
事務局の変遷 
 

(2021年 9月 21日改定) 
 
2000 年度  
所在地 
〒563-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-1 
大阪大学大学院理学研究科 
宇宙地球科学専攻常深研究室 
 
2001 年度  
所在地 
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町 
京都大学大学院理学研究科 
物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二教室 宇宙線研究室 
 
2002 年度  
所在地 
〒950-2181 新潟市五十嵐 2の町 8050 
新潟大学理学部 
物理学教室宇宙物理学研究室 
 
2003 年度  
所在地 
〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 
東京大学理学系研究科 
天文学専攻 
 
2004 年度  
所在地 
〒229-8510 神奈川県相模原市由野台３-１-１ 
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部  
赤外・X線グループ  
 
2005 年度  
所在地 
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-1 
大阪大学大学院理学研究科 
宇宙地球科学専攻常深研究室 
 
2006 年度 (2006 年 8 月 4 日～) 
所在地 
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町 



京都大学大学院理学研究科 
物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二教室 宇宙線研究室 
 
事務局員 
事務局長：兵藤 義明(京大 D1) 
副事務局長：内山 秀樹(京大 M2) 
書記：西村 広展(京大 D1)、信川 正順(京大 M1)、東 悠介(京大 D1) 
会計：小澤 碧(京大 M2)、水上 拓(京大 M2)、黒澤 俊介(京大M1)、瀧川 庸二朗(京大M1)、 
広報：野村 英範(広大 D1)、高見 健太郎(広大 D1)、仰木 淳平(広大D1)、大谷 洋右(広大 M1)、佐
藤 貴浩(広大 M1)、羽原 雄太(広大M1) 
名簿：服部 香里(京大 D1)、上野 一樹(京大 M2)、中野 晋太朗(京大M1) 
 
所属 
「京大」 
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町 
京都大学大学院理学研究科 
物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二教室 宇宙線研究室 
「広大」 
〒739-8526 広島県東広島市鏡山 1-3-1 広島大学理学部 宇宙物理学研究室 
 
2007 年度 (2007 年 8 月 2 日～) 
所在地 
〒310-8512 茨城県水戸市文京 2-1-1  
茨城大学理学部 S棟 608 宇宙理論研究室 
 
事務局員 
事務局長：三宅 晶子(茨城大 D2) 
副事務局長：秋山 永治(茨城大 M1) 
会計：押野 翔一(茨城大 M2)、稲山 智宣(茨城大 M1)、酒井 一美(茨城大 M1) 
書記：中川 裕貴(茨城大 M1)、村上 奈々子(茨城大 M1) 
広報：今鷹 慎之介(新潟大 M1)、曽宮 翔(新潟大 M1)、丸田 創(新潟大 M1) 
名簿：鈴木 俊孝(茨城大 D2)、星 慶幸(茨城大 M1)、的場 峻司(茨城大 M1) 
※郵便局での取引上の代表者を会計とする 
 
所属 
「茨城大」 
〒310-8512 茨城県水戸市文京 2-1-1  
茨城大学理学部 S棟 608 宇宙理論研究室 
「新潟大」 
〒950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐 2の町 8050 番地 
新潟大学 理学部棟 2 階 Ａ-228 宇宙物理学研究室 
 
2008 年度  (2008 年 9 月 29 日～) 
所在地 
〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学大学院理学系研究科物理学教室 



理学部 1号館 9階 923 宇宙理論研究室 
 
事務局員 
事務局長：山本佑(早大 M2) 
副事務局長：長倉洋樹(早大 D1) 
会計：荒深遊(東大 M2)、平野照幸(東大 M1) 
書記：眞田貴央(早大 M2) 
広報：馬場瑞樹(早大 M1) 
名簿：小林洸(東大 D1)、藤井友香(東大 M1)、並河俊弥(東大 M1) 
※郵便局での取引上の代表者を会計とする 
 
所属 
「東大」 
〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学大学院理学系研究科物理学教室 
理学部 1号館 9階 923 宇宙理論研究室 
「早大」 
〒169-8555 新宿区大久保 3-4-1 
早稲田大学先進理工学研究科 55号館N棟 4階 07室 理論宇宙物理学研究室 
 
2009 年度 (2009 年 8 月 25 日～) 
所在地 
〒192-0397 東京都 八王子市 南大沢 1-1 
首都大学東京大学院理工学研究科物理学専攻 
8 号館 2階 296 号室 宇宙物理実験研究室 
 
事務局員 
事務局長 :林多佳由(首都大D1) 
副事務局長 :赤松弘規(首都大D1) 
会計 :石川久美(首都大M2) 
広報、書記 :小川崇之(千葉大D1) 
名簿 :本木大資   (東海大D1) 
Web :秋元美知代 (東海大M2) 
※郵便局での取引上の代表者を会計とする 
 
