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　　掲示版

　放射光共同利用実験審査委員会速報

共同利用・広報グループ　兵藤　一行
　　　　　宇佐美徳子

　今回の放射光共同利用実験審査委員会（PF-PAC）は，1
月 21日 分科会（化学・材料），1月 25日 分科会（電子物性，
構造物性，生命科学 I，生命科学 II），1月 26日 全体会議
の日程で開催されました。審査の結果，p.43～ 48のよう
に実験課題が採択となりました。その後，物質構造科学研
究所運営会議の審議を経て最終決定となります。また，P
型課題申請については 2014年 4月から随時受付に変更さ
れましたので，申請時に課題ごとに審査されています。

１．Ｇ型課題
　11月 11日に締め切られた平成 28年度前期共同利用実
験課題公募には 200件の課題申請があり，審査の結果，採
択課題 172件，条件付き採択課題 21件，不採択課題 7件
となりました。課題の採択基準は，全体会議での審議によ
り評点 2.5以上と設定されています。
　条件付き採択課題は，申請者からの補足説明に対する
PAC委員長の判断により条件が解除されて実施可能とな
ります。今回も，この中には試料名，その安全性に関する
記述が十分でないために条件付きとなった課題が多数あり
ました。試料名，およびその安全性や安全確保策がわかる
ように，申請書の Vの欄に記述してください。条件付き
採択課題となった課題の決定通知書には，条件に関する最
初の返答（最終返答でなくても結構です）に関する期限を
明記してあります。それまでに返答が無い場合には不採択
となりますのでご注意下さい。
　条件付き採択課題への条件の一例を下記に示します。今
後の課題申請時の参考にしていただきますようお願いしま
す。

＜条件付き採択課題の条件例＞
• タンパク質サンプルの由来生物種，サンプルの病原性や
毒性の有無を PAC委員長に報告して下さい。必要に応
じて，サンプルがどのような組換え体であるかを追記し
て下さい。

• 動物試料を用いる際の取り扱いについて，所属機関にお
ける規程に則って対応することを，PAC委員長に報告
してください。

　また，条件付きとはならなくても，申請書の Vの欄へ
の記述が不十分な申請書が多く見られます。この欄には，
上述のように実験に使用する試料名とその安全性について
記入していただくことになっています。施設の安全担当者
が判断しやすいように，この欄は必ず詳細を記述していた
だくように改めてお願いいたします。生命科学 I，II分科
への申請課題等の生物由来の試料は，由来生物種も必ずご
記入ください。
　PFを利用して出版された論文の登録を促進するために，
これまでに採択・実施された課題からの報告論文数が少な
い課題申請者に対して，調査・問い合わせをして，その結
果を課題評価に加味してきました。このルール（イエロー
カード方式）では，論文登録に関する問い合わせに対して
何も回答が無い場合は「不採択」となります。回答をい
ただいた場合でも，下記に示すルールに従い回答内容を
PACで検討して減点する場合もあります。
　課題申請をする時，このようなことが起きないように論
文出版時には KEK研究成果管理システムからの論文登録
を忘れずに，かつ速やかにしていただきますよう改めてお
願いします。PFで得られた研究成果の社会への還元とい
う意味からも，システムへの積極的な論文登録をお願いし
ます。また，PFを少しでも利用して記述された大学院生
の修士論文，博士論文の登録も改めてお願いします。更に，
2015年秋から稼働した KEK研究成果管理システムには，
招待講演，特許，プレスリリース等の研究成果も登録して
いただけるようになりました。積極的な研究成果の登録を
どうぞよろしくお願いします（http://www2.kek.jp/imss/pf/
use/result/）。

論文登録状況の条件について
　申請課題の採択時から遡り，課題の有効期間が終了して
1年から 6年経過した課題（P型課題を除く）が 3件以上
ある場合について，
•採択課題数の 1/3以上の課題について論文が登録されて
いない実験責任者に事情を照会する（イエローカード調査
対象）。
•調査の回答に基づき，問題点の解析を行う。 
•回答がない実験責任者の申請課題は不採択とする。 
•論文登録の少ない実験責任者の申請については，実験責
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任者からの回答，該当期間の課題に関する論文登録状況，
学位論文等の登録状況を考慮し，PAC分科会で評点の減
点を提案し，PACで決定する。減点は以下の基準で行う。 
　　
　＊ 2/3以上の課題について論文登録がない場合は，-1.0
を基準とする。 　　
　＊ 1/3を越える課題について論文登録がない場合は，
-0.5を基準とする。

２．S2 型課題
　11月 11日に締め切られた平成 28年度前期共同利用実
験課題公募には 4件の課題申請があり，審査の結果，4件
の課題が採択となりました。採択された課題は以下のとお
りです。

課題番号：2016S2-001
　課題名：多次元マルチスケール計測による航空機用構造
　　　　　材料の耐熱性・耐環境性向上のための材料へテ
　　　　　ロ構造因子の解明
  責任者：高エネルギー加速器研究機構物構研　木村 正雄

課題番号：2016S2-002
　課題名：STXM炭素学：局所化学種解析による有機物の
　　　　　進化と機能の解明
　責任者：東京大学大学院理学系研究科　高橋 嘉夫

課題番号：2016S2-003
　課題名：キログラムの実現に向けたシリコンの格子定数
　　　　　均一性評価とその応用
　責任者：産業技術総合研究所計量標準総合センター　
　　　　　早稲田 篤

課題番号：2016S2-004
　課題名：元素戦略，ACCELプロジェクトにおける放射
　　　　　光利用研究：新電子材料，新触媒の機能性発
　　　　　現機構の解明
　責任者：東京工業大学元素戦略研究センター　
　　　　　山浦 淳一

３．T 型課題
　11月 20日に締め切られた平成 28年度前期共同利用実
験課題公募には 1件の課題申請があり，審査の結果，採択
となりました。採択された課題は以下のとおりです。

課題番号：2016T001
　課題名：In-situ偏光依存 ARPESを用いた面方位制御酸
　　　　　化物極薄膜における強相関量子井戸状態の研究
　責任者：東北大学大学院理学研究科　三橋　太一

　今後もこの課題カテゴリーへの大学院生の積極的な応募
を期待します。このＴ型課題は，ユーザーコミュニティ

（PF-UA）と数年にわたり議論を重ねて設置された課題区
分であり，PFを高度に活用した優れた研究を主体的に推
進する大学院生を，大学と PFが共同して指導，支援を行い，
放射光科学の将来を担う人材の育成を行うことを目的とし
ています。

４．PF 研究会
　今期は，以下の 2件の研究会が採択されました。

「共鳴軟Ｘ線散乱を用いた構造物性研究の進展」
    提案代表者：東京大学大学院工学系研究科 /
　　　　　　　理化学研究所　　
　　　　　　　　山﨑　裕一
　　　　　　　東北大学金属材料研究所　
　　　　　　　　藤田　全基
　開催予定時期：2016年 7月

「回折データ収集の自動化に向けた生体分子結晶測定技術
研究会」
　提案代表者：北海道大学大学院薬学研究院　
　　　　　　　　尾瀬　農之
　開催予定時期：2016年 7～ 8月

5．その他
　以下の項目が PACで報告，審議されました。

報告事項（抜粋）
•遺伝子組換え体の持ち込みについて
　タンパク質結晶構造解析ビームライン（BL-1，BL-5，
BL-17，NE3，NW12）において，それぞれの実験ステー
ションで物理的封じ込めレベル１（P1）の遺伝子組換え
体の持ち込みが可能になりました。
•メールインサービスについて
　利用者が来所をせずに PF側で測定・解析を行う「測定
解析支援付施設利用（メールインサービス）」制度など，
新しい「施設利用」制度の設定について，関係者で詳細を
検討しています。
•その他
　論文登録状況の問い合わせ（イエローカード方式）につ
いては，次回から課題申請システムと KEK研究成果管理
システムが連動して自動で実施する予定であること，次回
はマルチプローブ課題（MP課題）の公募を実施する予定
であること，複数課題への同時間帯でのビームタイム配分
については，PFで安全に関する対応を調整した後，タン
パク質結晶構造解析ビームライン等において試行予定であ
ることなどが報告されました。

審議事項
　審議に先立ち足立 PAC委員長から，「放射光を用いる研
究計画に関する重要事項」として以下の二件を PACにお
いて審議する旨の説明がなされました。
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　第 73 回 物質構造科学研究所運営会議議事次第

日時：平成 27年 12月 14日（月）　10:00～ 12:00
場所：高エネルギー加速器研究機構　管理棟大会議室

【１】審議事項
① ミュオン共同利用実験審査委員会委員の追加について
② PF将来計画検討委員会最終報告書概要案について
③ 今後の研究機関講師の取り扱いについて

【２】報告事項
① 人事異動
② 博士研究員の選考結果について（ミュオン）
③ 平成 27年度放射光共同利用実験課題審査結果
     （P型 /U型）について
④ 平成 27年度後期マルチプローブ共同利用実験課題審査
　 結果について（条件解除）
⑤ MLF現状と今後の利用運転について

