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○はしもとじょーじ (神戸大・自然), Maarten

Roos-Serote (Lisbon Astronomical Observatory),

杉田精司 (東大・新領域)
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○石井徹之, 佐々木晶 (東大・理) , 宮本英昭

(東大・工)
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○光田千紘, 倉本圭 (北大・理), 横畠徳太 (国立

環境研究所)
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○石橋高, 大野 宗祐 (東大・理) ,杉田精司, 松

井孝典 (東大・新領域), 門野 敏彦 (ＩＦＲＥＥ)
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○濱野景子, 阿部豊 (東大・理)
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○中神雄一, 倉本圭 (北大・理)
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○Lissa Ong, Ronadh Cox (Williams College),

荒川政彦 (北大・低温研)
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○木村淳 (東大・地惑) ,栗田敬 (東大・地

震研)

����� R�R ±²³3|}� %�%ecIX�K
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○小野瀬直美, 藤原顯 (JAXA/ISAS)
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○山本聡, 岡部了久, 杉田精司, 松井孝典 (東大・

新領域), 門野敏彦 (IFREE)
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○和田浩二, 松井孝典 (東大・新領域), 千秋博紀

(IFREE)
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○石丸亮 (東大・理), 千秋博紀 (ＩＦＲＥＥ),

杉田精司, 松井孝典 (東大・新領域)
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○永原裕子 (東大・理)
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○小川理絵, 永原裕子, 小澤一仁, 橘省吾 (東大・

地惑)
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○小南淳子, 田中秀和, 井田茂 (東工大・地惑)
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○三浦均 (筑波大・数物), 中本泰史 (筑波大・

計科セ)
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○浦川聖太郎, 伊藤洋一, 向井正 (神戸大・自然),

山田亨 (国立天文台), E.L.Turner (プリンストン

大), 須藤靖 (東大・理), 他 Subaru Deep Transit

Survey チーム

�;��� ��; VWRS�XK��YZ[\�

@D]D̂I_F Àa_BCb̂FaaDcd

○本田 充彦, 宮田 隆志, 酒向 重行, 尾中 敬

(東大理), 片ざ 宏一 (宇宙航空研究開発機構),

岡本 美子 (北里大), 山下 卓也, 藤吉 拓哉 (国

立天文台)
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○大野宗祐, 石橋高 (東大・理), 杉田精司 (東大・

新領域), 門野 敏彦 (JAMSTEC・IFREE), 五十

嵐 丈二 (東北大)
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○倉橋映里香, 永原裕子 (東大・理), 木多紀子

(産総研､ ウィスコンシン大), 森下祐一 (産総研)

����� ;�� ��s����L��T8�����

����

○春日敏測 (総研大), 山本哲生 (名古屋大), 渡

部潤一 (国立天文台), 海老塚昇 (理研), 河北秀

世 (ぐんま天文台), 矢野創 (JAXA/ISAS)
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町田絵美, 伊藤洋一, 向井正 (神大・自)
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○小南淳子, 田中秀和, 井田茂 (東工大・地惑)

®��" #$%&'()*+,-. !� !/0�

12345�6789:

○三浦均 (筑波大・数物), 中本泰史 (筑波大・

計科セ)
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○浦川聖太郎, 伊藤洋一, 向井正 (神戸大・自然),

山田亨 (国立天文台), E.L.Turner (プリンストン

大), 須藤靖 (東大・理), 他 Subaru Deep Transit

Survey チーム
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○本田充彦, 宮田隆志, 酒向重行, 尾中敬 (東大

理), 片ざ宏一 (宇宙航空研究開発機構), 岡本美

子 (北里大), 山下卓也, 藤吉 拓哉 (国立天文台)
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○大野宗祐, 石橋高 (東大・理), 杉田精司 (東大・

新領域), 門野敏彦 (JAMSTEC・IFREE), 五十嵐

丈二 (東北大)
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○倉橋映里香, 永原裕子 (東大・理), 木多紀子

