
教授 准教授＊ 講師/助教＊ 研究員・研究生 博士学生 修士学生 スタッフの異動

2023 市來淨與 助教 Maxime Paillassa 村上広椰(D3) 石川慶太朗(M2) 田代寛之:崇城大学へ(4月から)

宮武広直 横山修一郎 山本貴宏 三倉祐輔(D2) 谷田幸貴(M2) 柏野大地:NAOJへ(4月から)

長谷川賢二 乾玲冬(D1) 成瀬元希(M2) 砂山朋美:アリゾナ大学へ(4月から)

多田祐一郎 中島光一朗(D1) 松井悠真(M2) 嵯峨承平:IAPより(4月から)

嵯峨承平 林慎太郎(D1) 水口由莉乃(M2)

尹聖煥(D1) 古澤和也(M1)

三輪拓真(M1)

山下由莉(M1)

吉﨑允泰(M1) 

2022 市來淨與 助教 長谷川賢二 阿部克哉(D3) 乾玲冬(M2) 杉山直：名古屋大学総長(4月から)

田代寛之 横山修一郎 砂山朋美 近藤寛人(D3) 伊元聖也(M2) 西澤淳：岐阜聖徳学院大学(4月から)

宮武広直 柏野大地 Maxime Paillassa 村上広椰(D2) 中沢准昭(M2) 箕田鉄兵：メルボルン大学へ(5月から)

多田祐一郎 箕田鉄兵 三倉祐輔(D1) 中島光一朗(M2)

山本貴宏 林慎太郎(M2)

尹聖煥(M2)

石川慶太朗(M1)

谷田幸貴(M1)

成瀬元希(M1)

松井悠真(M1)

水口由莉乃(M1)

2021 杉山直 市來淨與 講師 長谷川賢二 安藤梨花(D3) 大河内雄志(M2) 山本貴宏：京都大学より(6月から)

田代寛之 西澤淳 砂山朋美 小粥一寛(D3) 坂本陽菜(M2) 小林洸: SISSAへ(10月から)

宮武広直 助教 Maxime Paillassa 橋本大輝(D3) 角谷健斗(M2)

横山修一郎 箕田鉄兵 阿部克哉(D2) 三倉祐輔(M2)

小林洸 山本貴宏 近藤寛人(D2) 森下薫能(M2)

柏野大地 村上広椰(D1) 乾玲冬(M1)

多田祐一郎 伊元聖也(M1)

中沢准昭(M1)

中島光一朗(M1)

林慎太郎(M1)

尹聖煥(M1)

2020 杉山直 市來淨與 講師 多田祐一郎 田中俊行(D3) 植田郁海(M2) 砂山朋美:IPMUより(4月から)

田代寛之 西澤淳 長谷川賢二 簑口睦美(D3) 迫田康暉(M2) 柏野大地:ETH Zurichより(11月から)

助教 砂山朋美 箕田鉄兵(D3) 古郡国彦(M2)

横山修一郎 Maxime Paillassa 安藤梨花(D2) 村上広椰(M2)

黒柳幸子 小粥一寛(D2) 山本菜々花(M2)

宮武広直 橋本大輝(D2) 大河内雄志(M1)

小林洸 阿部克哉(D1) 坂本陽菜(M1)

柏野大地 近藤寛人(D1) 角谷健斗(M1)

三倉祐輔(M1)

森下薫能(M1)

2019 杉山直 市來淨與 講師 多田祐一郎 新居舜(D3) Patel Teerthal(M2) 小林洸: ICTPより(10月から)

田代寛之 西澤淳 遠藤隆夫(D3) 阿部克哉(M2)

助教 松井由佳(D3) 近藤寛人(M2)

横山修一郎 田中俊行(D2) 福永颯斗(M2)

黒柳幸子 簑口睦美(D2) 吉田貴一(M2)

長谷川賢二 箕田鉄兵(D2) 植田郁海(M1)