所属 
「首都大」 
〒192-0397 東京都 八王子市 南大沢 1-1 
首都大学東京大学院理工学研究科物理学専攻 
8 号館 2階 296 号室 宇宙物理実験研究室 
「千葉大」 
〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33 
千葉大学大学院理学研究科基盤理学専攻 
2 号館 3階 305 号室 宇宙物理学研究室 
「東海大」 
〒259-1292 神奈川県平塚市北金目 1117 
東海大学大学院総合理工学研究科総合理工学専攻 



17 号館 5 階 524 室 
 
2010 年度 (2010 年８月 7 日～) 
所在地 
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-1 
大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻 
F 棟 3階 303 号室 芝井研究室 
 
事務局員 
事務局長 :山口正輝(宇宙進化D1) 
副事務局長 :伊藤優佑(芝井研D1) 
会計 :会見友香子(芝井研M1) 
広報、書記 :大谷卓也(宇宙進化M2) 
名簿 :桑田嘉大(芝井研M1) 
Web :長谷川幸彦(宇宙進化M2) 
※郵便局での取引上の代表者を会計とする 
 
所属 
「宇宙進化」 
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-1 
大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻 
F 棟 6階 620 号室 宇宙進化グループ 
「芝井研」 
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-1 
大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻 
F 棟 3階 303 号室 芝井研究室 
 
2011 年度 (2011 年 8 月 25 日～) 
所在地 
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町 
京都大学理学研究科 
物理学第二教室 宇宙線研究室 
 
事務局員 
事務局長： 澤野 達哉(京大宇宙線D1) 
副事務局長： 田崎 文得 (京大宇宙物理D1) 
会計： 玉澤 春史 (京大宇宙物理M2) 、仲内 大翼 (京大天体核M2) 
書記・広報： 市川 幸平 (京大宇宙物理M2) 、衣川 智弥 (京大天体核M1) 
Web： 中島 真也 (京大宇宙線D1) 
名簿： 中村 尚樹 (京大宇宙物理M1) 
※郵便局での取引上の代表者を会計とする 
 
所属 
「京大宇宙線」 
〒606-8502 京都府京都市左京区北白川追分町 



京都大学 理学研究科 物理学第二教室 宇宙線研究室 
「京大宇宙物理」 
〒606-8502 京都府京都市左京区北白川追分町 
京都大学 理学研究科 宇宙物理学教室 
「京大天体核」 
〒606-8502 京都府京都市左京区北白川追分町 
京都大学 理学研究科 物理学第二教室 天体核研究室 
 
2012 年度 (2012 年 8 月 9 日～) 
所在地 
〒990-8560 山形県山形市小白川町 1-4-12 
山形大学理学部物理学科 
宇宙物理学研究グループ 
 
事務局員 
事務局長： 大山 祥彦(総研大 / KEK-宇宙物理グループD1) 
副事務局長： 井上 優貴 (総研大 / KEK-CMBグループM2) 
会計： 武藤 誠吾 (山形大M1) 
書記・広報： 佐藤 清史 (山形大M1) 
名簿： 青木 雄太 (山形大D2) 
Web： 秋葉 祥希 (総研大 / KEK-CMBグループM1) 
※郵便局での取引上の代表者を会計とする 
 
所属 
「総研大 / KEK-宇宙物理グループ」 
総合研究大学院大学 高エネルギー加速器科学研究科 素粒子原子核専攻 
所在地：〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1 
高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 理論センター 宇宙物理グループ 
「総研大 / KEK-CMBグループ」 
総合研究大学院大学 高エネルギー加速器科学研究科 素粒子原子核専攻 
所在地：〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1 
高エネルギー加速器研究機構 4 号館 413 号室 KEK-CMBグループ 
「山形大学」 
〒990-8560 山形県山形市小白川町 1-4-12 
山形大学 理学部物理学科 宇宙物理学研究グループ 
 
2013 年度 (2013 年 8 月 11 日～) 
所在地 
〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 
東京大学大学院理学系研究科天文学専攻 
理学部 1号館 11階 1121 号室 嶋作研究室 
 
事務局員 
2013 年度事務局構成員名簿 
事務局長： 千秋 元(東大 宇宙理論研D1) 
副事務局長： 黒川 拓真(東大 宇宙理論研D1) 



副事務局長： 増田 賢人(東大 宇宙理論研M2) 
会計： 後藤 亮介(東大 嶋作研M2) 
書記・広報： 橋本 拓也(東大 嶋作研D2) 
書記・広報： 平野 信吾(東大 梅田研D2) 
名簿： 金子 岳史(東大 太陽天体プラズマ研M2) 
Web： 飯島 陽久(東大 太陽天体プラズマ研D1) 
※郵便局での取引上の代表者を会計とする 
 
