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　　掲示版

　物構研談話会

日時：3/13（月）10:00 ～
題名： Progress Towards an African Light Source
講師：Prof. Sekazi Mtingwa (Triangle Science, Education & 

Economic Development, LLC)

日時：4/28（金）10:30 ～ 
題名： 酸化ストレス応答のタンパク質分解による制御
講師： 千葉智樹氏（筑波大学）

平成 29年度　客員研究員一覧
氏　　　名 所　属　・　職　名 名　　称

朝倉　清高 北海道大学触媒科学研究所・教授 客員教授

大久保雅隆 産業技術総合研究所・上席イノベーションコーディネーター 客員教授

大熊　春夫 高輝度光科学研究センター・加速器部門長 客員教授

岡野　辰雄 放送大学学園・文教学習センター長 客員教授

加藤　政博 自然科学研究機構分子科学研究所・教授 客員教授

上久保裕生 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科・教授 客員教授

熊谷　教孝 高輝度光科学研究センター・研究顧問 客員教授

栗木　雅夫 広島大学大学院先端物質科学研究科・教授 客員教授

腰原　伸也 東京工業大学大学院理工学研究科・教授 客員教授

近藤　　寛 慶応義塾大学理工学部化学科・教授 客員教授

坂下日登志 産業技術総合研究所・上席イノベーションコーディネーター 客員教授

佐々木茂美 広島大学放射光科学研究センター・名誉教授 客員教授

高橋　嘉夫 東京大学大学院理学系研究科・教授 客員教授
長嶋　泰之 東京理科大学理学部第二部物理学科・教授 客員教授

羽島　良一 量子科学技術研究開発機構・上席研究員 客員教授

濱　　広幸 東北大学電子光理学研究センター・教授 客員教授

守友　　浩 筑波大学大学院数理物質科学研究科・教授 客員教授

姚　　　閔 北海道大学先端生命科学研究院・教授 客員教授

丹羽　隆介 筑波大学 生命環境系・准教授 客員准教授
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放射光共同利用実験審査委員会委員名簿　　　

氏　　名 所　　属　・　職　　名

機
構
外
委
員

雨宮　慶幸 　東京大学大学院新領域創成科学研究科・特任教授
池田　　直 　岡山大学理学部・教授
一國　伸之 　千葉大学大学院工学研究科・准教授
稲田　康宏 　立命館大学生命科学部・教授
岩佐　和晃 　茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター・教授
海野　昌喜 　茨城大学大学院理工学研究科・教授
奥田　太一 　広島大学放射光科学研究センター・准教授
小田切　丈 　上智大学理工学部物質生命理工学科・准教授
鍵　 　裕之 　東京大学大学院理学系研究科・教授

坂本　一之 　千葉大学大学院融合科学研究科・教授
清水　敏之 　東京大学大学院薬学系研究科・教授
高橋　嘉夫 　東京大学大学院理学系研究科・教授
田渕　雅夫 　名古屋大学シンクロトロン光研究センター・教授
中川　　貴 　大阪大学大学院工学研究科・准教授
中野　智志 　物質・材料研究機構　先端的共通技術部門・主幹研究員
野島　修一 　東京工業大学物質理工学院応用化学系・教授
橋本　　博 　静岡県立大学薬学部大学院薬学研究院・教授
伏信　進矢 　東京大学大学院農学生命科学研究科・教授
藤森　　淳 　東京大学大学院理学系研究科・教授
真庭　　豊 　首都大学東京大学院理工学研究科 ・教授
八木　直人 　公益財団法人 高輝度光科学研究センター ，利用研究促進部門・コーディネーター
矢代　　航 　東北大学多元物質科学研究所・准教授
山口　　宏 　関西学院大学理工学部化学科・教授
山本　勝宏 　名古屋工業大学大学院工学研究科・准教授
吉信　　淳 　東京大学物性研究所・教授

機
構
内
委
員

* 村上　洋一 　物質構造科学研究所・副所長
* 雨宮　健太 　物質構造科学研究所放射光科学第一研究系・研究主幹
* 足立　伸一 　物質構造科学研究所放射光科学第二研究系・研究主幹
* 大友　季哉 　物質構造科学研究所中性子科学研究系・研究主幹
* 三宅　康博 　物質構造科学研究所ミュオン科学研究系・研究主幹
* 小林　幸則 　加速器研究施設加速器第七研究系・研究主幹

