⽊村 広島⼤学 対⾯参加
雄平 森野 kek オンライン参加
Kazuya Mameda 東京理科⼤ オンライン参加
崇 蜂⾕ 奈良⼥⼦⼤学 オンライン参加



康郎 三明 筑波⼤ オンライン参加
恒⼀ 服部 浙江⼤ オンライン参加
⻘⽊ 保道 理研 オンライン参加
剛 ⻑⽥ 東京都市⼤学 オンライン参加
⼤⽵ 悠 名古屋⼤学 対⾯参加
英俊 ⽥屋 理研 オンライン参加
聡⼀郎 森 名古屋⼤学 対⾯参加
瑠菜 ⾼濱 奈良⼥⼦⼤学 オンライン参加
宍倉 遼太 ⽴教⼤学 オンライン参加
⼀真 藤⽊ ⽴教⼤学 オンライン参加
智也 加藤 ⽴教⼤学 オンライン参加
ゆみか 並本 奈良⼥⼦⼤学 オンライン参加
舞 渡部 奈良⼥⼦⼤学 オンライン参加
Yuka Sugiyama 奈良⼥⼦⼤学 オンライン参加
Motoko Yagi ⼋⽊アワード寄贈者 オンライン参加
村瀬 功⼀ 京⼤基研 対⾯参加
YASUYUKI AKIBA 理化学研究所 対⾯参加
元海 ⼤⽮ 広島⼤学 オンライン参加
ひかり 村上 東⼤CNS 対⾯参加
Minoru Biyajima 信州⼤学理学部物理学科 オンライン参加
Muhamad Noor IzwanBin Ishak 広島⼤学 対⾯参加
Tsutomu Sakai 弘前学院⼤学 オンライン参加
Masaru Hongo 新潟⼤学 オンライン参加
Akio Kiyomichi SPring8/JASRI オンライン参加
知宏 稲垣 広島⼤学 オンライン参加
清⽔ 勇介 広島⼤学 オンライン参加
美咲 波多 奈良⼥⼦⼤学 オンライン参加
凱亜 ⽐嘉 広島⼤学 オンライン参加
Taku Gunji 東⼤CNS 対⾯参加
愛⼀ 岩崎 ⼆松学舎⼤学 オンライン参加
Yuk Kei Kong NagoyaU 対⾯参加
卓也 両⾓ 広島⼤学 オンライン参加
信司 江尻 新潟⼤学理学部 オンライン参加
明 ⼤⻄ YITP,  Kyoto University オンライン参加



雄⼤ 中島 名古屋⼤学 対⾯参加
満 ⽥中 名古屋⼤学 対⾯参加
Bikai Gao Nagoya University オンライン参加
愛⽃ 酒井 名古屋⼤学 オンライン参加
⾺場 仁志 東京⼤学 対⾯参加
伊藤 友 広島⼤学 オンライン参加
格 中川 理研 対⾯参加
村岡 俊⼀郎 広島⼤学 オンライン参加
愛梨 児⽟ 広島⼤学 オンライン参加
宮丸 嵩史 広島⼤学理学部クォーク物理研究室 オンライン参加
雅志 ⽔⾕ 早稲⽥⼤学理⼯総研 オンライン参加
哲 ⼋野 広島⼤学 対⾯参加
弘章 新延 名古屋⼤学 オンライン参加


