
第36回Heavy Ion Pub 2022年8月3日

名前 所属 身分 参加形式

1 Cendikia Abdi 広島大学 D1 Student 現地

2 Gao Bikai 名古屋大学 D1 現地

3 Kong Yuk Kei 名古屋大学 修士二年 現地

4 Yuko Sekiguchi 東京大学 教務補佐員 現地

5 岡田　伊織 奈良女子大学 学部4回 現地

6 荻野　雅紀 広島大学 研究員（非常勤） 現地

7 椛山　理玖 広島大学 学生 現地

8 金久保　優花 上智大学 博士3年 現地

9 原田　正康 名古屋大学 教授 現地

10 国広　悌二 京都大学基礎物理学研究所 名誉教授 現地

11 佐々木　優花 奈良女子大学 4回生 現地

12 山口　康宏 名古屋大学 助教 現地

13 志垣　賢太 広島大学 教授 現地

14 森野　雄平 高エネルギー加速器研究機構 研究機関講師 現地

15 水上　寧音 奈良女子大学 学部4年 現地

16 杉山　由佳 奈良女子大学 修士1年 現地

17 浅沼　達也 名古屋大学 大学院生 現地

18 浅川　正之 大阪大学 教授 現地

19 村瀬　功一 京都大学基礎物理学研究所 研究員 現地

20 大竹　悠 名古屋大学 修士1年 現地

21 大島　一楓 名古屋大学 M2 現地

22 中村　幸輝 名古屋大学 大学院生 現地

23 辻端　日菜子 奈良女子大学 学部4回生 現地

24 藤原　愛実 奈良女子大学 4回生 現地

25 平野　哲文 上智大学 教授 現地

26 北沢　正清 京都大学基礎物理学研究所 講師 現地

27 北尾　紫洸 大阪大学 学生 現地

28 野中　千穂 広島大学 教授 現地

29 友廣　圭佑 広島大学 大学院生 現地

30 Ishak, Izwan 広島大学 修士1年 現地

31 Touroux, Nathon 大阪大学 博士2年 現地

32 石川　涼 大阪大学 修士2年 現地

33 老田　将大 京都産業大学 学部4年 現地

34 大西　明 京都大学基礎物理学研究所 教授 現地

35 栗田　俊輔 広島大学 学部4年 現地



36 徳本　涼香 広島大学 博士1年 現地

37 村岡　俊一郎 広島大学 学部4年 現地

38 加納　麻衣 奈良女子大学 大学4回生 現地

39 柳川　耀平 大阪大学 M2 オンライン

40 Yasushi Nara 国際教養大学 professor オンライン

41 井出　大智 東京工業大学 修士１年 オンライン

42 延與　秀人 理化学研究所 理研BNL研究センター長 オンライン

43 下村　真弥 奈良女子大学 助教 オンライン

44 夏梅　誠 高エネルギー加速器研究機構 研究機関講師 オンライン

45 岩崎　愛一 二松学舎大 教授 オンライン

46 江角　晋一 筑波大学 教授 オンライン

47 黒木　健志 上智大学 大学院生 (D2) オンライン

48 坂井　あづみ 広島大学 研究員 オンライン

49 坂井　任 弘前学院大学 准教授 オンライン

50 山口頼人 広島大学 准教授 オンライン

51 山本 還 上智大学 大学院生(修士) オンライン

52 山本　恵 広島工業大学 助教 オンライン

53 青木　和也 高エネルギー加速器研究機構 研究機関講師 オンライン

54 赤松　幸尚 大阪大学 助教 オンライン

55 長田　剛 東京都市大学 教授 オンライン

56 田屋　英俊 理化学研究所 ポスドク オンライン

57 島崎　拓哉 東京大学 博士課程学生 オンライン

58 藤井　宏次 東京大学 助教 オンライン

59 藤井　真栄 上智大学 学生 オンライン

60 日高　義将 高エネルギー加速器研究機構 教授 オンライン

61 板倉　数記 長崎総合科学大学 教授 オンライン

62 副田　幸暉 広島大学 院生 オンライン

63 福永　隆太 広島大学 M2 オンライン

64 吕　一涵 上智大学 Student オンライン
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