古川　和朗 　加速器研究施設加速器第五研究系・研究主幹
五十嵐教之 　物質構造科学研究所放射光科学第一研究系・准教授
木村　正雄 　物質構造科学研究所放射光科学第二研究系・教授
熊井　玲児 　物質構造科学研究所放射光科学第二研究系・教授
組頭　広志 　物質構造科学研究所放射光科学第一研究系・教授
千田　俊哉 　物質構造科学研究所放射光科学第二研究系・教授

任期：平成 29 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日　* 役職指定

放射光共同利用実験審査委員会委員名簿（分科会別）
  １．電子物性 ※藤森　　淳 吉信　　淳 小田切　丈  坂本　一之 奥田　太一 雨宮　健太  組頭　広志

  ２．構造物性 ※池田　直尚 岩佐　和晃 鍵　　裕之 中野　智志 真庭　　豊 熊井　玲児

  ３．化学・材料 ※ 田渕　雅夫 稲田　康宏 中川　　貴 一國　伸之 高橋　嘉夫 木村　正雄
  ４．生命科学Ⅰ ※清水　敏之 橋本　　博 海野　昌喜 山口　　宏 伏信　進矢 千田　俊哉
  ５．生命科学Ⅱ ※雨宮　慶幸 山本　勝宏 矢代　　航 野島　修一 八木　直人 五十嵐教之
　　※分科会責任者
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施設留保ビームタイム採択課題一覧（2016 年度）

課題番号 申請者 所属
カテゴ

リー
課題名 希望

ｽﾃｰｼｮﾝ
希望

ﾋﾞｰﾑﾀｲﾑ (h)
実施

ﾋﾞｰﾑﾀｲﾑ (h)

2016R-1 松垣 直宏 KEK b
創薬等 PF 事業におけるビームライン技術開
発

1A
5A
17A

NW12A
NE3A

370.5
38.5

0
60.0
45.0

2016R-2 松垣 直宏 KEK e 創薬等 PF 事業における初心者向け講習会　 17A 7.5 7.5 

2016R-3 阿部 仁 KEK e XAFS 講習会
9A
9C
12C

12.0
12.0
12.0 

12.0
12.0
12.0

2016R-4 泉 厚志 富山県立大学 g
有用物質生産やアミノ酸定量に有用な酵素
群の構造学的研究 5A 15.5 15.5 

2016R-5 泉　康雄 千葉大学 a
増感成分を精密制御した層状複水酸化物が
二酸化炭素を光燃料化する際の電子移行の
追跡

NW10A 12.0 12.0 

2016R-6 近藤 次郎 上智大学 g
「顧みられない熱帯病」治療を目的としたア
ミノグリコシド薬剤の開発 1A 23.5 47.0 

2016R-7 小祝 孝太郎 KEK g
昆虫ステロイドホルモン生合成調節因子
Noppera-bo の Ｘ 線結晶構造解析

1A
5A

NE3A 15.0

15.0 
46.5
15.0

2016R-8 清水 伸隆 KEK e
ナノテク CUPAL 放射光分析技術上級コース
Ｘ線小角散乱実習

10C
15A2
10C

12.0
12.0
12.0

24.0
12.0

2016R-9 安武 義晃 産業技術総合
研究所 g

B 型肝炎ウイルス逆転写酵素の活性部位構
造情報取得に向けた研究 17A 15.5 15.5 

2016R-10 稲葉 謙次 東北大学 g
細胞内タンパク質品質管理に関わるジスル
フィド結合形成・開裂システムの構造生物
学

1A 15.5 7.5 

2016R-11 畠山 昌則 東京大学 g
ピロリ菌発がん因子 CagA とヒトタンパク質
との複合体の構造解析と創薬への展開

17A
10C
1A

7.5 7.5
24.0
22.5

2016R-12 宮原 郁子 大阪市立大学 g PLP 結合性転写調節因子の構造と機能 10C 24.0 48.0 

2016R-13 富田 武郎 生物生産工学
研究センター g ホスホマイシン生合成酵素の結晶構造解析

NW12A
(5A)
(17A)

15.0

 