宮武広直 安藤梨花(D1) 迫田康暉(M1)

小林洸 小粥一寛(D1) 古郡国彦(M1)

橋本大輝(D1) 村上広椰(M1)

山本菜々花(M1)

2018 杉山直 市來淨與 講師 北嶋直弥 大場淳平(D3) 安藤梨花(M2) 多田：IAPより

田代寛之 多田祐一郎 新居舜(D2) 加藤健太(M2) 宮武：Cal Techより

西澤淳 遠藤隆夫(D2) 小粥一寛(M2) 横山：立教大学より

助教 松井由佳(D2) 榊原日菜子(M2)

横山修一郎 田中俊行(D1) 橋本大輝(M2)

浦川優子 簑口睦美(D1) Patel Teerthal(M1)

C(旧AT)研メンバーの年度別一覧
(2021年09月21日現在：他機関委託：他機関より受託)

西澤：東京大学RESCEUへ(2月から)

Jean-Baptiste

Durrive(PD)

JB：L'Institut de Recherche en Astrophysique

et Planétologieへ(10月から)

Maxime Paillassa：

Université de Bordeauxより(12月から)



黒柳幸子 箕田鉄兵(D1) 阿部克哉(M1)

長谷川賢二 近藤寛人(M1)

西澤篤志 福永颯斗(M1) 浦川:Bielefeldへ(10月から)

宮武広直 吉田貴一(M1) 北嶋：東北大学へ

2017 杉山直 講師 北嶋直弥 小林将人(D3) 飯田遼(M1) 北嶋：ICRRより

田代寛之 新田大輔(科研費) 堀口晃一郎(D3) 鈴木亨昇(M2) 松原：KEK教授へ

西澤淳 大場淳平(D2) 角田匠(M2)

市來淨與 新居舜(D1) 竹内太一(M2)

助教 遠藤隆夫(D1) 田中俊行(M2)

浦川優子 松井由佳(D1) 簑口睦美(M2)

黒柳幸子 箕田鉄兵(M2)

長谷川賢二 安藤梨花(M1)

西澤篤志 加藤健太(M1)

小粥一寛(M1)

榊原日菜子(M1)

橋本大輝(M1)

2016 杉山直 松原隆彦 講師 新田大輔(科研費) 淺羽信介(D3) 新居舜(M2)

田代寛之 柏野大地(D3) 遠藤隆夫(M2)

西澤淳 嵯峨承平(D3) 鈴木亨昇(M2)

市來淨與 小林将人(D2) 堀井俊宏(M2)

助教 堀口晃一郎(D2) 松井由佳(M2)

浦川優子 大場淳平(D1) 飯田遼(M1)

黒柳幸子 角田匠(M1)

長谷川賢二 竹内太一(M1)

西澤篤志 田中俊行(M1)

簑口睦美(M1)

箕田鉄兵(M1)

2015 杉山直 松原隆彦 講師 新田大輔(科研費) 島袋隼士(D3) 大場淳平(M2) 日影：IPMUへ

田代寛之 淺羽信介(D2) 鈴木亨昇(M2) 西澤：IPMUより

西澤淳 柏野大地(D2) 前田康太郎(M2) 長谷川：筑波大学研究員より

助教 嵯峨承平(D2) 森友紀(M2) 黒柳：APCTPより

市來淨與 小林将人(D1) 新居舜(M1)

浦川優子 星野華子(D1) 遠藤隆夫(M1)

黒柳幸子 堀口晃一郎(D1) 堀井俊宏(M1)

長谷川賢二 松井由佳(M1)

2014 杉山直 松原隆彦 講師 新田大輔(学振PD) 青山尚平(D3) 久保田智穂(M2) 田代寛之:アリゾナ州立大学より

田代寛之 門田健司(PD) 熊崎亘平(D3) 鈴木亨昇(M2)

助教 島袋隼士(D2) 星野華子(M2)