【３】研究活動報告（資料配布のみ）
１．物質構造科学研究所報告
２．素粒子原子核研究所報告
３．加速器研究施設報告
４．共通基盤研究施設報告

　物構研談話会

日時：2015年 11月 13日（金）11:00～
題名：膜タンパク質の構造解析と SACLAのインパクト
講師：岩田　想氏（京都大学医学研究科）

日時：2016年 2月 16日（火）10:00 ～ 
題名： Beta-detected NMR: a "new" probe for nano science
講師： Dr. Andrew MacFarlane

•PF-AR NW2Aの改造について
　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の PFに
おける推進のために，NW2Aに XAFS-CT顕微鏡を設置す
ること，そのための実験ステーション周辺の改造を実施す
ること，改造工事のために 2016年度第３期ビームタイム
までユーザー利用を一時停止することが PF側から提案さ
れ，了承されました。
•ユーザーグループ運営実験装置（MAX-III）について
　NE7Aに設置されている高温高圧実験装置（MAX-III）を，
これまでよりも主体的に装置の整備・高度化を計画的に進
め，制度を活用して新規ユーザーの拡大にも努めていくこ
とを目的として，ユーザー運営実験装置として運用を行う
ことが高圧ユーザーグループから提案され，了承されまし
た。
•その他
　以下の事項に関する意見交換を行い，引き続き，検討を
行うことになりました。
○申請課題への適切な評点付与に関連して，レフリーの選
出方法，課題の評価方法（絶対評価，相対評価，複数分科
での評価方法など）について
○ PFシンポジウムにおける S2型課題の研究成果報告（ポ
スター発表）について，後期採択課題の場合，採択後半年
で研究成果報告を行うのは困難である，との意見について
○生命科学 I の課題申請書書式について，結晶の準備状況
について明確な記述がない申請書が多く，審査に支障をき
たすため，申請書に結晶の準備状況についての記述に関す
る注意の追加やチェックボタンの設置が必要である，との
意見について
○最近の S2型課題採択状況を考慮して，S2型課題へのビ
ームタイム配分の上限設定，ビームタイム配分の方法，S2
型課題採択の考え方について
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　平成 28 年度前期放射光共同利用実験採択課題一覧 (G）

受理番号 課　　題　　名 所属 実験責任者 ビームライン

2016G001 水素分子光解離片どうしの想定外の“もつれ” 東京工業大学 穂坂　綱一 20A, 28A/B

2016G003 高分解能光電子分光による燃料電池電極材料(La,Sr)(Fe,Co)O3薄膜の表面・界

面電子構造
東京理科大学 樋口　透 2A/B

2016G005 放射性核種の原子数に相当する極微量原子の特異な吸脱着挙動の起源解明 日本原研機構 馬場　祐治 27A

2016G007 電磁波照射による12CaO・7Al2O3のエレクトライド化反応のその場観察 日本原研機構 石山　新太郎 27A

2016G017 Ge(110)2x16超構造のTRHEPD測定 物材機構 三木　一司 低速陽電子

2016G020 共鳴光電子分光による電池材料の価電子状態密度の観測と電気化学ポテン

シャル予測
東京大学 山田　淳夫 2A/B

2016G066 角度依存XMCDと共鳴軟X線散乱による遷移金属酸化物の異方的電子状態

と磁性の研究
東京大学 藤森　淳 16A

2016G072 触媒担体材料結晶の表面構造解明のための全反射高速陽電子回折

(TRHEPD)を用いた新手法開発
KEK物構研 望月　出海 低速陽電子

2016G079 新奇な超伝導体候補物質Sr2IrO4系試料の角度分解光電子分光 岡山大学 寺嶋　健成 28A/B

2016G094
低エネルギー領域における SiO2 極薄膜中での光電子の挙動の解明のためのパ

ラメータRo の測定
産総研 今村　元泰 3B

2016G096 ノンドープ高温超伝導体のARPESと内殻分光 東京大学 藤森　淳 28A/B, 2A/B

2016G108 軟X線吸収分光による蓄電デバイスの電子構造と酸化還元機構の解明 産総研 朝倉　大輔 7A, 9A, 11B

2016G110 アルカリ塩化物添加時のCsフリー鉱化法による粘土鉱物からのCs及びK脱

離反応のXAFS観察
日本原研機構 下山　巖 11A, 27A, 27B

2016G115 Ce・鉄属元素金属間化合物の4f価数測定と制御法探索 物材機構 上野　哲朗  16A

2016G119 半導体結晶中の不純物原子の化学結合状態と電気的活性度および原子レベ

ルでの構造の研究
東京工業大学 筒井　一生 13A/B

2016G124 溶融塩処理法を用いた汚染土壌からのセシウム脱離とその構造解析 日本原研機構 本田　充紀 27A, 27B

2016G126 SOFCカソード材料(La,Sr)CoO3における表面変質のメカニズムと電子状態 東京大学 山口　周 7A, 11A, 13A/B

2016G128 Investigation on mass-transfer limiting reaction mechanism on Pt and Pd surfaces
Gwangju Institute of
Science and
Technology, KOREA

MUN　Simon
Bongjin 13A/B

2016G134 XMCD Study of MnFe1-yMy(PxGe1-x) (M=Co, Ni) Compounds
Inner Mongolia
Normal Univ.,
CHINA

LI　Yingjie 7A, 16A

2016G142 高熱電性能を示す(Sr,La)(Ti,Mn)O3の電子構造 東京理科大学 大川　万里生 28A/B,  2A/B

2016G144 極端紫外線領域の低入射角高効率回折格子の開発 日本原研機構 小池　雅人 11D

2016G157 新規熱電変換物質SnSeの電子構造 岡山大学 横谷　尚睦 28A/B

2016G158 新規超伝導体CsBi4Te6の電子状態および化学状態 岡山大学 横谷　尚睦 2A/B

2016G164 アナターゼ型酸化チタン表面の構造解析と金属絶縁体転移の研究 KEK物構研 湯川　龍
低速陽電子,
2A/B

2016G165 遷移金属カルコゲナイドにおけるワイル半金属状態の観測 東京大学 石坂　香子 2A/B

2016G166 冷却したH2分子２電子励起状態からのH(2p)生成断面積測定 上智大学 小田切　丈 20A, 28A/B

2016G168 界面原子層制御したLaFeO3/SrTiO3ヘテロ界面の電子状態観測 KEK物構研 簔原　誠人 2A/B

2016G183 サイズ選別金属酸化物クラスターのX線吸収分光：分子吸着による電子状

態変化の測定
（株）コンポン研究所 早川　鉄一郎 7A,  2A/B

2016G188 Csの同位体分離回収のための選択吸蔵材料の探索 日本原研機構 関口　哲弘 27A, 27B

2016G194 軟X線吸収・発光分光によるグラファイト層間化合物の電子状態 電気通信大学 中村　仁 13A/B, 2A/B

2016G196 ルテニウムナノシート結晶の合金化反応に伴う電子相転移 京都大学 豊田　智史 2A/B

2016G198 一次元電子材料の電子輸送機構に関する研究 産総研 池浦　広美 27A

2016G200 発電所や航空機で使用される革新的構造材料中の微量添加軽元素XAFS構
造解析

産総研 大久保　雅隆 13A/B

2016G011* 遷移金属フェライトでの共鳴磁気散乱と超交換相互作用に係る磁性電子密

度の観測
東京工業大学 佐々木　聡 6C, 10A

2016G016 高温高圧下におけるコーサイトの流動特性 愛媛大学 西原　遊 NE7A

2016G019 蛍光X線ホログラフィーによるグラファイト超伝導体YbC6の局所構造解析 広島市立大学 八方　直久 6C

2016G030 不等辺ダイアモンド型量子スピン鎖新物質群の構造および磁性の系統的研

究
東京理科大学 藤原　理賀 8B

2016G042 遷移金属不純物がプルシャンブルー類似体の結晶構造に与える影響 筑波大学 守友　浩 8B

2016G059 表面X線散乱法を用いたPt-Co合金単結晶電極のその場表面構造解析 山梨大学 犬飼　潤治 3A

2016G061 新規合成した窒化炭素の高圧Ｘ線回折 岡山理科大学 財部　健一 NE1A

2016G063* ナノ細孔内における疑高圧効果の評価：分子性結晶を内包した規則性多孔

質材料のX線回折実験
名古屋工業大学 石井　陽祐 18C

１．電子物性

２．構造物性
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2016G067 方解石表面での石油分子の吸着構造解析 物材機構 佐久間　博 3A