15.0
23.0
7.5

2016R-14 橋口 隆生 九州大学 g
構造生物学的手法によるパラミクソウイル
スの細胞侵入メカニズムの解明

10C
15A1/2

24.0 24.0
24.0

2016R-15 竹内 恒 産業技術総合
研究所 b

Phosphatidyl Inositol 5-phosphate 4-kinase・阻
害剤複合体のＸ線結晶構造解析

NE3A
(NW12A)

15.0 15.0
7.5

2016R-16 田端 千紘 KEK g UNi4B の放射光 線回折による結晶構造解析 8B 24.0 24.0 

2016R-17 玉田 太郎 量子科学技術
研究開発機構 g

GH Family 23 に属する新奇キチナーゼのＸ
線小角散乱および結晶構造解析 10C 24.0 24.0 

2016R-18 宇佐美 徳子 KEK b
新規作成したＸ線マスクおよびホルダーの
細胞照射実験による性能評価 27B 24.0 24.0 

2016R-19 村田 武士 千葉大学 g
リン酸結合型 V1-ATPase のＸ線結晶構造解
析

1A
(17A)

14.5
38.0
15.5 

2016R-20 遠藤 玉夫 KEK g
ジストログリカン糖鎖修飾酵素の立体構造
解析 NE3A 15.0 15.0 

2016R-21 小川 覚之 東京大学 g
微小管脱重合蛋白 KIF2-Tubulin 複合体のＸ 
線小角散乱解析 15A2 24.0 24.0 

2016R-22 石川 喜久 KEK b 酸素欠損 BaTi2O5 の粉末Ｘ線回折 8B 24.0 24.0 
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2016R-23 毛塚 雄一郎 岩手医科大学 g
歯周病原細菌由来メチオニン γ- リアーゼの
結晶構造解析とメチルメルカプタン産生機
構の解明

1A 15.5 15.5 

2016R-24 河合 聡人 崇城大学 g
Ｘ線結晶構造解析によるヒト血清アルブミ
ンと薬物および安定化剤の結合様式の解明 17A 15.5 15.5 

2016R-25 溝端 栄一 大阪大学 g
ビタミン B12 酵素の反応中心をミミックし
た改変ミオグロビンの結晶構造解析 1A 7.5 7.5 

2016R-26 長江 雅倫 理化学研究所 g
がんの増殖と転移を進行させる糖転移酵素
GnT-V の構造生物学研究 NW12A 15.0 15.0 

2016R-27
Yu  L o n g -

Jiang
岡山大学 g

Identification of calcium ions in LH1-RC 
complex by X-ray anomalous scattering

1A 7.5 37.0 

2016R-28 清水 伸隆 KEK g
再利用加工段階におけるプラスチックの構
造解析 6A 24.0 24.0 

2016R-29 深谷 亮 KEK g
梯子型銅酸化物における電荷秩序状態の評
価 4C 72.0 72.0 

2016R-30 清水 伸隆 KEK g
Apoptosis Inhibitor of Macrophage の溶液構造
解析 15A2 24.0 24.0 

2016R-31 鈴木 守 大阪大学 g
リボヌクレアーゼの抗腫瘍細胞等生理活性
の解明と応用 1A 15.5 31.0 

2016R-32 尾瀬 農之 北海道大学 g
多機能アダプター分子 STAP-2 のコンフォメ
ーション変化と複 合体構造解析

15A2
(10C)