(産総研､ ウィスコンシン大), 森下祐一 (産総研)
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○春日敏測 (総研大), 山本哲生 (名古屋大), 渡
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部潤一 (国立天文台), 海老塚昇 (理研), 河北秀

世 (ぐんま天文台), 矢野創 (JAXA/ISAS)
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○町田絵美, 伊藤洋一, 向井正 (神大・自)
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○平田成・中村昭子 (神戸大・自然科学)
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○岡田靖彦, 浅田章大, 浦川聖太郎, 中村吉宏, 野

村英子, 向井正 (神大・自然)
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○台坂博 (国立天文台), 牧野淳一郎 (東大・天

文)
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○福士裕輔, 福岡孝昭 (立正大・地球), 田澤雄二

(京大・理), 斉藤裕子 (青学大・理工)
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○板垣義法, 水谷仁 (ISAS/JAXA)
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○佐藤岳志, 上辻勝也, 車田真実, 墻内千尋 (立

命館大理工)
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○佐藤広幸, 栗田敬 (東大・地震研), Jose Alexis

Palmero Rodriguez (東大・理)
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○田近英一, 多田隆治, 磯崎行雄, 橘省吾, 後藤和

久, 平井建丸, 山本信治, 大河内直彦, Joeseph L.

Kirschvink
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○城野信一 (名大・環境)
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○中村良介 (JAXA), LISMサイエンスチーム
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○細野梢 (東大・理, ISAS/JAXA), 荒井武彦 (総研

大, ISAS/JAXA), 岡田達明, 加藤學 (ISAS/JAXA),

はやぶさ XRS チーム
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○加藤學 , 岡 田 達明 , 白 井 慶 , 山 本 幸 生

(ISAS/JAXA), 荒井武彦 (総研大, ISAS/JAXA), 小

川和律 (東工大・理, ISAS/JAXA), 細野梢, 瀧川覚

博 (東大・理, ISAS/JAXA), SELENE/XRS チーム
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○諸田智克, 鵜飼啓之, 古本宗充 (金沢大・自然

科学)
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○小野瀬直美､ 藤原顯 (JAXA/ISAS)
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○児玉信介 (ISAS/JAXA), 山口 靖 (名古屋大・

環境)
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○久保友明 (九大理地惑), William Durham (LLNL),

Laura Stern, Stephen Kirby (USGS)
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○湊 哲則 (名大 環境), M. Koeler, H. Kimura, I.

Mann (ミュンスター大), 山本 哲生 (北大 低温

研)
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○山田学, 渡部重十 (北大・理)
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○鈴木絢子, 熊谷一郎, 栗田敬 (東大・地震研),

永田裕作 (東京農工大・工)
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○小川和律 (ISAS/JAXA, 東工大 理工), 岡田達

明, 加藤學 (ISAS/JAXA)
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○豊田英里､ 松山浩子､ 浦川聖太郎､ 伊藤洋一､

向井正､ 佐藤文衛 (神戸大・自然)
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○萩原正敏, 柳澤正久 (電通大)
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○浅田章大, 浦川聖太郎, 岡田靖彦, 中村吉宏, 野

村英子, 向井正 (神戸大・自然)
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○野村英子, 中川義次 (神大・自然)
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○渡部直樹, 白木隆裕, 長岡明宏, 日高宏, 香内晃

(北大・低温研)
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○白木隆裕, 長岡明宏, 渡部直樹, 香内晃 (北大・

低温研)
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○日高宏, 渡部直樹, 香内晃 (北大・低温研)
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○長岡明宏, 渡部直樹, 香内晃 (北大・低温研)
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○田中今日子 (名大・環境)
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○小林憲正, 遠西寿子, 鈴木宣成, 金子竹男 (横

浜国大院工), 高野淑識 (産総研), 高橋淳一 (Ｎ

ＴＴ), 吉田聡 (放医研), 斉藤威 (ＩＡＳ),

Vladimir Tsarev (Lebedev Phys. Inst.)
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○金子竹男, 坪井大樹, 鈴木宣成, 栗原広成, 小林