2016G068 時間分解X線回折測定によるマントル物質の圧縮破壊過程：深発地震発生

メカニズムの解明
筑波大学 興野　純 NW14A

2016G075 Bi系層状合金における高圧相の結晶構造解析 新潟大学 大村　彩子 18C, NE1A

2016G080 時分割X線反射率法による界面における動的秩序形成の観測 近畿大学 矢野　陽子 NE7A

2016G089 金属ナノ結晶材料の結晶子格子定数の低温温度変化 筑波大学 谷本　久典
8A

2016G097 共鳴散乱法によるスピネル型鉄酸化物の陽イオン席占有率解析 東京工業大学 奥部　真樹 6C, 10A

2016G107 高圧下での氷への塩の取り込みと秩序ー無秩序相転移との関係 東京大学 鍵　裕之 18C

2016G111 遷移金属ダイカルコゲナイドの時間分解X線回折 東京大学 下志万　貴博 NW14A

2016G120* 混合導電性酸化物におけるブラウンミラライト/ペロブスカイト間モルフォトピック境

界相の粉末X線構造解析
名古屋工業大学 籠宮　功 4B2

2016G123 稀産鉱物の単結晶X線構造解析 国立科学博物館 門馬　綱一 10A

2016G125 Fe-Zn系金属間化合物の高圧相変態 東京大学 山口　周
NE1A

2016G138 置換型Biフェライトにおけるモルフォトロピック境界近傍相の結晶学的特

徴
九州工業大学 堀部　陽一 4B2

2016G143 反転対称性の破れた磁性体における磁性と構造の研究 東北大学 奥山　大輔 4C, 8A, 8B ,3A

2016G145 As/P固溶した1111型鉄系超伝導体の超伝導・磁気秩序相と局所構造の相関 大阪大学 宮坂　茂樹 8A

2016G154 共鳴X線散乱法による磁気スキルミオン格子に対する外場効果の研究 東京大学 有馬　孝尚 4C, 3A

2016G156 サイト選択近藤効果によるPrFe4P12の遍歴－局在複合化秩序 東北大学 岩佐　和晃 3A

2016G159 希土類化合物RRu2Al10における格子非整合磁気秩序 広島大学 松村　武 3A

2016G175 多重双安定性金属多核錯体における新たなスピン状態変換機構の開発 筑波大学 大塩　寛紀 8A

2016G177 高圧下顕微イメージング法を用いた金属融体の密度測定 大阪大学 近藤　忠 NE1A

2016G178 共鳴X線散乱法を用いた混合価数希土類化合物の電荷秩序状態の観測 埼玉大学 道村　真司 8A, 3A

2016G186 ヨウ化錫流体の密度極大領域のその場観察 愛媛大学 渕崎　員弘 NE5C, NE7A

2016G190 太陽電池材料Cu-In-Se系化合物の局所構造の研究 愛媛大学 白方　祥 6C

2016G193 57Fe核共鳴散乱法による鉄ヒ素化合物の磁性と超伝導の相関 兵庫県立大学 池田　修悟 NE1A

2016G006 光析出法により酸化チタンナノチューブ上に固定化された合金ナノ粒子触

媒の局所構造解析
大阪大学 桑原　泰隆 9C

2016G008 顎口腔硬組織・軟組織中微量金属元素の分布・状態分析による病態解明 東京医科歯科大学 宇尾　基弘 4A

2016G021 塩素及び硫黄担持活性炭への水銀吸着及び脱着挙動の解明 京都大学 高岡　昌輝 11B, 12C

2016G025 協奏的触媒作用を発現する固定化錯体と有機分子からなる表面反応場の構

造解析
東京工業大学 本倉　健 12C, NW10A

2016G029 芳香族有機塩素化合物の熱化学的生成時における塩素化学種のその場観察 京都大学 藤森　崇 9A

2016G031 導電性ナノシートMXene電極の電子状態解析 東京大学 大久保　將史 9A, 9C

2016G035 偏光全反射蛍光XAFSによる燃料電池モデル触媒の3次元構造解析 北海道大学 朝倉　清高 15A1

2016G037 Ni基金属間化合物における高速イオン照射誘起結晶構造変態のＸＡＦＳ法

による研究
大阪府立大学 岩瀬　彰宏 27A, 27B

2016G040 一次元電子系物質への多孔性の導入による新しい電子物性変換機能の創出 東北大学 井口　弘章 NW2A

2016G043 EXAFS解析によるプルシャンブルー類似体の不純物局所構造 筑波大学 守友　浩 9C

2016G054 X線発光分光によるCu12Pn4S13(Pn =Sb,As)の金属半導体転移の研究 広島大学 佐藤　仁 7C

2016G056 Agゼオライトにおける発光メカニズムの解明 弘前大学 宮永　崇史
11A, 11B,
NW10A

2016G057 金属ドーピングしたタンタル酸ナトリウム光触媒のXAFS解析 神戸大学 大西　洋
12C, NW10A

2016G064 イメージングXAFS法よるガラス固化試料中の異種元素間相関解析 日本原研機構 岡本　芳浩 27B

2016G069 バイオマス変換に活性なニオブ系複合酸化物触媒のXAFSによる活性構造

に関する研究
千葉大学 一國　伸之 12C, NW10A

2016G070 マイクロビーム共鳴X線散乱によるキラル液晶副次相の超格子構造解析 京都大学 高西　陽一 4A

2016G074 バナジウムホスホネートMOFナノシートの構造と層剥離過程の解明 東京農工大学 前田　和之 12C, NW10A

2016G078 不飽和アルデヒドのC=O結合選択水素化を可能にする酸化物固定化PtSn触
媒のXAFS構造解析

名古屋大学 邨次　智 12C, NW10A

2016G084 酸化還元活性を有する機能性分子システムの速度論的創出 東京工業大学 河野　正規 NW2A

2016G085 火山ガラスのFe-K端XANES局所分析によるアセノスフェアマントルの酸

化還元状態の決定
静岡大学 石橋　秀巳 4A

３．化学・材料
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2016G086 酸化還元状態に鋭敏に応答する元素群から読み解く堆積環境 東京大学 松尾　基之 9A, NW10A

2016G093 XAFSによるRu系バイメタリックナノクラスター触媒の選択酸化反応活性

に直結する局所構造解明
名古屋大学 邨次　智 12C, NW10A

2016G099 XAS測定を用いたNa・Kイオン二次電池用チタン酸化物とKTi2(PO4)3の充放電機

構の解明
東京理科大学 駒場　慎一 9C

2016G100 固体状態における曲面π共役分子の動的特性の解明 大阪大学 燒山　佑美 NW2A

2016G101 XAFS法によるミセル内Sr(II)選択的錯形成反応の構造化学的研究 総合科学研究機構 阿久津　和宏 27B

2016G103 Ｘ線マイクロビームによるリチウムイオン電池セル断面におけるLi+反応分布のオ
ペランド計測

（株） 日立製作所 平野　辰巳
9C, 15A1

2016G105* 高エネルギーX線回折法による含水非晶質炭酸カルシウムの構造解析 東北大学 有馬　寛 7C, NW10A

2016G106 炭素ミクロ孔内における陰イオン過剰吸着状態の解明 岡山大学 大久保　貴広 9A, NW10A

2016G108 軟X線吸収分光による蓄電デバイスの電子構造と酸化還元機構の解明 産総研 朝倉　大輔 7A, 9A, 11B

2016G109 XANAMによるナノスケール表面元素イメージングと空間分解能評価 名古屋大学 鈴木　秀士 7C

2016G110 アルカリ塩化物添加時のCsフリー鉱化法による粘土鉱物からのCs及びK脱

離反応のXAFS観察
日本原研機構 下山　巖 11A, 27A, 27B

2016G112 非破壊XRF/XAFSによる古代ガラス製品の二次生産工房の推定法の開発 東京理科大学 阿部　善也
12C, NW10A,
4A

2016G114 炭酸塩中のCu, V化学種分析に基づく古海洋酸化還元状態の復元 海洋研究開発機構 中田　亮一 12C, 4A

2016G118 XAFSを用いた原子炉圧力容器鋼の照射脆化に関する微細組織観察 日本原研機構 高見澤　悠 27A, 27B
2016G122 貴金属ミニマム化のための部分被覆型金属担持触媒のXAFS解析 九州大学 永長　久寛 9C, NW10A

2016G124 溶融塩処理法を用いた汚染土壌からのセシウム脱離とその構造解析 日本原研機構 本田　充紀 27A, 27B

2016G130 微細な隕石鉱物に含まれるFeの状態分析 東北大学 杉山　和正 12C, 15A1

2016G131 放射光X線による銅代謝異常の発症と憎悪機構：新規モデル動物と合わせ

た解析
藤田保健衛生大学 松浦　晃洋 4A

2016G132 Study of microstructures of strain glassy phase in shape memory alloys using
XAFS Goa Univ.  INDIA PRIOLKAR

Kaustubh 12C

2016G135 XAFS Study of MnFe1-yMy(PxGe1-x) (M=Cr, Co, Ni, Cu) Compounds
Inner Mongolia
Normal Univ.,
CHINA

LI　Yingjie 9A, 12C

2016G136 エックス線吸収微細構造を用いた溶液中における窒化銅ナノ粒子の生成過

程の追跡と生成物の原子構造解析
産総研 中村　考志 9C

2016G139 NiO, ZnO系希薄磁性半導体ナノ微粒子の3d遷移金属ドープ効果とXAFSによる
局所構造解析

横浜国立大学 一柳　優子 12C

2016G188 Csの同位体分離回収のための選択吸蔵材料の探索 日本原研機構 関口　哲弘 27A, 27B

2016G009 Crystal structure of human TSLP-TSLPR-IL7R ternary complex Korea Univ.,
KOREA