12.0
 

36.0
24.0 

2016R-33 佐賀山 基 KEK e,f CUPAL 上級コース講習会 8A 72.0 72.0 

2016R-34 清水 伸隆 KEK e
タンパク質Ｘ線溶液散乱講習会でのトライ
アルユース 6A

24.0
24.0

48.0

2016R-35 佐賀山 基 KEK g
交流磁場を用いた X 線磁気散乱による反強
磁性の精密測定 3A 72.0 72.0 

2016R-36 岸本 俊二 KEK b
3 μm 径ピンホールによるＸ線マイクロビー
ム調整法の確立 14A 48.0 48.0 

2016R-37 佐賀山 基 KEK g
3d2 電子系における軌道占有状態の直接観測
を目指したシステム構築 14A 168.0 168.0 

2016R-38 五十嵐 教之 KEK-PF e
放射光ビームを利用したサマーチャレンジ
参加学生の演習

5A

12C
20A

7.5
7.5
36.0
72.0

15.0

36.0
72.0

2016R-39 北島 昌史 東京工業大学 f 放射光科学実習 （2016 年度） 20A
48.0
48.0
24.0

120.0 

2016R-40 君島 堅一 KEK g
光ビームプラットフォーム ラウンドロビン
実験（XAFS） 12C 12.0 12.0 

2016R-41 松垣 直宏 KEK f 大学等連携支援事業（茨城大） 5A 7.5 0.0 

2016R-42 清水 伸隆 KEK f
大学等連携支援事業（茨城大）におけるタ
ンパク質Ｘ線小角散乱実習 10C 12.0 12.0 

2016R-43 平野 馨一 KEK e CUPAL 講習会（Ｘ線イメージング）14B 14B 72.0 72.0 

2016R-44 兵藤 一行 KEK e CUPAL 講習会（Ｘ線イメージング）14C 14C 72.0 48.0 

2016R-45 池水 信二 熊本大学 g
構造生物学的手法を用いた炎症性自己免疫
疾患の抗炎症薬の開発 1A 15.0 15.5 

2016R-46 山下 敦子 岡山大学 g 味覚受容体の構造機能解析 1A 15.5 15.5 

2016R-47 小杉 貴洋 分子科学
研究所 g

機能を持ったタンパク質を一から創る（課
題番号 : 2246）

5A
(1A)

16.0 15.5
7.5

2016R-48 姚 閔 北海道大学 g
DNA/RNA ポリメラーゼと逆方向に RNA 伸
長酵素の tRNA 複合体の溶液構造解析 10C 24.0 24.0 

2016R-49 田辺 幹雄 KEK g 蛍光プローブタンパク質の構造解析 1A 7.5 7.5 

2016R-50 村田 武士 千葉大学 c
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 17A 7.5 時間 G 課題で

対応

2016R-51 千葉 洋子 東京大学 g
「新規」酵素ピロリン酸型
phosphoenolpyruvate carboxykinase のＸ線結
晶構造解析

17A 15.5 15.5 
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2016R-52 阿部 仁 KEK e KEK- 茨城大学大学院等連携事業 XAFS 実習 9A 12.0 12.0 

2016R-53 大戸 梅治 東京大学 g
自然免疫における核酸センサー Toll 様受容
体のＸ線結晶構造

15A2
(5A)
(10C)

24.0 24.0
15.5
24.0

2016R-54 田上 貴祥 北海道大学 g
放線菌由来の環状四糖代謝関連酵素の X 線
結晶構造解析 5A 16.5 23.0 

2016R-55 若杉 桂輔 東京大学 g
ヒトのニューログロビンとヘテロ三量体 G
タンパク質 α サブユニット (Gαi1) との複合
体の結晶化およびＸ線結晶構造解析

5A 16.5 15.5 

2016R-56 小島 正樹 東京薬科大学 g ラクトフェリン・鉄複合体の会合状態の解析 10C 24.0 24.0 

2016R-57 加藤 龍一 KEK g ヒト型抗体酵素のＸ線結晶構造解析 5A
(1A)

7.5 
 

7.5 
15.0

2016R-58 朴 三用 横浜市立大学 g
光活性化アデニル酸シクラーゼのＸ線結晶
構造解析技術基盤の構築 17A 16.5 15.5 

2016R-59 伊藤 俊将 昭和薬科大学 g
リガンド結合が及ぼす VDR の構造変化に関
する研究 15A2 24.0 48.0 

2016R-60 海野 昌喜 茨城大学 g 毛髪内蛋白質群の構造生物学的研究 5A 9.0 15.5 

2016R-61 野田 展生 微生物化学研
究会 g

オートファジー始動を制御する Atg1 キナー
ゼ複合体の構造解析

5A
(1A)

7.5 7.5
15.5

2016R-62 池口 雅道 創価大学 g
神経フェリチン症発症機構のタンパク質科
学的研究 10C 24.0 24.0 

2016R-63 廣田 毅 名古屋大学 g 哺乳類の概日時計機構の構造生物学的解析 17A 7.5 7.5 

2016R-64 加藤 悦子 農研機構 g
ウイルススパーファミリー１ヘリカーゼの
構造解析 1A 7.5 7.5 

2016R-65 塚崎 智也
奈良先端科学技

術大学院大学
g

Sec 複合体によるタンパク質膜透過解明にむ
けた結晶構造解析 ( 創薬等 PF の課題 )