所属 
「東大 宇宙理論研」 
東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻 
所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 
理学部 1号館 9階 909 号室 宇宙理論研究室 
「東大 嶋作研」 
東京大学大学院 理学系研究科 天文学専攻 
所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 
理学部 1号館 11階 1121 号室 嶋作研究室 
「東大 梅田研」 
東京大学大学院 理学系研究科 天文学専攻 
所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 
理学部 1号館 11階 1119 号室 梅田研究室 
「東大 太陽天体プラズマ研」 
東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻 
所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 
理学部 1号館 8階 840 号室 太陽天体プラズマ研究室 
 
2014 年度 (2014 年 8 月 11 日～) 
所在地 
〒252-5210 神奈川県相模原市中央区由野台 3-1-1 
研究管理棟 6 階 1612 号室 満田・山崎研究室 
 
事務局員 
事務局長： 近藤 恵介(宇宙科学研究所 D1) 
副事務局長： 大西 陽介(宇宙科学研究所 D1) 
会計： 菊地 貴大(宇宙科学研究所 D1) 
書記・広報： 馬場 俊介(宇宙科学研究所 M2) 
書記・広報： 公地 千尋(宇宙科学研究所 M2) 
名簿： 山本 啓太(宇宙科学研究所 D1) 
Web： 内田 悠介(宇宙科学研究所 M2) 
※郵便局での取引上の代表者を会計とする 
 
所属 
「宇宙科学研究所」 
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 
所在地：〒252-5210 神奈川県相模原市中央区由野台 3-1-1 
研究管理棟 6 階 1612 号室 満田・山崎研究室 



 
2015 年度 (2015 年 8 月 1 日～) 
所在地 
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-1  
大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻 
宇宙進化グループ 
 
事務局員 
事務局長： 井上 翔太(大阪大学 D1) 
副事務局長： 越本 直季(大阪大学 D1) 
会計： 加藤 広樹(大阪大学 D2) 
書記・広報：伊藤 哲司(大阪大学 M2) 
書記・広報： 永金 昌幸(大阪大学 M1) 
名簿： 森 智宏(大阪大学 M1) 
Web： 福田 隼大(大阪大学 M1) 
※郵便局での取引上の代表者を会計とする 
 
所属 
「大阪大学」 
大阪大学大学院 理学研究科 宇宙地球科学専攻 
所在地：〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-1 宇宙進化グループ 
 
2016 年度 (2016 年 7 月 29 日～) 
所在地 
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町 
京都大学大学院理学研究科 
宇宙物理学教室 
 
事務局員 
事務局長： 小野 智弘(京大宇宙物理 D2) 
副事務局長： 岩佐 真生(京大天体核 D2) 
副事務局長： 野津 翔太(京大宇宙物理 D1) 
会計： 木邑 真理子(京大宇宙物理 M2) 
書記・広報： 西野 裕基(京大天体核 D1) 
書記・広報： 立花 克裕(京大宇宙線 M1) 
名簿：  松村 英晃(京大宇宙線 D2) 
Web： 磯貝 桂介(京大宇宙物理 D1) 
※郵便局での取引上の代表者を会計とする 
 
所属 
「京大宇宙物理」 
〒606-8502 京都府京都市左京区北白川追分町 
京都大学 大学院理学研究科 宇宙物理学教室 
「京大天体核」 
〒606-8502 京都府京都市左京区北白川追分町 



京都大学 大学院理学研究科 物理学第二教室 天体核研究室 
「京大宇宙線」 
〒606-8502 京都府京都市左京区北白川追分町 
京都大学 大学院理学研究科 物理学第二教室 宇宙線研究室 
 
2017 年度 (2017 年 8 月 2 日～) 
所在地 
〒060-0810 北海道札幌市北区北 10条西 8丁目  
北海道大学 理学部物理学科  
宇宙物理研究室 
 
事務局員 
事務局長： 一色 翔平(北海道大学宇宙物理 D1) 
副事務局長： 古谷 有(弘前大学理論宇宙物理学研究室 D2) 
副事務局長： 畑 千香子(北海道大学宇宙物理 D1) 
会計： 白方 光(北海道大学宇宙物理 D2) 
書記・広報： 石原 朝日(弘前大学理論宇宙物理学研究室 D1) 
書記・広報： 山本 泰義(北海道大学宇宙物理 M1) 
名簿：  中村 優也(弘前大学理論宇宙物理学研究室 M2) 
Web： 大野 俊明(弘前大学理論宇宙物理学研究室 D2) 
※郵便局での取引上の代表者を会計とする 
 
所属 
「北海道大学宇宙物理研究室」 
〒060-0810 北海道札幌市北区北 10条西 8丁目  
北海道大学 理学部物理学科 宇宙物理研究室 
「弘前大学理論宇宙物理学研究室」 
〒036-8561 青森県弘前市大字文京町 3番地 
弘前大学 大学院理工学研究科 理論宇宙物理学研究室 
 