Young Ho
JEON 1A

2016G010 細菌2-ヒドロキシ酸脱水素酵素の構造-機能相関の解析 東京理科大学 田口　速男 5A, NW12A
2016G012 巨大ヘモグロビンの協同性因子存在下での酸素解離機構の構造基盤 東京医科歯科大学 沼本　修孝 1A, 5A, 17A

2016G013 担子菌のバイオマス分解に関与するファミリー131タンパク質の構造解析 東京農工大学 殿塚　隆史 NW12A

2016G014 光活性化cyclicAMP合成酵素PACの構造解析 横浜市立大学 朴　三用 1A, 17A

2016G015 Crystallographic studies of mechanosensitive channels in complex with lipid
molecules

Institute of
Biophysics, CHINA

Zhenfeng
LIU 1A, 17A

2016G018 [NiFe]ヒドロゲナーゼ成熟化タンパク質の構造生物学的研究 京都大学 三木　邦夫
1A, 5A, 17A,
NE3A, NW12A

2016G026 イネ由来生理活性タンパク質の機能発現に関わる分子機構の解明 新潟大学 落合　秋人 5A, NW12A

2016G033 高選択性阻害剤の創出を促進するMAP2Kの活性制御機構及び基質認識機

構の解明
大阪府立大学 木下　誉富 1A, 17A, NE3A

2016G038* プロテアソーム形成機構の構造基盤解明 自然科学研究機構 加藤　晃一
1A, 5A, 17A,
NE3A, NW12A

2016G041* X-ray Crystallographic Studies on Mitochondrial Ca2+ Regulatory Proteins
Gwangju Institute of
Science and
Technology, KOREA

EOM　Soo
Hyun

5A, 17A,
NW12A

2016G044 Crystallographic Analysis of Membrane Proteins and protein complexes in Higher
Plant Photosystem II

Institute of
Biophysics, CHINA

Wenrui
CHANG 1A, 5A

2016G048* V型ATPaseの回転分子機構解明を目指したX線結晶構造解析 千葉大学 村田　武士 1A, 17A

2016G053 カテコール生合成酵素のX線結晶構造解析 東京大学 田之倉　優
5A, 17A, NE3A,
NW12A

2016G055 グルクロノキシラン分解酵素の構造機能解析
農業生物資源研究
所

藤本　瑞
1A, 5A, 17A,
NE3A, NW12A

2016G073 ミトコンドリアに誤局在したペルオキシソーム膜蛋白質の品質管理に働く

ATAD1の構造生物学的研究
九州大学 丹羽　一

5A, 17A, NE3A,
NW12A

2016G081 視覚関連タンパク質の構造生物学 学習院大学 岡田　哲二 NW12A

2016G082 食中毒原因菌の増殖抑制に資する細菌鉄輸送タンパク質のX線結晶構造解

析
東京大学 永田　宏次 1A

４．生命科学Ⅰ



PF NEWS Vol. 33 No. 4  FEB, 2016 - 46 - 掲示板

2016G083 ビフィズス菌の植物由来β-アラビノオリゴ糖鎖分解酵素の構造解析 東京大学 伏信　進矢
1A, 5A, 17A,
NE3A, NW12A

2016G087 HIV予防薬開発を目指したアクチノヒビンと糖鎖との構造解析 いわき明星大学 角田　大 NW12A

2016G091 翻訳制御因子の活性化機構の解明 産総研 竹下　大二郎 1A, 17A

2016G092* 蛋白質中の空隙を利用した分子デバイスの創製 北海道大学 田中　良和 NE3A

2016G095 X線結晶解析によるキネシンモーター蛋白質制御機構の解析 東京大学 廣川　信隆
1A, 5A, 17A,
NW12A

2016G102 配列データベース由来L-スレオニン脱水素酵素群のX線結晶構造解析 静岡県立大学 中野　祥吾
5A, 17A, NE3A,
NW12A

2016G116* X線結晶回折測定と小角散乱測定による植物特異的アクチン重合因子

CHUP1複合体の構造解析
九州大学 神田　大輔

1A, 5A, 6A,
10C, 17A,
NE3A, NW12A,
15A2

2016G117 非天然アミノ酸を認識するアミノアシルtRNA合成酵素の構造生物学的研

究
産総研 中村　彰良 5A, 17A

2016G129* クロマチン上で起こる相同組換えの構造生物学的解析 明星大学 香川　亘 1A, 17A

2016G137 Variovorax属細菌由来βフェニルアラニンアミノアシラーゼのX線結晶構造

解析
東京電機大学 夏目　亮

1A, 5A, 17A,
NE3A, NW12A

2016G140 大腸菌のグロビン結合型センサー酵素YddVのX線結晶構造解析 福島県立医科大学
五十嵐　城太

郎

5A, NE3A,
NW12A

2016G141 tRNAの成熟に関する酵素複合体の結晶構造解析 北海道大学 姚　閔
1A, 5A, 17A,
NW12A

2016G150 C型レクチン様受容体LLT1とNKRP1Aの複合体構造解析 北海道大学 喜多　俊介
1A,5A, 10C,
17A, NE3A

2016G162 新規なテルペン合成酵素に関する構造生物学的研究 東京大学 葛山　智久
5A, NE3A,
NW12A

2016G167 ヒトノイラミニダーゼのX線結晶構造解析 KEK物構研 小祝　孝太郎 1A, 17A

2016G169 ウイルス複製タンパク質の構造解明
農業生物資源研究
所

加藤　悦子 5A, 17A

2016G170 植物花成複合体の機能構造解析 京都大学 大木　出 1A, 5A, NW12A

2016G172 液胞型V-ATPaseの構造研究
宇宙航空研究開発
機構

岩田　茂美 1A, 17A

2016G173 キノコ由来不凍タンパク質のX線結晶構造解析 産総研 近藤　英昌 5A, 17A

2016G176* 創薬基盤としてのキサンチン酸化還元酵素基質導入機構解析 日本医科大学 岡本　研
5A, 17A, NE3A,
NW12A

2016G179 Mycoplasma pneumoniae の細胞接着性に関連するタンパク質の構造解析 国立感染症研究所 見理　剛 NW12A

2016G180 CENP-SX複合体のX線結晶構造解析 東京理科大学 西野　達哉 17A, NW12A

2016G181 三量体オートトランスポーターの外膜輸送の構造生物学 名古屋大学 鈴木　淳巨 17A

2016G182 Citrobacter S-77由来酸素耐性ヒドロゲナーゼの構造化学 兵庫県立大学 西川　幸志 NE3A

2016G184 Development of novel anti-flatworm compounds by structure based drug design Korea Univ.,
KOREA

Kwang Yeon
HWANG 17A, NE3A

2016G185* Structure-based new approach to investigation of pH-dependent fusion dynamics
of viral protein and RdRp precursor

Korea Univ.,
KOREA

Kyung Hyun
KIM 17A

2016G187 Structural changes of aspartate Tar receptor periplasmic domain from Escherichia
coli by ligand binding

沖縄科学技術大学
院大学

Andrew
MUGO 1A, 5A

2016G199* Structure-based design of inhibitors against protein targets of therapeutic interest. 東京大学 浩平　津本
5A, NE3A,
NW12A

2016G002 胆汁酸混合ミセルの立体構造解析と構造活性相関の検討 摂南大学 相澤　秀樹 6A

2016G004 金ナノ粒子イメージングのためのマルチピンホール蛍光X線CTの開発 山形大学 湯浅　哲也 NE7A

2016G022 低エネルギー斜入射小角散乱法による有機薄膜の深さ分解構造解析 名古屋工業大学 山本　勝宏 10C, 15A2

2016G023 高分子のせん断時に観測される配向前駆体の広い空間スケールでの解析 山形大学 松葉　豪 6A

2016G024 主鎖骨格中に長鎖分岐が等間隔に配置されたポリエチレンの結晶化挙動に

関する研究
東京大学 篠原　佑也 6A

2016G027 溶液中でのリボソーム成熟過程における5S RNP複合体の研究 北海道大学 姚　閔 15A2

2016G028 結晶性－結晶性２元ブロック共重合体の同時等温結晶化過程の観察と協同

的結晶化機構の解明
東京工業大学 野島　修一 10C

2016G032 モデルポテンシャルフリー法によるタンパク質小角X線散乱構造因子の解

析と人工タンパク質の単分散化
富山県立大学 磯貝　泰弘 10C

2016G034 老化過程の高感度X線CTによる画像データベース（脳）作成 北里大学
Thet Thet
LWIN 14C

2016G036 異常小角散乱法によるネットワーク型相分離構造中におけるホモポリマー

の分布状態
名古屋工業大学 山本　勝宏 10C, 15A2

2016G039 臓器再生医療を目指したＸ線位相コントラスト画像法の開発 首都大学東京 関根　紀夫 14C

2016G045 Si-APDピクセルアレイX線検出器による30μm空間分解能・0.5ナノ秒時間

分解計測
KEK物構研 岸本　俊二 14A

５．生命科学II
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2016G046 重元素ナノ粒子添加やオージェフリー発光を利用する高速シンチレータの