1A 7.5 7.5 

2016R-66 阪本 泰光 岩手医科大学 g
歯周病原因菌由来新規ペプチダーゼ ʻDPP11
のＸ線結晶構造解析 17A 7.5 7.5 

2016R-67 日野 智也 鳥取大学 g
カビ毒テヌアゾン酸の生合成を担うポリケ
チド合成酵素 TAS1 の結晶構造解析 17A 15.5 15.5 

2016R-68 松村 浩由 立命館大学 g
MRSA 由来細胞分裂必須因子複合体の構造
解析 1A 15.5 15.5 

2016R-69 伏信 進矢 東京大学 g
農学分野での応用に向けた新規な糖質関連
酵素・蛋白質の構造解析 17A 15.5 15.5 

2016R-70 大塚 雅巳 熊本大学 g
TRAF6 タンパク質 - 亜鉛イオン結合性化合
物複合体のＸ線結晶構造解析 5A 15.5 15.5 

2016R-71 豊島 近 東京大学 g
心不全治療薬の開発に向けた SERCA-PLN
複合体のＸ 線結晶構造解析 17A 15.5 15.5 

2016R-72 山形 敦史 東京大学 g
シナプス形成を誘導する膜受容体の選択的
スプライシング依存的な複合体形成の構造
基盤

1A 7.5 7.5 

2016R-73 寺田 貴帆 理化学研究所 g
エピジェネティクス制御分子基盤の理解と
制御

5A
(1A)

7.5
 7.5

2016R-74 寺田 貴帆 理化学研究所 g RNA ポリメラーゼを含む超複合体の構造解析 6A 24.0 24.0 

2016R-75 寒川 剛 大阪大学 g 酵素活性賦活化物質の賦活化機構の解明 1A 15.0 15.0 

a) マシン，ビームラインの故障等に対するビームタイムの補填。　
b)  ビームライン・実験装置の性能向上をスピーディにする。
c) 早期に成果を創出するために，やり残した実験を実施する。
d) U 型課題の受付をし，重要な研究の計画から成果公表までのを短縮する。「既配分課題を排除する程の重要性」ではな

くても緊急かつ重要な U 型研究課題を実施する。U 型申請，審査は従来通り行うが，留保枠，未配分 BT 内で実施す
べきものかはレフェリーの意見を参考に PF-PAC 委員長が判断する。

e) 講習会，実習等や有望な新規ユーザーを開拓する。※ 利用経験者による新しい研究提案は U 型課題として処理する。
f)　教育用ビームタイムの確保。
g) 施設，ビームラインの運営に対する柔軟性を増し，一層の成果拡大に対して工夫する自由度を作る。外国の放射光施

設職員等の来所時にテスト実験を行う等運用上の柔軟性を確保する。
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内部スタッフ・大学院生優先ビームタイム採択課題一覧（2016 年度）

課題番号 申請者 所属 課題名 希望
ｽﾃｰｼｮﾝ

希望
ﾋﾞｰﾑﾀｲﾑ (h)

配分
ﾋﾞｰﾑﾀｲﾑ (h)

2016PF-01 山田悟史 KEK タンパク質を含むリン脂質小胞体の小角散乱 6A 24.0 24.0 

2016PF-02 高木秀彰 KEK
SAXS/WAXS 同時測定による物理架橋型ゲルが作る
階層構造の構造解析の試み 10C 24.0 24.0 

2016PF-03 高橋嘉夫

東 京 大 学 
(BL-4A ユ
ー ザ ー 運
営 B L 代

表 )

