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飯國 慎平 （京大院薬） 

上杉 修平 （九大院薬） 

加治 拓哉 （東大院薬） 

岸本 真治 （京大院薬） 

北沢 裕 （東大院薬） 

近藤 泰博 （広島大院医歯薬保） 

齋藤 虹矢 （東北大院薬） 

佐々木 優一 （東京薬大薬） 

杉山 龍介 （京大院薬） 

鈴木 雄太 （千葉大院薬） 

千成 恒 （北里大院感染制御） 

但馬 大紀 （東大院薬） 

張 驪駻 （東大院薬） 

鳥海 尚之 （東大院薬） 

土井 信佳 （神戸薬大） 

中井 啓陽 （明治薬大） 

中尾 裕之 （京大院薬） 

中嶋 優 （東大院薬） 

中村 斐有 （京大院薬） 

西丸 達也 （長崎大院医歯薬） 

寧 桜唐 （東大院薬） 

土生 理 （千葉大院薬） 

早田 敦 （東大院薬） 

前田 博行 （千葉大院薬） 

松田 侑也 （近畿大薬） 

松本 崇宏 （京都薬大） 

松本 奈央 （阪大院薬） 

森 貴裕 （東大院薬） 

森岡 朝美 （岡山大院医歯薬） 

森田 雄也 （東大院薬） 

柳 正致 （京大化研） 

吉田 慶 （東北大院薬） 

和田 佳之 （京大化研） 
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副島 早織 （静岡県大薬） 

土山 小夜 （徳島文理大薬） 

トンシン （九大院薬） 

林 将之 （名城大薬）  
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浅尾 亮平 （金沢大院医薬保） 

浅羽 太郎 （東大院薬） 

穴見 康昭 （昭和薬大） 

天岡 佑紀 （東大院薬） 

池本 英也 （東大院薬） 

磯川 宗生 （東大院薬） 

宇野 卓矢 （京大院薬） 

梅原 厚志 （東北大院薬） 

江川 大地 （昭和薬大） 

太田 捷哉 （明治薬大） 

笠松 幸司 （京大化研） 

梶田 祐三子 （北里大院感染制御） 

加藤 雅士 （国立衛研/東京薬大生命） 

蒲生 佳奈恵 （岡山大医歯薬／岡

山理科大理） 

河口 康晃 （金沢大院医薬保） 

川戸 勇士 （微化研／東大院薬） 

河野 健一 （京大院薬）  

川良 健祐 （九大院薬） 

木村 勇亮 （東大院薬） 

串田 優 （東大院薬） 

久保 雅彦 （北里大院感染制御） 

桑山 元伸 （東京薬大生命科学） 

小島 正寛 （東大院薬／JST-ERATO） 

坂田 光命 （東大院薬） 

佐々木 舞 （京都薬大） 

澤 真尚 （九大院薬） 

島本 一史 （東大院薬） 

玉嶋 江莉奈 （福岡大薬） 

陳 建揚 （北大院薬） 

千葉 拓也 （北大院薬） 

辻 将吾 （京大化研） 

津田 雄介 （徳島大院薬） 

寺澤 沙織 （広島大院医歯薬） 

傳田 将也 （徳島大院薬） 

堂籠 健斗 （九大院総理工） 
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長瀬 浩揮 （静岡県大薬） 

西島 秀幸 （京大化研） 

野﨑 智裕 （東大院薬） 

野下 めぐみ （九大院薬） 

萩原 浩一 （東大院薬） 

東 永華 （北里大薬） 

藤田 亮輔 （慶應大薬） 

古田 未有 （慶應大薬） 

細沢 拓未 （立教大理） 

 

松岡 悠太 （九大院薬） 

松永 和磨 （明治薬大） 

水口 智貴 （徳島大院薬） 

村田 亮 （東大院薬） 

森 祐介 （神戸薬大） 

山田 強 （岐阜薬大） 

山村 知也 （名大理） 

米山 敏広 （東北大院薬） 

渡邉 圭 （阪大院薬） 
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市丸 嘉 （日本大院薬） 

岩崎 愛実 （東京薬大） 

國戸 偉丸 （阪大薬） 

小宮 由季子 （九大院薬） 

坂本 裕哉 （九大院薬） 

佐藤 健 （星薬大） 

田中 彩華 （千葉大院薬） 

松田 昌憲 （星薬大） 

宮良 政嗣 （広島大院医歯薬） 

柳本 真弥 （京大院薬） 

 
  