開発
KEK物構研 岸本　俊二 14A, NE7A

2016G047 核共鳴散乱測定のための比例モードSi-APD型高速X線シンチレーション検

出器の開発
KEK物構研 岸本　俊二 14A

2016G049* 蛋白質の折りたたみ反応初期における分子収縮とαヘリックス形成の因果

関係
創価大学 池口　雅道 10C

2016G050 倍率可変X線ブラッグ光学系の開発と応用 KEK物構研 平野　馨一 14B, 3C

2016G051 ナノエマルション油滴中でのアルカンの異方的な結晶成長 首都大学東京 川端　庸平 6A

2016G052 構造色を示す長鎖アルキル界面活性剤水溶液のラメラゲル構造 首都大学東京 川端　庸平 15A2

2016G058 生体脂質膜の力学的特性が２分子膜液晶相からキュービック相への相転移

の素過程に与える効果
静岡大学 岡　俊彦 6A, 15A2

2016G060 AlおよびMgのＫ吸収端を利用したＡｌＭｇーＸ系合金の低温相転移機構の解明 京都大学 奥田　浩司 6A, 11A
2016G062 ポリウレアの結晶相転移挙動の観察と制御法の確立 山形大学 松葉　豪 6A

2016G065* Ｘ線位相イメージングによる蓄電デバイスのイオン挙動のオペランド計測 （株） 日立製作所 平野　辰巳 14C

2016G071 新素材を用いたマイクロパターンガス検出器の開発 山形大学 門叶　冬樹 14A

2016G076 新規油脂結晶化促進剤表面に生成する油脂結晶の構造に関するX線散乱お

よび分光学的研究
大阪大学 金子　文俊 6A, 15A2

2016G077* 神経軸索伸長に関与する蛋白質分子集団の相互作用/構造解析
奈良先端科学技術
大学院大学

上久保　裕生 10C

2016G088 パワーデバイス用単結晶の歪分布イメージング KEK物構研 高橋　由美子 14B, 3C

2016G098* 投影型光学系による軟X線位相イメージングの生物試料観察への検討 東海大学 伊藤　敦 11A, 16A

2016G104 力学的にタフな高分子－クレイブレンドハイドロゲルの構造、力学物性、

クレイ－高分子間相互作用の関係
群馬大学 武野　宏之 10C

2016G113 時間分割 in-situ X線回折法による OPO/POP 分子間化合物の形成過程の解

明
広島大学 上野　聡 6A

2016G116* X線結晶回折測定と小角散乱測定による植物特異的アクチン重合因子

CHUP1複合体の構造解析
九州大学 神田　大輔

1A, 5A, 6A,
10C, 17A,
NE3A, NW12A,
15A2

2016G121 高密度物質中のガスハイドレートの可視化 産総研 竹谷　敏 14C

2016G133 X線トポグラフィーによるワイドギャップ半導体の欠陥評価 産総研 山口　博隆 20B, 3C

2016G146* セラミド1リン酸を含む 細胞間脂質モデルの構造解析 星薬科大学 小幡　誉子 6A, 10C

2016G147 X線小角散乱法による植物性食品タンパク質水和集合体の階層構造解析 京都大学 佐藤　信浩 10C

2016G148 X線トポグラフィによる単結晶ダイヤモンドエピ膜の欠陥評価 産総研 加藤　有香子 14B, 20B, 3C

2016G149 メカノクロミックフォトニック膜のナノ構造調査 名古屋大学 野呂　篤史 15A2

2016G150 C型レクチン様受容体LLT1とNKRP1Aの複合体構造解析 北海道大学 喜多　俊介
1A, 5A, 10C,
17A, NE3A

2016G151 専門分化し，活性担当およびシャペロン担当ユニットからなるヘテロ二量

体が存在することを証明する
北海道大学 尾瀬　農之 10C, 15A2

2016G153 改良型蛋白質ナノブロックによる自己組織化超分子複合体のX線溶液散乱

構造解析
信州大学 新井　亮一 6A, 10C, 15A2

2016G160* 小角X線散乱による液晶・高分子溶液の異方的相分離構造の解析 KEK物構研 根本　文也 10C

2016G171* 3D形態観察のための新しい位相X線顕微鏡の開発とヒト胚子画像解析 京都大学 山田　重人 14B, 14C

2016G174 小角X線散乱による転写因子と基本転写因子群の相互作用解析 京都大学 井上　倫太郎 10C

2016G189 回転機構を有しない屈折角分解能のサイズ効果評価用試料に関する研究 金沢大学 岡本　博之 14B

2016G191* 高い空間分解能を有するシンチレーションガス検出器の開発 産総研 藤原　健 14A, 14C

2016G192 ラフト様秩序相をターゲットとした局所麻酔薬の脂質膜構造に対する影響 九州大学 木下　祥尚 6A

2016G195 繰り返しひずみによる低立体規則性ポリプロピレンの結晶高次構造の変化 山形大学 西辻　祥太郎 6A

課題名等は申請時のものです。*印は条件付き採択課題。
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受理番号 課　　題　　名 所属 実験責任者 ビームライン

2015P010 低エネルギー領域におけるSiO2極薄膜中での光電子の挙動の解明 産総研 今村 元泰 3B

2015P011 重い電子系CeNiとフェリ磁性体GdNiの混晶系におけるCe,Niの磁気モーメントの

崩壊的 減少の攻究
日本大学 矢野 一雄 16A

2015P009 酢酸セルロース―ジルコニウムアルコキシドハイブリッドファイバーの微細構造解
析

福井大学 浅井　華子 12C

2015P013 XAS investigation of irradiation damage in iron phosphate glass and zirconolite
ceramic

Univ. of Sheffield,
UK Shikuan　SUN 9A

2015P014 XAFSによるパイロクロア型Sn系酸化物の半導体起源の解明 産総研 相浦　義弘 9A, NW10A

2015P015 ラウエ型結晶多波回折を用いたX線二次元位相イメージングの開発 東北大学 呉 彦霖 14B

５．生命科学II

３．化学・材料

平成27年後期からこれまでに採択されたP型課題

１．電子物性
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調整調整調整調整

      

　平成 27 年度第２期配分結果一覧
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中嶋中嶋中嶋中嶋大大大大

中辻中辻中辻中辻
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近藤近藤近藤近藤敏啓敏啓敏啓敏啓

原田原田原田原田俊太俊太俊太俊太



平野平野平野平野辰巳辰巳辰巳辰巳

木村木村木村木村正雄正雄正雄正雄
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真庭真庭真庭真庭
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調整調整調整調整
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立上調整立上調整立上調整立上調整
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調整調整調整調整
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湯浅湯浅湯浅湯浅
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北尾北尾北尾北尾
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立上調整立上調整立上調整立上調整
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調整調整調整調整

鈴木鈴木鈴木鈴木
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神戸神戸神戸神戸

沼子沼子沼子沼子千弥千弥千弥千弥
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熊井熊井熊井熊井
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調整調整調整調整
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林林林林久史久史久史久史