マイクロ XRF-XAFS 法を用いたグリーンランド氷床
コアから採取したエアロゾル粒子中の元素の化学種
解析と複合分析への展開

4A 48.0 48.0 

2016PF-04 高木秀彰 KEK
アゾベンゼン系超分子が溶液中で形成する複雑構造
の小角散乱法を用いた構造解析

10C, 
15A2

24.0 24.0 

2016PF-05 本田 孝志 KEK
NaAlH4-TiCl3 の Ti 置換固溶サイトと水素吸蔵放出特
性との相関解明 3A 48.0 24.0 

2016PF-06 高橋由美子 KEK 位相コントラスト法による錠剤成分の結晶多形評価 14B 72.0 72.0 

2016PF-07 清水 伸隆 KEK Cryo-BioSAXS 実現に向けた測定法開発 10C 48.0 24.0 

2016PF-08 間瀬 一彦 KEK
窒素ドープグラファイトの電子構造と吸着状態の研
究 13A/B 16.0 16.0 

2016PF-09 季 相賢 KEK TiF3 negative thermal expansion 8A/B 24.0 24.0 

2016PF-10 簔原 誠人 KEK
遷移金属酸化物極薄膜・積層構造における構造パラ
メーターの決定 8B 24.0 24.0 

2016PF-11 足立 純一 KEK 軟Ｘ線パルスセレクター 2 号機の性能評価 16A 36.0 24.0 

2016PF-12 中尾 裕則 KEK BL-16A の挿入光源を利用した光渦の生成の試み 16A 48.0 24.0 

2016PF-13 清水 伸隆 KEK Cryo-BioSAXS 実現に向けた測定法開発 10C 24.0 24.0 

2016PF-14 間瀬 一彦 KEK
窒素ドープグラファイトの電子構造と吸着状態の研
究 13A/B 16.0 16.0 

2016PF-15 本田 孝志 KEK
水素貯蔵材料の微量添加物に対する固溶限評価方法
の確立

3A  
または 

4C
48.0 48.0 

物構研職員および物構研に籍を置く大学院生は，次に掲げる項目の実験を行うために，下記手続きを経て優先的にビーム
タイムを使用できる。    
(1) 新しい実験手法のテスト（装置開発など）    
(2) 試料のテスト（興味深い試料の予備実験など）    
(3) 大学院生の研究指導    
(4) 新しい研究の予備実験    
    
＜補足＞    
•  予備的段階が終了して、本格的に研究を行う場合は物構研職員等も PAC に課題申請する。 

ポスドク，総研大生についても可能な限り速やかに，受入教員またはポスドク本人が共同利用課題申請を行うこと。
•  １ステーションあたり，優先ビームタイムの配分は年間運転時間の 20% 程度までとする。   
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　平成 28年度第 3期配分結果一覧

      



































































































