市來淨與 淺羽信介(D1) 堀口晃一郎(M2)

浦川優子 柏野大地(D1) 山本幹人(M2)

日影千秋 嵯峨承平(D1) 大場淳平(M1)

前田康太郎(M1)

森友紀(M1)

2013 杉山直 松原隆彦 市來淨與 関口豊和(学振PD) 稲垣隆弘(D3) 淺羽信介(M2) 松岡良樹：国立天文台研究員へ

日影千秋 門田健司(PD) 竹内良貴(D3) 柏野大地(M2)

青山尚平(D2) 久保田智穂(M2)

熊崎亘平(D2) 嵯峨承平(M2)

島袋隼士(D1) 渋沢雄希(M2)

鈴木亨昇(M1)

星野華子(M1)

堀口晃一郎(M1)

山本幹人(M1)

2012 杉山直 松原隆彦 市來淨與 関口豊和(学振PD) 佐藤正典(D3) 片岡明日香(M2) -

門田健司 白石希典(学振PD) 正木彰伍(D3) 小林明美(M2)

日影千秋 稲垣隆弘(D2) 島袋隼士(M2)

松岡良樹 竹内良貴(D2) 松田康(M2)

青山尚平(D1) 淺羽信介(M1)

熊崎亘平(D1) 柏野大地(M1)

久保田智穂(M1)

嵯峨承平(M1)

渋沢雄希(M1)

JB：Universite Paris-Sudより(1月から)

西澤：ミシシッピ大学より(1月から)

Jean-Baptiste

Durrive(PD)

Jean-Baptiste

Durrive(PD)

JB：L'Institut de Recherche en Astrophysique

et Planétologieへ(10月から)



2011 杉山直 松原隆彦 市來淨與 横山修一郎(科研費) 佐藤正典(D2) 青山尚平(M2) 高橋慶太郎：熊本大学准教授へ

門田健司 新田大輔(特定) 白石希典(D2) 熊崎亘平(M2) 門田：ミシガン大PDより

日影千秋 関口豊和(学振PD) 正木彰伍(D2) 小林量平(M2) 日影：海外学振PDより

松岡良樹 稲垣隆弘(D1) 片岡明日香(M1)

竹内良貴(D1) 小林明美(M1)

島袋隼士(M1)

松田康(M1)

2010 杉山直 松原隆彦 市來淨與 横山修一郎(科研費) 佐藤正典(D1) 稲垣隆弘(M2) 高橋龍一：弘前大学助教へ

高橋慶太郎 新田大輔(特定) 白石希典(D1) 須藤渉一(M2)

松岡良樹 正木彰伍(D1) 竹内良貴(M2)

青山尚平(M1)

熊崎亘平(M1)

2009 杉山直 松原隆彦 市來淨與 高橋龍一(特定) 黒柳幸子(D3) 古川智則(M2) 吉田：IPMUへ

高橋慶太郎 横山修一郎(科研費) 林昌宏(D1) 佐藤正典(M2) 市來：学振PDより

松岡良樹 白石希典(M2) 高橋：学振PDより

正木彰伍(M2)

稲垣隆弘(M1)

須藤渉一(M1)

竹内良貴(M1)

2008 杉山直 松原隆彦 吉田直紀 高橋龍一(特定) Bartosz Lew(D3) 林昌宏(M2) -

横山修一郎(科研費) 黒柳幸子(D2) 古川智則(M1)

梅本直規 徳谷碧(D1) 佐藤正典(M1)

白石希典(M1)

正木彰伍(M1)

2007 杉山直 松原隆彦 吉田直紀 加用一者(COE) 奥村哲平(D3) 大坪昂平(M2) -

高橋龍一(特定) 西澤淳(D3) 梅本直規(M2)

Bartosz Lew(D2) 徳谷碧(M2)

黒柳幸子(D1) 林昌宏(M1)

古川智則(M1)