杉山杉山杉山杉山
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調整調整調整調整

金井金井金井金井

若林若林若林若林大佑大佑大佑大佑



近藤近藤近藤近藤忠忠忠忠

奥田奥田奥田奥田浩司浩司浩司浩司

岡本岡本岡本岡本芳浩芳浩芳浩芳浩

千田千田千田千田俊哉俊哉俊哉俊哉

手塚手塚手塚手塚泰久泰久泰久泰久

小野小野小野小野

鈴木鈴木鈴木鈴木真也真也真也真也

奥平奥平奥平奥平幸司幸司幸司幸司

新井新井新井新井亮一亮一亮一亮一



松下松下松下松下正正正正

野澤野澤野澤野澤俊介俊介俊介俊介

尾高尾高尾高尾高

池本池本池本池本弘之弘之弘之弘之

松下松下松下松下昌之助昌之助昌之助昌之助

調整調整調整調整

調整調整調整調整

奥田奥田奥田奥田浩司浩司浩司浩司

大井大井大井大井修吾修吾修吾修吾



吉田吉田吉田吉田鉄平鉄平鉄平鉄平

中田中田中田中田正美正美正美正美

本田本田本田本田充紀充紀充紀充紀

水野水野水野水野薫薫薫薫

五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐

立上調整立上調整立上調整立上調整

鍵鍵鍵鍵裕之裕之裕之裕之



調整調整調整調整

小野小野小野小野寛太寛太寛太寛太



三好三好三好三好敏喜敏喜敏喜敏喜

木村木村木村木村宏之宏之宏之宏之

小野小野小野小野

山添山添山添山添誠司誠司誠司誠司

調整調整調整調整

田中田中田中田中隆宏隆宏隆宏隆宏

調整調整調整調整

谷本谷本谷本谷本久典久典久典久典

吉朝吉朝吉朝吉朝朗朗朗朗

木村木村木村木村正雄正雄正雄正雄

丸山丸山丸山丸山純純純純

熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児

熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児

熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児

遠藤遠藤遠藤遠藤理理理理



高西高西高西高西陽一陽一陽一陽一



長嶋長嶋長嶋長嶋泰之泰之泰之泰之





郷田郷田郷田郷田秀一郎秀一郎秀一郎秀一郎

立上調整立上調整立上調整立上調整

冨田冨田冨田冨田雅典雅典雅典雅典

馬場馬場馬場馬場祐治祐治祐治祐治

調整調整調整調整

原田原田原田原田誠誠誠誠原田原田原田原田誠誠誠誠

平野平野平野平野馨一馨一馨一馨一



 一柳一柳一柳一柳

調整調整調整調整



小野小野小野小野寛太寛太寛太寛太

調整調整調整調整

安達安達安達安達

調整調整調整調整 

佐々木佐々木佐々木佐々木裕次裕次裕次裕次

関根関根関根関根俊一俊一俊一俊一

村上村上村上村上洋一洋一洋一洋一



津本津本津本津本浩平浩平浩平浩平

八島八島八島八島正知正知正知正知

近松近松近松近松

鈴木鈴木鈴木鈴木雅雄雅雄雅雄雅雄

松垣松垣松垣松垣直宏直宏直宏直宏



小野小野小野小野寛太寛太寛太寛太

岸本岸本岸本岸本俊二俊二俊二俊二

小野小野小野小野

畠山畠山畠山畠山義清義清義清義清

沓名沓名沓名沓名貴彦貴彦貴彦貴彦

富永富永富永富永大輝大輝大輝大輝



津下津下津下津下

山崎山崎山崎山崎裕一裕一裕一裕一山崎山崎山崎山崎裕一裕一裕一裕一

  

和田和田和田和田      













































































































































前川前川前川前川雅樹雅樹雅樹雅樹



北島北島北島北島昌史昌史昌史昌史





大戸大戸大戸大戸

住野住野住野住野豊豊豊豊

 木村木村木村木村





志波志波志波志波

高橋高橋高橋高橋

横山横山横山横山

大平大平大平大平昭博昭博昭博昭博

客野客野客野客野遥遥遥遥

田中田中田中田中伊知朗伊知朗伊知朗伊知朗

長嶋長嶋長嶋長嶋泰之泰之泰之泰之



保倉保倉保倉保倉明子明子明子明子

鈴木鈴木鈴木鈴木昭夫昭夫昭夫昭夫

鳥飼鳥飼鳥飼鳥飼直也直也直也直也

植草植草植草植草秀裕秀裕秀裕秀裕

大貫大貫大貫大貫敏彦敏彦敏彦敏彦



鍵鍵鍵鍵裕之裕之裕之裕之

矢嶋矢嶋矢嶋矢嶋

雨宮雨宮雨宮雨宮健太健太健太健太

鈴木鈴木鈴木鈴木芳文芳文芳文芳文

高橋高橋高橋高橋

吉田吉田吉田吉田寿雄寿雄寿雄寿雄

小林小林小林小林英一英一英一英一

武野武野武野武野宏之宏之宏之宏之

真庭真庭真庭真庭豊豊豊豊

調整調整調整調整

古池古池古池古池晴信晴信晴信晴信

白澤白澤白澤白澤徹郎徹郎徹郎徹郎

牧尾牧尾牧尾牧尾



小野小野小野小野重明重明重明重明

調整調整調整調整

大村大村大村大村彩子彩子彩子彩子

調整調整調整調整



寺脇寺脇寺脇寺脇

調整調整調整調整



松井松井松井松井利之利之利之利之

調整調整調整調整

関根関根関根関根紀夫紀夫紀夫紀夫

桜井桜井桜井桜井健次健次健次健次

高橋高橋高橋高橋嘉夫嘉夫嘉夫嘉夫

原田原田原田原田誠誠誠誠

幸村幸村幸村幸村孝由孝由孝由孝由

清水清水清水清水伸隆伸隆伸隆伸隆

中井中井中井中井生央生央生央生央

高草木高草木高草木高草木達達達達

澤澤澤澤博博博博

吉田吉田吉田吉田

下村下村下村下村晋晋晋晋

五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐

山添山添山添山添誠司誠司誠司誠司

篠崎篠崎篠崎篠崎彩子彩子彩子彩子

後藤後藤後藤後藤



岩瀬岩瀬岩瀬岩瀬彰宏彰宏彰宏彰宏

冨田冨田冨田冨田雅典雅典雅典雅典

山口山口山口山口博隆博隆博隆博隆

泉泉泉泉厚志厚志厚志厚志





平野平野平野平野馨一馨一馨一馨一

林田林田林田林田清清清清

小野小野小野小野



沓名沓名沓名沓名貴彦貴彦貴彦貴彦

西西西西健吾健吾健吾健吾

永長永長永長永長久寛久寛久寛久寛

河野河野河野河野正規正規正規正規

佐賀山佐賀山佐賀山佐賀山基基基基

遠藤遠藤遠藤遠藤理理理理

星野星野星野星野

飯田飯田飯田飯田厚夫厚夫厚夫厚夫

山崎山崎山崎山崎裕一裕一裕一裕一



泉泉泉泉康雄康雄康雄康雄

夏目夏目夏目夏目

根本根本根本根本文也文也文也文也

組頭組頭組頭組頭広志広志広志広志

清水清水清水清水敏之敏之敏之敏之



小野小野小野小野

松葉松葉松葉松葉豪豪豪豪

栗林栗林栗林栗林貴弘貴弘貴弘貴弘

佐々木佐々木佐々木佐々木岳彦岳彦岳彦岳彦



西村西村西村西村真一真一真一真一

熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児







遊佐遊佐遊佐遊佐斉斉斉斉

大越大越大越大越研人研人研人研人

永井永井永井永井崇之崇之崇之崇之



余余余余珊珊珊珊

雨宮雨宮雨宮雨宮健太健太健太健太

小野小野小野小野



加藤加藤加藤加藤悦子悦子悦子悦子



深谷深谷深谷深谷有喜有喜有喜有喜

尾瀬尾瀬尾瀬尾瀬農之農之農之農之

邨次邨次邨次邨次智智智智

後藤後藤後藤後藤弘匡弘匡弘匡弘匡

阿部阿部阿部阿部

吉岡吉岡吉岡吉岡聰聰聰聰

村上村上村上村上洋一洋一洋一洋一

高橋高橋高橋高橋隆隆隆隆

阿久津阿久津阿久津阿久津和宏和宏和宏和宏



細川細川細川細川伸也伸也伸也伸也

朝倉朝倉朝倉朝倉清高清高清高清高

木村木村木村木村正雄正雄正雄正雄

島雄島雄島雄島雄大介大介大介大介

小野小野小野小野

山口山口山口山口峻英峻英峻英峻英

山口山口山口山口周周周周

調整調整調整調整

木村木村木村木村正雄正雄正雄正雄

村上村上村上村上洋一洋一洋一洋一



津本津本津本津本

中尾中尾中尾中尾裕則裕則裕則裕則

圓谷圓谷圓谷圓谷志郎志郎志郎志郎

高垣高垣高垣高垣敦敦敦敦

金井金井金井金井要要要要

若林若林若林若林大佑大佑大佑大佑

近藤近藤近藤近藤

奥平奥平奥平奥平幸司幸司幸司幸司

松下松下松下松下正正正正

  

野澤野澤野澤野澤俊介俊介俊介俊介

大井大井大井大井修吾修吾修吾修吾



水野水野水野水野薫薫薫薫

立上調整立上調整立上調整立上調整

鍵鍵鍵鍵裕之裕之裕之裕之



調整調整調整調整

木村木村木村木村宏之宏之宏之宏之

田中田中田中田中隆宏隆宏隆宏隆宏

吉朝吉朝吉朝吉朝朗朗朗朗

熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児

熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児

遠藤遠藤遠藤遠藤理理理理

高西高西高西高西陽一陽一陽一陽一



長嶋長嶋長嶋長嶋泰之泰之泰之泰之
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北島北島北島北島昌史昌史昌史昌史