高橋高橋高橋高橋

籠宮籠宮籠宮籠宮功功功功

高橋高橋高橋高橋由美子由美子由美子由美子

穂坂穂坂穂坂穂坂綱一綱一綱一綱一

組頭組頭組頭組頭広志広志広志広志

塩谷塩谷塩谷塩谷正俊正俊正俊正俊

奥平奥平奥平奥平幸司幸司幸司幸司

鈴木鈴木鈴木鈴木雅雄雅雄雅雄雅雄



野澤野澤野澤野澤俊介俊介俊介俊介

熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児







藤森藤森藤森藤森淳淳淳淳

宇尾宇尾宇尾宇尾基弘基弘基弘基弘



奥田奥田奥田奥田浩司浩司浩司浩司

調整調整調整調整

田端田端田端田端千紘千紘千紘千紘

調整調整調整調整

調整調整調整調整

立上調整立上調整立上調整立上調整

調整調整調整調整

調整調整調整調整

調整調整調整調整

調整調整調整調整

調整調整調整調整

調整調整調整調整

調整調整調整調整

調整調整調整調整

調整調整調整調整

調整調整調整調整

調整調整調整調整

調整調整調整調整

兵頭兵頭兵頭兵頭俊夫俊夫俊夫俊夫

高橋高橋高橋高橋

吉田吉田吉田吉田純純純純

山田山田山田山田洋一洋一洋一洋一

興野興野興野興野純純純純

藤森藤森藤森藤森淳淳淳淳

馬場馬場馬場馬場祐治祐治祐治祐治

松浦松浦松浦松浦慧介慧介慧介慧介

小野小野小野小野寛太寛太寛太寛太

佐々木佐々木佐々木佐々木裕次裕次裕次裕次

遠藤遠藤遠藤遠藤理理理理

水野水野水野水野薫薫薫薫

和達和達和達和達大樹大樹大樹大樹

船守船守船守船守展正展正展正展正

横谷横谷横谷横谷明徳明徳明徳明徳

熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児









胡桃坂胡桃坂胡桃坂胡桃坂











客野客野客野客野遥遥遥遥

姚姚姚姚永昭永昭永昭永昭

谷本谷本谷本谷本久典久典久典久典

小野小野小野小野

前川前川前川前川

八巻八巻八巻八巻徹也徹也徹也徹也

細川細川細川細川伸也伸也伸也伸也

高橋高橋高橋高橋浩浩浩浩

阿部阿部阿部阿部

原田原田原田原田雅史雅史雅史雅史







郷田郷田郷田郷田



海野海野海野海野

大戸大戸大戸大戸







木村木村木村木村正雄正雄正雄正雄

細川細川細川細川伸也伸也伸也伸也

山本山本山本山本勝宏勝宏勝宏勝宏

小野小野小野小野



中尾中尾中尾中尾裕則裕則裕則裕則

横山横山横山横山利彦利彦利彦利彦

原田原田原田原田雅史雅史雅史雅史





相浦相浦相浦相浦



調整調整調整調整

調整調整調整調整

高橋高橋高橋高橋

大戸大戸大戸大戸梅治梅治梅治梅治

真庭真庭真庭真庭豊豊豊豊

松浦松浦松浦松浦晃洋晃洋晃洋晃洋

望月望月望月望月出海出海出海出海

犬飼犬飼犬飼犬飼潤治潤治潤治潤治

高橋高橋高橋高橋隆隆隆隆

櫻井櫻井櫻井櫻井伸一伸一伸一伸一

朝倉朝倉朝倉朝倉清高清高清高清高



      



































































































