憲正 (横浜国大院工), 高野淑識 (産総研), 吉田

聡 (放医研), 矢守章, 春山純一 (ISAS/JAXA)
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○竹内拓 (神戸大・自然), T.Velusamy (JPL),

D.N.C.Lin (Univ. of California Santa Cruz)
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○井田茂 (東工大・理), D. N. C. Lin (UC Santa

Cruz)
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○小久保英一郎, 木下宙 (国立天文台), 井田茂

(東工大・理)
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○渡辺周吾, 阿部豊 (東大・理)
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○町田亮介, 阿部豊 (東大・理)
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○高橋啓介, 渡邊誠一郎 (名大・環境)
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○樋口有理可 (国立天文台/神戸大・自然), 小久

保英一郎 (国立天文台), 向井正 (神戸大・自然)
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○関谷実 (九大・理), 武田英徳 (京大・工)
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○石津尚喜 (国立天文台), 関谷実 (九大・理)
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○藤原大輔, 渡邊誠一郎 (名大・環境), 黒原康之

(NTT データフロンティア)
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○稲葉知士 (東工大・地惑), ピエールバージ

(マルセイユ天文台)
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○田中秀和 (東工大・地惑)

����� 	�� p�2 qrstusrvw�Jx�FGH�

`*Ryz{| �}�~`>��C �|

○福井隆, 倉本圭 (北大・理), 島沢竜平 ((株)

インテック)
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○渡部潤一 (国立天文台), 河北秀世 (ぐんま天

文台), 本田充彦 (東大), 古荘玲子 (早稲田大),

大坪貴文 (名大), 春日敏測 (総研大)
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○石原吉明 (東北大理・予知センター), 平松良

浩, 古本宗充 (金沢大・自然)
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○中島健介 (九大・理)
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○武田隆顕 (国立天文台)
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○小林町恵, 福岡孝昭 (立正大・地球), 松崎浩之

(東大・原総セ)
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○杉原孝充 (海洋研究開発機構)
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○上辻勝也, 佐々木晋一, 車田真実, 佐藤岳志, 墻

内千尋 (立命館大学・理工)
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○車田真実, 佐藤岳志, 上辻勝也, 墻内千尋 (立

命館大・理工), 小池千代枝 (京薬大)
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○中村昭子 (神戸大・自然)
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○和田浩二, 松井孝典 (東大・新領域), 千秋博紀

(IFREE),
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○春山純一, LISMワーキンググループ
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門野敏彦 (JAMSTEC・IFREE), 杉田精司, 松井

孝典 (東大・新領域)
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○岡田達明, 加藤學 (ISAS/JAXA), 長谷部信行

(早大・理工総研), M. Grande (RAL), S.K.

Dunkin (RAL), K. Muinonen (ヘルシンキ大), C.

d'Uston (CESR), MIXS & MANGA Team
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○関口朋彦 (天文台・ALMA), 高遠徳尚 (天文

台・すばる), 宮坂正大 (東京都庁), ブディ デル

マワン (東大・理), 渡部潤一 (天文台・情報)
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○玄田英典 (東工大・理工)
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○茅原弘毅 (阪大理／京都薬大), 小池千代枝

(京都薬大), 土'山明 (阪大理)
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○谷内俊範, 古池敏行, 金子竹男, 小林憲正 (横

浜国大院工), 高野淑識 (産総研), 宮川伸 (東大

医研), 矢守章 (ISAS/JAXA)
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○原田雄司, 栗田敬 (東大・地震研)
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○斎藤靖之 (東大/宇宙研), 吉田信介, 田中智,

水谷仁 (宇宙研)
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○平岡賢介, 中村昭子 (神大・自然)
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○大朝由美子 (神戸大学・自然), 菊地信弘 (情

報通信研究機構)
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○寺元啓介 (東大・理 ISAS/JAXA), 矢野創