鈴木鈴木鈴木鈴木

田中田中田中田中良和良和良和良和

山口山口山口山口周周周周

伊藤伊藤伊藤伊藤俊将俊将俊将俊将

組頭組頭組頭組頭

齋藤齋藤齋藤齋藤

鈴木鈴木鈴木鈴木雅雄雅雄雅雄雅雄



調整調整調整調整 

小野小野小野小野寛太寛太寛太寛太

山本山本山本山本

近藤近藤近藤近藤

間瀬間瀬間瀬間瀬

平井平井平井平井光博光博光博光博

稲田稲田稲田稲田康宏康宏康宏康宏

佐々木佐々木佐々木佐々木



中田中田中田中田

山田山田山田山田

松村松村松村松村

稲田稲田稲田稲田康宏康宏康宏康宏

伏信伏信伏信伏信

寺尾寺尾寺尾寺尾憲憲憲憲

植草植草植草植草秀裕秀裕秀裕秀裕

立上調整立上調整立上調整立上調整

調整調整調整調整

林林林林純一純一純一純一





松田松田松田松田

平井平井平井平井光博光博光博光博

上田上田上田上田純平純平純平純平

春木春木春木春木理恵理恵理恵理恵

中島中島中島中島将博将博将博将博

調整調整調整調整

宮原宮原宮原宮原

大久保大久保大久保大久保貴広貴広貴広貴広

若林若林若林若林大佑大佑大佑大佑



新井新井新井新井宗仁宗仁宗仁宗仁

藤森藤森藤森藤森淳淳淳淳

横谷横谷横谷横谷明徳明徳明徳明徳

奥平奥平奥平奥平幸司幸司幸司幸司

秋本秋本秋本秋本晃一晃一晃一晃一



調整調整調整調整 黒河黒河黒河黒河

雨宮雨宮雨宮雨宮健太健太健太健太

奥田奥田奥田奥田浩司浩司浩司浩司

木村木村木村木村千里千里千里千里

金金金金歌歌歌歌

郡司郡司郡司郡司修一修一修一修一

近藤近藤近藤近藤

高橋高橋高橋高橋嘉夫嘉夫嘉夫嘉夫

調整調整調整調整

伊藤伊藤伊藤伊藤敦敦敦敦

幸村幸村幸村幸村孝由孝由孝由孝由

森田森田森田森田剛剛剛剛

栗林栗林栗林栗林貴弘貴弘貴弘貴弘

横山横山横山横山利彦利彦利彦利彦



澤澤澤澤博博博博

今井今井今井今井洋輔洋輔洋輔洋輔

金井金井金井金井要要要要

山本山本山本山本篤史郎篤史郎篤史郎篤史郎



高橋高橋高橋高橋嘉夫嘉夫嘉夫嘉夫

調整調整調整調整調整調整調整調整

富田富田富田富田

一國一國一國一國伸之伸之伸之伸之

丹羽丹羽丹羽丹羽健健健健丹羽丹羽丹羽丹羽健健健健

三輪三輪三輪三輪洋平洋平洋平洋平

 木村木村木村木村真一真一真一真一木村木村木村木村

下山下山下山下山巖巖巖巖

小田切小田切小田切小田切丈丈丈丈小田切小田切小田切小田切丈丈丈丈

清水清水清水清水敏之敏之敏之敏之

川村川村川村川村幸裕幸裕幸裕幸裕川村川村川村川村幸裕幸裕幸裕幸裕







熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児

組頭組頭組頭組頭広志広志広志広志



山崎山崎山崎山崎裕一裕一裕一裕一山崎山崎山崎山崎裕一裕一裕一裕一

光延光延光延光延聖聖聖聖



渕崎渕崎渕崎渕崎員弘員弘員弘員弘渕崎渕崎渕崎渕崎員弘員弘員弘員弘



 木村木村木村木村

岡本岡本岡本岡本芳浩芳浩芳浩芳浩



桑原桑原桑原桑原



調整調整調整調整
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中井中井中井中井生央生央生央生央

山浦山浦山浦山浦一成一成一成一成
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大山大山大山大山順也順也順也順也
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志波志波志波志波

若林若林若林若林



川端川端川端川端

村上村上村上村上

八巻八巻八巻八巻

成田成田成田成田
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細川細川細川細川
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松浦松浦松浦松浦晃洋晃洋晃洋晃洋
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安武安武安武安武
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立上調整立上調整立上調整立上調整
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岸本岸本岸本岸本俊二俊二俊二俊二

松田松田松田松田

今園今園今園今園孝志孝志孝志孝志今園今園今園今園孝志孝志孝志孝志
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真壁真壁真壁真壁
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調整調整調整調整

尾崎尾崎尾崎尾崎

調整調整調整調整

鈴木鈴木鈴木鈴木昭夫昭夫昭夫昭夫



中野中野中野中野智志智志智志智志

丸林丸林丸林丸林弘典弘典弘典弘典

大川大川大川大川万里生万里生万里生万里生

小田切小田切小田切小田切丈丈丈丈小田切小田切小田切小田切丈丈丈丈

中山中山中山中山敦子敦子敦子敦子中山中山中山中山敦子敦子敦子敦子



調整調整調整調整

松田松田松田松田

稲田稲田稲田稲田康宏康宏康宏康宏

安藤安藤安藤安藤慎治慎治慎治慎治

村上村上村上村上洋一洋一洋一洋一
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阿部阿部阿部阿部



調整調整調整調整

畑畑畑畑安雄安雄安雄安雄

山本山本山本山本隆文隆文隆文隆文

塩谷塩谷塩谷塩谷正俊正俊正俊正俊

松浦松浦松浦松浦治明治明治明治明
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松垣松垣松垣松垣直宏直宏直宏直宏



高木高木高木高木

薮田薮田薮田薮田久人久人久人久人

高田高田高田高田英治英治英治英治

松田松田松田松田

山本山本山本山本知之知之知之知之

渡部渡部渡部渡部創創創創

稲田稲田稲田稲田康宏康宏康宏康宏

阿部阿部阿部阿部仁仁仁仁

村上村上村上村上洋一洋一洋一洋一

手塚手塚手塚手塚泰久泰久泰久泰久

岡林岡林岡林岡林潤潤潤潤

藤本藤本藤本藤本

和達和達和達和達大樹大樹大樹大樹

高橋高橋高橋高橋嘉夫嘉夫嘉夫嘉夫
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山田山田山田山田洋一洋一洋一洋一

松村松村松村松村武武武武松村松村松村松村武武武武
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秋本秋本秋本秋本晃一晃一晃一晃一
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郡司郡司郡司郡司修一修一修一修一

幸村幸村幸村幸村孝由孝由孝由孝由

栗林栗林栗林栗林貴弘貴弘貴弘貴弘栗林栗林栗林栗林貴弘貴弘貴弘貴弘

調整調整調整調整

調整調整調整調整調整調整調整調整
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野澤野澤野澤野澤俊介俊介俊介俊介

立上調整立上調整立上調整立上調整立上調整立上調整立上調整立上調整
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稲田稲田稲田稲田康宏康宏康宏康宏稲田稲田稲田稲田康宏康宏康宏康宏

五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐
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柳原柳原柳原柳原英人英人英人英人柳原柳原柳原柳原英人英人英人英人

山崎山崎山崎山崎裕一裕一裕一裕一山崎山崎山崎山崎裕一裕一裕一裕一

前川前川前川前川雅樹雅樹雅樹雅樹

調整調整調整調整

横山横山横山横山利彦利彦利彦利彦横山横山横山横山利彦利彦利彦利彦







小野小野小野小野重明重明重明重明

上野上野上野上野聡聡聡聡

組頭組頭組頭組頭広志広志広志広志

渡部渡部渡部渡部創創創創

圓谷圓谷圓谷圓谷志郎志郎志郎志郎

丸山丸山丸山丸山美帆子美帆子美帆子美帆子丸山丸山丸山丸山美帆子美帆子美帆子美帆子









志岐志岐志岐志岐成友成友成友成友志岐志岐志岐志岐成友成友成友成友

金子金子金子金子文俊文俊文俊文俊

高橋高橋高橋高橋嘉夫嘉夫嘉夫嘉夫

白方白方白方白方祥祥祥祥



保倉保倉保倉保倉明子明子明子明子

調整調整調整調整

渡邉渡邉渡邉渡邉



岸本岸本岸本岸本俊二俊二俊二俊二

田之倉田之倉田之倉田之倉

上野上野上野上野聡聡聡聡



松浦松浦松浦松浦

雨宮雨宮雨宮雨宮健太健太健太健太

野呂野呂野呂野呂篤史篤史篤史篤史





阪東阪東阪東阪東恭子恭子恭子恭子

橋口橋口橋口橋口隆生隆生隆生隆生

村上村上村上村上洋一洋一洋一洋一

岡林岡林岡林岡林潤潤潤潤



北村北村北村北村未歩未歩未歩未歩

若林若林若林若林大佑大佑大佑大佑

村上村上村上村上

八巻八巻八巻八巻

成田成田成田成田

保倉保倉保倉保倉

熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児

細川細川細川細川

伊藤伊藤伊藤伊藤正久正久正久正久

道村道村道村道村真司真司真司真司

近藤近藤近藤近藤

大藤大藤大藤大藤弘明弘明弘明弘明

伊藤伊藤伊藤伊藤

中井中井中井中井生央生央生央生央

朝倉朝倉朝倉朝倉

藤井藤井藤井藤井孝太郎孝太郎孝太郎孝太郎

高橋高橋高橋高橋隆隆隆隆高橋高橋高橋高橋隆隆隆隆

原田原田原田原田



田中田中田中田中清明清明清明清明

手塚手塚手塚手塚泰久泰久泰久泰久

小澤小澤小澤小澤健一健一健一健一

和田和田和田和田健健健健

稲田稲田稲田稲田

  