穂坂穂坂穂坂穂坂綱一綱一綱一綱一穂坂穂坂穂坂穂坂綱一綱一綱一綱一



田端田端田端田端千紘千紘千紘千紘

立上調整立上調整立上調整立上調整

兵頭兵頭兵頭兵頭俊夫俊夫俊夫俊夫

興野興野興野興野純純純純

水野水野水野水野薫薫薫薫水野水野水野水野薫薫薫薫

熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児

調整調整調整調整







調整調整調整調整

大戸大戸大戸大戸







調整調整調整調整

調整調整調整調整

高橋高橋高橋高橋嘉夫嘉夫嘉夫嘉夫

高橋高橋高橋高橋嘉夫嘉夫嘉夫嘉夫

木村木村木村木村

高見澤高見澤高見澤高見澤悠悠悠悠

駒場駒場駒場駒場慎一慎一慎一慎一

米持米持米持米持悦生悦生悦生悦生

大井大井大井大井

湯口湯口湯口湯口宜明宜明宜明宜明

野澤野澤野澤野澤俊介俊介俊介俊介



相浦相浦相浦相浦





高橋高橋高橋高橋嘉夫嘉夫嘉夫嘉夫

藤森藤森藤森藤森淳淳淳淳







高橋高橋高橋高橋嘉夫嘉夫嘉夫嘉夫

渡辺渡辺渡辺渡辺紀生紀生紀生紀生

秋本秋本秋本秋本晃一晃一晃一晃一



道村道村道村道村真司真司真司真司

志賀志賀志賀志賀拓也拓也拓也拓也

磯貝磯貝磯貝磯貝泰弘泰弘泰弘泰弘

若林若林若林若林裕助裕助裕助裕助

八巻八巻八巻八巻徹也徹也徹也徹也

太田太田太田太田充恒充恒充恒充恒

丸林丸林丸林丸林弘典弘典弘典弘典







小林小林小林小林英一英一英一英一



伏信伏信伏信伏信







立上調整立上調整立上調整立上調整

調整調整調整調整

三橋三橋三橋三橋太一太一太一太一

高橋高橋高橋高橋

寺田寺田寺田寺田貴帆貴帆貴帆貴帆

上原上原上原上原政智政智政智政智

杉澤杉澤杉澤杉澤進也進也進也進也

雨宮雨宮雨宮雨宮健太健太健太健太

北浦北浦北浦北浦守守守守

光延光延光延光延聖聖聖聖

高垣高垣高垣高垣敦敦敦敦

平井平井平井平井寿子寿子寿子寿子

吉朝吉朝吉朝吉朝朗朗朗朗

鈴木鈴木鈴木鈴木秀士秀士秀士秀士

岩瀬岩瀬岩瀬岩瀬彰宏彰宏彰宏彰宏

石山石山石山石山新太郎新太郎新太郎新太郎



若林若林若林若林裕助裕助裕助裕助

高橋高橋高橋高橋隆隆隆隆

小野小野小野小野寛太寛太寛太寛太

花咲花咲花咲花咲徳亮徳亮徳亮徳亮

神戸神戸神戸神戸徹也徹也徹也徹也

羽多野羽多野羽多野羽多野忠忠忠忠

近藤近藤近藤近藤寛寛寛寛

境境境境誠司誠司誠司誠司

深谷深谷深谷深谷有喜有喜有喜有喜







遠藤遠藤遠藤遠藤

阿部阿部阿部阿部

近藤近藤近藤近藤敏啓敏啓敏啓敏啓近藤近藤近藤近藤

小祝小祝小祝小祝









中川中川中川中川慎太郎慎太郎慎太郎慎太郎

山口山口山口山口博隆博隆博隆博隆山口山口山口山口博隆博隆博隆博隆

下山下山下山下山巖巖巖巖

伊藤伊藤伊藤伊藤敦敦敦敦



中田中田中田中田正美正美正美正美











高橋高橋高橋高橋嘉夫嘉夫嘉夫嘉夫

熊井熊井熊井熊井玲児玲児玲児玲児

藤森藤森藤森藤森

松垣松垣松垣松垣直宏直宏直宏直宏





増田増田増田増田卓也卓也卓也卓也



三河内三河内三河内三河内岳岳岳岳

渡部渡部渡部渡部創創創創

白方白方白方白方祥祥祥祥

大村大村大村大村彩子彩子彩子彩子



新井新井新井新井宗仁宗仁宗仁宗仁



森田森田森田森田剛剛剛剛

溝川溝川溝川溝川貴司貴司貴司貴司

野澤野澤野澤野澤俊介俊介俊介俊介













柳原柳原柳原柳原英人英人英人英人







調整調整調整調整

調整調整調整調整





藤森藤森藤森藤森淳淳淳淳

山浦山浦山浦山浦淳一淳一淳一淳一

高橋高橋高橋高橋

小幡小幡小幡小幡誉子誉子誉子誉子

山口山口山口山口周周周周

八方八方八方八方直久直久直久直久

馬場馬場馬場馬場祐治祐治祐治祐治

組頭組頭組頭組頭広志広志広志広志

植草植草植草植草秀裕秀裕秀裕秀裕



金井金井金井金井要要要要金井金井金井金井要要要要

木村木村木村木村宏之宏之宏之宏之

野澤野澤野澤野澤俊介俊介俊介俊介

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

姚姚姚姚永昭永昭永昭永昭

前川前川前川前川雅樹雅樹雅樹雅樹

前川前川前川前川

阿部阿部阿部阿部



木村木村木村木村

中尾中尾中尾中尾

望月望月望月望月出海出海出海出海

高橋高橋高橋高橋
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高橋高橋高橋高橋隆隆隆隆

小野小野小野小野寛太寛太寛太寛太

大貫大貫大貫大貫敏彦敏彦敏彦敏彦

谷本谷本谷本谷本久典久典久典久典

中山中山中山中山泰生泰生泰生泰生



平井平井平井平井



朝倉朝倉朝倉朝倉

高西高西高西高西陽一陽一陽一陽一

伊藤伊藤伊藤伊藤雅英雅英雅英雅英



星星星星永宏永宏永宏永宏



調整調整調整調整

調整調整調整調整

調整調整調整調整

調整調整調整調整

高草木高草木高草木高草木達達達達

佐々木佐々木佐々木佐々木

橘橘橘橘勝勝勝勝

深谷深谷深谷深谷有喜有喜有喜有喜

深谷深谷深谷深谷有喜有喜有喜有喜





栗林栗林栗林栗林貴弘貴弘貴弘貴弘

岩住岩住岩住岩住



長嶋長嶋長嶋長嶋泰之泰之泰之泰之

立上調整立上調整立上調整立上調整

早稲田早稲田早稲田早稲田篤篤篤篤

      