2018 年度 (2018 年 8 月 20 日～) 
所在地 
〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 
東京大学 理学部 1号館 
東京大学大学院 理学系研究科物理学専攻 宇宙理論研究室 
 
事務局員 
事務局長： 鈴木 寛大（馬場研究室） 
副事務局長： 春日 知明（馬場研究室） 
副事務局長： 森脇 可奈（宇宙理論研究室） 
会計： 中川 雄太（宇宙理論研究室） 
書記・広報： 林 利憲（宇宙理論研究室） 
書記・広報： 丹波 翼（馬場研究室） 
名簿： 三谷 啓人（宇宙理論研究室） 
Web： 會澤 優輝（馬場研究室） 
Web： 垂水 勇太（宇宙理論研究室） 



※郵便局での取引上の代表者を会計とする 
 
所属 
「馬場研究室」 
〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 
東京大学 理学部 1号館 
東京大学大学院 理学系研究科物理学専攻 馬場研究室 
「宇宙理論研究室」 
〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 
東京大学 理学部 1号館 
東京大学大学院 理学系研究科物理学専攻 宇宙理論研究室 
 
2019 年度 (2019 年 8 月 28 日～) 
所在地 
〒192-0397 東京都八王子市南大沢 1-1 首都大学東京大学院理学研究科物理学専攻宇宙物理実験
研究室 
 
事務局員 
事務局長：菊地原正太郎（宇宙線研究所） 
副事務局長：伊師大貴（宇宙物理実験研究室） 
副事務局長：下舘果林（宇宙線研究所） 
会計：福島碧都（宇宙物理実験研究室） 
書記・広報：磯部優樹（宇宙線研究所） 
書記・広報：酒井直（宇宙線研究所） 
名簿：鈴木光（宇宙物理実験研究室） 
Web：鈴木瞳（宇宙物理実験研究室） 
Web：武尾舞（宇宙物理実験研究室） 
※郵便局での取引上の代表者を会計とする。 
 
所属 
「東京大学宇宙線研究所」〒277-8582 千葉県柏市柏の葉 5-1-5 東京大学宇宙線研究所 
「首都大学東京宇宙物理実験研究室」〒192-0397 東京都八王子市南大沢 1-1 首都大学東京大学
院理学研究科物理学専攻宇宙物理実験研究室 
 
2020 年度 (2019 年 8 月 22 日～) 
所在地 
〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町ES館 6階 名古屋大学大学院理学研究科銀河進化学研
究室 
 
事務局員 
事務局長：近藤寛人（宇宙論研究室） 
副事務局長：大森清顕（銀河進化学研究室） 
副事務局長：古郡国彦（宇宙論研究室） 
会計：吉田俊太郎（銀河進化学研究室） 
書記・広報：前田龍之介（理論宇宙物理研究室） 



書記・広報：阿部克哉（宇宙論研究室） 
名簿：安部大晟（理論宇宙物理研究室） 
Web：河合敏輝（宇宙地球環境研究所） 
Web：吉田大輔（理論宇宙物理研究室） 
※郵便局での取引上の代表者を会計とする。 
 
所属 
「宇宙論研究室」、「銀河進化学研究室」、「理論宇宙物理研究室」 
〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町ES館 6階 
 
「宇宙地球環境研究所」 
〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町 
 
2021 年度 (2019 年 9 月 21 日～) 
所在地 
〒606-8502 京都府京都市左京区北白川追分町 京都大学大学院理学研究科宇宙物理学教室 
 
事務局員 
事務局長：松岡知紀（宇宙物理学教室） 
副事務局長：恒任優（宇宙物理学教室） 
副事務局長：荻尾真吾（宇宙線研究室） 
会計：木原孝輔（宇宙物理学教室） 
書記・広報：喜友名正樹（天体核研究室） 
書記・広報：松田真宗（宇宙線研究室） 
名簿：間仁田佑典（天体核研究室） 
Web：窪田圭一郎（基礎物理学研究所） 
※郵便局での取引上の代表者を会計とする。 
 
所属 
「宇宙物理学教室」 
〒606-8502 京都府京都市左京区北白川追分町 
京都大学大学院理学研究科宇宙物理学教室 
 
「宇宙線研究室」 
〒606-8502 京都府京都市左京区北白川追分町 
京都大学大学院理学研究科物理学第二教室宇宙線研究室 
 
「天体核研究室」 
〒606-8502 京都府京都市左京区北白川追分町 
京都大学大学院理学研究科物理学第二教室天体核研究室 
 
「基礎物理学研究所」 
〒606-8502 京都府京都市左京区北白川追分町 
京都大学基礎物理学研究所 