今園今園今園今園孝志孝志孝志孝志

調整調整調整調整

沖本沖本沖本沖本洋一洋一洋一洋一

木下木下木下木下誉富誉富誉富誉富

 樋口樋口樋口樋口

下山下山下山下山
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五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐教之教之教之教之

 豊田豊田豊田豊田

本田本田本田本田充紀充紀充紀充紀

矢嶋矢嶋矢嶋矢嶋

調整調整調整調整

安達安達安達安達基泰基泰基泰基泰

玉田玉田玉田玉田太郎太郎太郎太郎

竹谷竹谷竹谷竹谷

高橋高橋高橋高橋由美子由美子由美子由美子

高橋高橋高橋高橋

稲田稲田稲田稲田康宏康宏康宏康宏

佐藤佐藤佐藤佐藤信浩信浩信浩信浩

五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐教之教之教之教之

調整調整調整調整

中井中井中井中井生央生央生央生央

西田西田西田西田圭佑圭佑圭佑圭佑

森森森森嘉久嘉久嘉久嘉久

調整調整調整調整

村上村上村上村上洋一洋一洋一洋一

上野上野上野上野聡聡聡聡

西村西村西村西村真一真一真一真一

立上調整立上調整立上調整立上調整

上原上原上原上原章寛章寛章寛章寛

馬場馬場馬場馬場祐治祐治祐治祐治

五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐教之教之教之教之

野口野口野口野口

立上調整立上調整立上調整立上調整



西川西川西川西川



竹谷竹谷竹谷竹谷敏敏敏敏

桜井桜井桜井桜井健次健次健次健次

坂倉坂倉坂倉坂倉輝俊輝俊輝俊輝俊



松尾松尾松尾松尾基之基之基之基之

菅原菅原菅原菅原勝康勝康勝康勝康

本田本田本田本田真也真也真也真也

稲田稲田稲田稲田康宏康宏康宏康宏

吉田吉田吉田吉田真明真明真明真明

藤原藤原藤原藤原理賀理賀理賀理賀

澤澤澤澤博博博博

細川細川細川細川伸也伸也伸也伸也

坂井坂井坂井坂井伸行伸行伸行伸行



松浦松浦松浦松浦晃洋晃洋晃洋晃洋

近藤近藤近藤近藤寛寛寛寛

木村木村木村木村正雄正雄正雄正雄



小田切小田切小田切小田切丈丈丈丈

間瀬間瀬間瀬間瀬一彦一彦一彦一彦間瀬間瀬間瀬間瀬一彦一彦一彦一彦



栗林栗林栗林栗林貴弘貴弘貴弘貴弘

調整調整調整調整

立上調整立上調整立上調整立上調整

      













































































































































    

門馬門馬門馬門馬綱一綱一綱一綱一

山崎山崎山崎山崎裕一裕一裕一裕一

前川前川前川前川雅樹雅樹雅樹雅樹



丸山丸山丸山丸山

志岐志岐志岐志岐成友成友成友成友

調整調整調整調整



葛山葛山葛山葛山智久智久智久智久

大戸大戸大戸大戸

小幡小幡小幡小幡誉子誉子誉子誉子

 

神長神長神長神長輝一輝一輝一輝一

調整調整調整調整

調整調整調整調整 

小野小野小野小野寛太寛太寛太寛太

高木高木高木高木秀彰秀彰秀彰秀彰

橋本橋本橋本橋本亮亮亮亮



井上井上井上井上倫太郎倫太郎倫太郎倫太郎

調整調整調整調整

高橋高橋高橋高橋嘉夫嘉夫嘉夫嘉夫

岡林岡林岡林岡林

尾瀬尾瀬尾瀬尾瀬農之農之農之農之



伏信伏信伏信伏信

有馬有馬有馬有馬寛寛寛寛

鈴木鈴木鈴木鈴木昭夫昭夫昭夫昭夫

阿部阿部阿部阿部

原田原田原田原田雅史雅史雅史雅史

 

 横谷横谷横谷横谷

豊田豊田豊田豊田昌宏昌宏昌宏昌宏



有田有田有田有田恭平恭平恭平恭平



高橋高橋高橋高橋浩浩浩浩

鈴木鈴木鈴木鈴木道生道生道生道生

満身満身満身満身稔稔稔稔

姚姚姚姚閔閔閔閔

中村中村中村中村将志将志将志将志

深谷深谷深谷深谷亮亮亮亮

新井新井新井新井

調整調整調整調整



佐賀山佐賀山佐賀山佐賀山基基基基

湯口湯口湯口湯口宜明宜明宜明宜明

 

伊藤伊藤伊藤伊藤敦敦敦敦

足立足立足立足立純一純一純一純一

松垣松垣松垣松垣直宏直宏直宏直宏



阪本阪本阪本阪本

山崎山崎山崎山崎裕一裕一裕一裕一

藤間藤間藤間藤間祥子祥子祥子祥子

 小澤小澤小澤小澤

高橋高橋高橋高橋浩浩浩浩



沼子沼子沼子沼子

熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児

吉田吉田吉田吉田真明真明真明真明

大木大木大木大木

西脇西脇西脇西脇芳典芳典芳典芳典

阿部阿部阿部阿部伸行伸行伸行伸行

調整調整調整調整

関根関根関根関根俊一俊一俊一俊一

原田原田原田原田雅史雅史雅史雅史



谷本谷本谷本谷本久典久典久典久典

 

下志万下志万下志万下志万貴博貴博貴博貴博

松井松井松井松井利之利之利之利之

稲葉稲葉稲葉稲葉





三好三好三好三好敏喜敏喜敏喜敏喜

 小澤小澤小澤小澤

池本池本池本池本弘之弘之弘之弘之

調整調整調整調整

中井中井中井中井

佐賀山佐賀山佐賀山佐賀山基基基基



毛塚毛塚毛塚毛塚

深谷深谷深谷深谷有喜有喜有喜有喜

 

森田森田森田森田

相澤相澤相澤相澤秀樹秀樹秀樹秀樹

 北村北村北村北村

冨田冨田冨田冨田雅典雅典雅典雅典

姚姚姚姚閔閔閔閔

原原原原

森田森田森田森田剛剛剛剛

百生百生百生百生敦敦敦敦

秋本秋本秋本秋本晃一晃一晃一晃一

 小澤小澤小澤小澤



中島中島中島中島伸夫伸夫伸夫伸夫

平田平田平田平田章章章章



福田福田福田福田勝利勝利勝利勝利



星星星星永宏永宏永宏永宏

一柳一柳一柳一柳光平光平光平光平

関根関根関根関根ちひろちひろちひろちひろ



日野日野日野日野和之和之和之和之

 北村北村北村北村

永井永井永井永井崇之崇之崇之崇之

下山下山下山下山巖巖巖巖

橘橘橘橘勝勝勝勝

加藤加藤加藤加藤



松垣松垣松垣松垣

雨宮雨宮雨宮雨宮健太健太健太健太

調整調整調整調整





浦川浦川浦川浦川宏宏宏宏

原田原田原田原田雅史雅史雅史雅史

調整調整調整調整 

熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児

境境境境誠司誠司誠司誠司

加藤加藤加藤加藤

渡辺渡辺渡辺渡辺紀生紀生紀生紀生

調整調整調整調整

寺脇寺脇寺脇寺脇

熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児

武野武野武野武野宏之宏之宏之宏之

大井大井大井大井修吾修吾修吾修吾

 樋口樋口樋口樋口

穂坂穂坂穂坂穂坂綱一綱一綱一綱一

星野星野星野星野正光正光正光正光

松垣松垣松垣松垣直宏直宏直宏直宏

立上調整立上調整立上調整立上調整

船守船守船守船守展正展正展正展正

黒河黒河黒河黒河

調整調整調整調整



水野水野水野水野薫薫薫薫

木村木村木村木村正雄正雄正雄正雄

花咲花咲花咲花咲徳亮徳亮徳亮徳亮

安達安達安達安達成彦成彦成彦成彦

原田原田原田原田雅史雅史雅史雅史

熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児

岩住岩住岩住岩住俊明俊明俊明俊明



海野海野海野海野

有馬有馬有馬有馬孝尚孝尚孝尚孝尚

宇尾宇尾宇尾宇尾基弘基弘基弘基弘

沖本沖本沖本沖本洋一洋一洋一洋一

下山下山下山下山

本田本田本田本田

村上村上村上村上

長嶋長嶋長嶋長嶋泰之泰之泰之泰之

長嶋長嶋長嶋長嶋泰之泰之泰之泰之

本田本田本田本田

調整調整調整調整

中井中井中井中井生央生央生央生央

西田西田西田西田圭佑圭佑圭佑圭佑

森森森森嘉久嘉久嘉久嘉久



坂倉坂倉坂倉坂倉輝俊輝俊輝俊輝俊



吉田吉田吉田吉田

坂井坂井坂井坂井伸行伸行伸行伸行

近藤近藤近藤近藤寛寛寛寛

間瀬間瀬間瀬間瀬一彦一彦一彦一彦

      