2006 杉山直 松原隆彦 吉田直紀 加用一者(COE) 村田孔孝(D3) 大坪昂平(M2) 杉山：国立天文台教授より

日影千秋(学振) 疋田進一(D3) 黒柳幸子(M2)

川野羊三(PDF) 奥村哲平(D2) 梅本直規(M1)

西澤淳(D2) 徳谷碧(M1)

加耒敬行(D1)

2005 - 松原隆彦 吉田直紀 加用一者(COE) 川野羊三(D3) 榎本義之(M2) 池内：早稲田大学教授へ

日影千秋(学振) 村田孔孝(D2) 加耒敬行(M2) 池内：名大名誉教授

奥村哲平(D1) 大坪昂平(M1) 村井：定年退官

西澤淳(D1) 黒柳幸子(M1)

2004 池内了 松原隆彦 村井忠之 加用一者(COE) 杉本香菜子(D3) 安藤広一(M2) 吉田：学振SPDより

吉田直紀 日影千秋(学振) 山内千里(D3) 奥村哲平(M2)

越智康浩(D2) 西澤淳(M2)

川野羊三(D2) 榎本義之(M1)

村田孔孝(D1) 加耒敬行(M1)

2003 池内了 松原隆彦 村井忠之 - 杉本香菜子(D2) 佐藤裕司(M2) 花輪：千葉大教授へ

山内千里(D2) 中神貴道(M2)

越智康浩(D1) 村田孔孝(M2)

川野羊三(D1) 安藤広一(M1)

奥村哲平(M1)

西澤淳(M1)

2002 池内了 花輪知幸 村井忠之 - 杉本香菜子(D1) 井上聖子(M2) -

松原隆彦 山内千里(D1) 越智康浩(M2)

川野羊三(M2)

佐藤裕司(M1)

中神貴道(M1)

村田孔孝(M1)

2001 池内了 花輪知幸 村井忠之 - 戸次真一郎(D2) 杉本香菜子(M2) -

松原隆彦 山内千里(M2)

井上聖子(M1)

越智康浩(M1)

川野羊三(M1)

2000 池内了 花輪知幸 村井忠之 西合一矢 中平勝子(D3) 佐々木貴久(M2) 松原：東京大学助手より



松原隆彦 福田尚也 戸次真一郎(D1) 杉本香菜子(M1)

山内千里(M1)

1999 池内了 花輪知幸 村井忠之 信田浩司 中平勝子(D3) 戸次真一郎(M2) -

西合一矢(D3) 佐々木貴久(M1)

福田尚也(D3)

西川和嗣(D1)

1998 池内了 花輪知幸 村井忠之 - 信田浩司(D3) 西川和嗣(M2) -

中平勝子(D3) 戸次真一郎(M1)

西合一矢(D3)

福田尚也(D2)

1997 池内了 花輪知幸 村井忠之 松本倫明 信田浩司(D3) 川口聡(M2) 池内：大阪大教授より

中島康(D3) 河内毅(M2)

西合一矢(D2) 西川和嗣(M1)

福田尚也(D1)

1996 - 花輪知幸 村井忠之 - 宇佐美昌俊(D3) 川口聡(M2) 藤本：定年退官

松本倫明(D3) 福田尚也(M2) 藤本：名大名誉教授

信田浩司(D3) 河内毅(M1)

中島康(D2)

西合一矢(D1)

1995 藤本光昭 花輪知幸 村井忠之 隈井泰樹 宇佐美昌俊(D3) 西合一矢(M2) -

松本倫明(D2) 川口聡(M1)

信田浩司(D2) 福田尚也(M1)

中島康(D1)

1994 藤本光昭 - 村井忠之 隈井泰樹 中村文隆(D3) 中島康(M2) -

宇佐美昌俊(D2) 西合一矢(M1)

松本倫明(D1)

信田浩司(D1)