(ISAS/JAXA)
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○野田寛大, 花田英夫 (国立天文台)
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○中村吉宏, 浅田章大, 浦川聖太郎, 岡田靖彦, 野

村英子, 向井正 (神戸大・自然)
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○野村英子, 浅田章大, 浦川聖太郎, 岡田靖彦, 中

村吉宏, 向井正 (神大・自然)
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○吉田敬 (東北大・理), 梅田秀之, 野本憲一 (東

大・理)
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○大場康弘, 奈良岡浩 (岡山大)

n¤�J h%� ÍÎÏÎÐÑÒh�%�%Ó�P³IG4ÔÕ6¥

G�Ö×�RCØÙ

○鈴木悠介, 橋元明彦 (北大・理)
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○岡崎隆司, 中村智樹 (九大・理), 長尾敬介 (東

大・理)
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○松田准一, 波美和, 丸岡照幸, 松本拓也 (大阪

大), ゲロクラート (ウイーン自然史博物館)
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○達見圭介, 永原裕子, 小沢一仁, 橘省吾 (東大・

理)
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○上椙 真之, 関谷 実 (九大・理)
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○中本泰史 (筑波大), 林満 (国立天文台), 木多

紀子 (産総研, ウィスコンシン大), 橘省吾 (東

大)
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○加藤貴昭, 中本泰史 (筑波大・数物)
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○保田誠司 (筑波大・数物), 中本泰史 (筑波大・

計科セ)
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○本田親寿 (九大・理 / ISAS/JAXA), 藤村彰夫

(ISAS/JAXA)
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○斎藤靖之 (東大/宇宙研), 吉田信介, 田中智,

水谷仁 (宇宙研)
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○尾張厚史, 大谷栄治, 近藤忠, 鈴木昭夫, 平尾直

久 (東北大・理), 大竹真紀子 (JAXA) ,
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○佐伯和人 (大阪大・理), 武田弘 (千葉工大・

付属研究所)
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○ Hugues CHENET, Hitoshi MIZUTANI

(ISAS/JAXA), Philippe LOGNONNE, Mark

WIECZOREK (IPGP)
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○和田桂一, 小久保英一郎 (国立天文台), 牧野淳

一郎 (東大・理)
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○岩田隆浩, 高野忠 (JAXA・ISAS), 並木則行

(九大・理), 花田英夫､ 野田寛大 (国立天文台)
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○大竹真紀子､ 春山純一､ 松永恒雄､ LISMグルー

プ
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○向井利典, 早川基, 山川宏, 小川博之, 笠羽康正,

岡田達明 (ISAS/JAXA), 水星探査WG
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○野田, 河野, 井上, 河野 (国立天文台), 小野,

土屋, 三澤, 森岡 (東北大), 近藤 (NiCT), 滝沢,

松本, 岩田 (JAXA), 小島 (名古屋大), 松藤

(NTS)
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○矢野創, 安部正真, 川勝康弘, 森治, 吉光徹雄,

藤原顕 (ISAS/JAXA), 小天体探査WG
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○土`山明, 中村健太郎 (阪大・理), 上杉健太朗

(JASRI), 中野司 (AIST), 矢野創, 奥平恭子

(JAXA), 中村圭子 (NASA), 野口高明 (茨城大・

理), 中村智樹 (九大・理)
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○吉田二美, 伊藤孝士 (国立天文台), Budi

Dermawan (東大・理),
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○廣井孝弘 (ブラウン大・地)
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○北里宏平 (東大・理, JAXA/ISASI), 安部正真

(JAXA/ISAS), 三戸洋之 (東大・天文教育センター)
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○出村裕英, 小林慎悟, 根本絵津子, 古谷元宏, 浅

田智朗 (会津大), 橋本樹明 (ISAS/JAXA), 斎藤

潤 (西松建設)
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○中村良介 (JAXA), 道上達広 (福島高専), 平

田成 (神戸大)
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○秋山演亮, 田中學, 小山直秀 (秋大・工学資源)
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