1993 藤本光昭 - 村井忠之 隈井泰樹 中村文隆(D2) 信田浩司(M2) -

L.T.Gardiner 宇佐美昌俊(D1) 松本倫明(M2)

中島康(M1)

1992 藤本光昭 - 村井忠之 隈井泰樹 中村文隆(D1) 宇佐美昌俊(M2) -

信田浩司(M1)

松本倫明(M1)

1991 藤本光昭 - 村井忠之 隈井泰樹 - 中村文隆(M2) -

花輪知幸 安富允 宇佐美昌俊(M1)

立松芳典

1990 藤本光昭 - 村井忠之 隈井泰樹 立松芳典(D3) 中村文隆(M1) -

花輪知幸 安富允 広谷幸一(D2)

1989 藤本光昭 - 村井忠之 安富允 立松芳典(D2) - -

花輪知幸 広谷幸一(D1)

1988 藤本光昭 - 村井忠之 安富允 立松芳典(D1) 広谷幸一(M2) -

花輪知幸

1987 - 藤本光昭 村井忠之 ? ? 広谷幸一(M1?) -

花輪知幸

1986 藤本光昭 村井忠之 ? 釜堀弘隆(D3) ? -

- 花輪知幸

1985 - 藤本光昭 村井忠之 ? 釜堀弘隆(D3?) ? -

花輪知幸

1984 - 藤本光昭 村井忠之 ? 田中一尚(D3) ? 花輪：東京大院生より

花輪知幸 釜堀弘隆(D2?)

1983 - 藤本光昭 村井忠之 ? 田中一尚(D2?) ? 土佐：東北大助教授へ

釜堀弘隆(D1?)

1982 - 藤本光昭 村井忠之 ? 田中一尚(D1?) ? -

土佐誠

1981 - 藤本光昭 村井忠之 ? ? ? -

土佐誠

1980 - 藤本光昭 村井忠之 ? ? 川村完次? -

土佐誠 鈴木育郎?

萩尾文彦?

1979 - 藤本光昭 村井忠之 ? ? ? -

土佐誠



1978 - 藤本光昭 村井忠之 ? ? ? -

土佐誠

1977 - 藤本光昭 村井忠之 ? ? ? -

土佐誠

1976 - 藤本光昭 村井忠之 ? ? ? -

土佐誠

1975 - 藤本光昭 村井忠之 ? ? ? -

土佐誠

1974 - 藤本光昭 村井忠之 ? ? ? -

土佐誠

1973 - 藤本光昭 村井忠之 ? ? ? 土佐：

1972 - 藤本光昭 村井忠之 ? ? ? -

1971 - 藤本光昭 村井忠之 ? ? ? -

1970 - - 藤本光昭 三好蕃 ? 水野孝? 杉本：東大教養助教授へ

村井忠之

1969 - - 藤本光昭 ? 三好蕃(D3) ? -

杉本大一郎

1968 - - 藤本光昭 ? 三好蕃(D2) ? At研創設

杉本大一郎

情報元

2004-は毎年の現状で更新しています。
1988-1991, 1995-2003の情報は花輪知幸様提供の名簿を元にしています。

1967以前：既存の研究室の枠に入らない様々な研究分野の人々が所属するC研（混沌研究室）において、藤本光昭、杉本大一郎、宝田克

男により天体物理学の理論研究が行われていた。1967年にパルサーが発見されたことが一つの契機になって、1968年に天体物理学研究

室：A研が創設される。このとき、理論研究を行うAt研と、観測的研究を行うAe研の２グループとして出発した。

間違い等の指摘や情報がございましたらご一報よろしくお願いします。

1987以前の学生に関する学年は、物理事務室の博士号取得者名簿も参考にしました。

1987以前の情報は藤本光昭様のお話によりますが、曖昧なところが多々あるそうです。

1992-1994の情報は元Ae研の米倉様に頂きました。多少曖昧なところがあるそうです。


