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北海道大学
一色翔平 M1 銀河 a10

田中雅大 M1 銀河 b2

島和宏 D2 星間 c1

畑千香子 M2 銀河 c11

青山学院大学
冨谷聡志 M1 宇素 a2

冨田沙羅 M2 コン a17

野上雅弘 M2 宇素 a1

青山学院大学
小林瑛史 M2 宇素 c3

正治圭崇 M2 宇素 c4

霜田治朗 D2 宇素 c2

東北大学
荻原大樹 M1 コン c11

岩松篤史 M1 星間 c11

佐々木花 M1 銀河 c3

松木場亮喜 M1 銀河 c14

西塚拓馬 M1 銀河 c17

渡邉達朗 M1 観測 a6

鍋島史花 M2 コン a18

木村勇貴 D1 銀河

新潟大学
浦沢優弥子 M1 星惑 b1

若松剛司 D2 コン c13

渡邊幸伸 M1 コン c12

金沢大学
伊奈正雄 M1 観測 a12

田中桂悟 M1 観測 a18

埼玉大学
佐藤耕平 M1 星惑 b6

小田達功 M1 星惑 b5

森田佳恵 M1 星惑 a18

西山楽 M1 コン a16

大清水健也 M1 観測 a10

平塚雄一郎 M1 星惑 b2

茨城大学
宮本祐輔 M2 星間 c9

筑波大学
佐藤佑哉 M1 銀河
酒井史裕 M1 重宇 c16

石川徹 M1 コン a2

村山洋佑 M1 観測
田沼萌美 M1 銀河 c4

藤原隆寛 M1 銀河 a8

北澤優也 M1 星惑 b10

油井夏城 M1 重宇 c18

飯田美幸 M1 星間
服部将吾 M1 観測

千葉大学
新井祥太 M1 太恒 a4

お茶の水女子大学
近藤さらな D1 コン c2

輿石めぐみ M1 重宇 a31

長谷川萌 M1 銀河 a21

東京学芸大学
中司桂輔 M1 重宇 c8

東京大学
安藤健太 M1 宇素 c5

安藤亮 M2 銀河 a5

稲田知大 M2 観測 c4

永尾憲一 M1 コン
園元英祐 M1 重宇 c20

王怡康 M1 太恒 a14

原田了 D2 コン c16

戸次宥人 M1 太恒 a5

向江志朗 M2 銀河 c18

黒田隼人 M1 宇素 a3

佐野圭 D3 銀河 c19

山口淳平 M1 観測 a17

山口裕貴 D1 銀河 a14

寺尾恭範 M2 観測 c2

秋津一之 M2 重宇 c2

小島崇史 M2 銀河 a20

小林洋祐 M1 重宇 a1

上赤翔也 D2 星惑
新倉広子 D1 重宇 b3

須藤貴弘 M1 重宇 a22

菅原悠馬 M2 銀河 a12

清野愛海 M1 コン a3

石田剛 M1 銀河 a19

川俣良太 D2 銀河 a18

川名好史朗 M1 コン a6

前嶋宏志 M1 星惑 b9

早津夏己 D2 銀河
村田龍馬 M2 重宇 a2

大下翔誉 D1 重宇 a13

大橋宗史 M1 観測 a16

大澤健太郎 M1 太恒 a7

谷口由貴 M2 銀河 c15

中川雄太 M1 太恒 a6

田原弘章 M2 重宇 a16

田中淳也 M1 重宇
田中祐輔 M1 星惑 a17

土井崇史 M1 太恒 c6

日下部晴香 D1 銀河 a17

入倉和志 M1 銀河 a16

樋口諒 M1 銀河 a23

浜端亮成 M1 銀河 a13

北川祐太朗 D3 観測
毛利清 M2 観測 a1

木下聖也 M1 太恒 a1

木村智幸 M1 星惑 a6

野沢朋広 M1 重宇 a6

林中貴宏 D2 重宇 a24

鈴木寛大 M1 星間 a3

櫻井駿介 M1 宇素 a4

塚田怜央 M1 重宇
猪又敬介 M2 重宇 a29

逢澤正嵩 M2 星惑 c11

東京工業大学
Fujikura Kohei M1 重宇 c6

荒川創太 M2 星惑 a10

佐藤拳斗 M1 星惑 c4

山川暁久 M1 星惑 a13

山村武 M1 星惑 a14

小佐々唯 M1 星惑 c5

森昇志 D1 星惑 b7

中嶋彩乃 M1 星惑 c6

芳賀拓 M1 重宇 c14

本間謙二 M1 星惑 b8

総合研究大学院大学
森竹貫人 M1 重宇 b4

長谷川拓哉 M2 重宇 c23

田邉大樹 M1 観測 a13

国立天文台
加藤裕太 D2 銀河 c9

菊田智史 M2 銀河 c10

吉田正樹 M2 太恒 c10

黒瀬一平 M2 星惑 a7

細川晃 M1 観測 a8

山口正行 M1 星惑 a8

松野允郁 M2 太恒 c3

森寛治 M1 コン c18

石川裕之 M1 太恒 c4

渡辺紀治 M1 星惑 c12

道山知成 D1 銀河 c6

八田良樹 M1 太恒 c2

崔仁士 M1 星惑 c3

首都大学東京
寺田優 M1 観測 a2

小坂健吾 M1 観測 a22

中庭望 M1 観測 c12

武内数馬 M1 観測 a9

北澤誠一 M1 観測 a15

福田晋久 M1 重宇 c24

東京理科大学
吉重ひふみ M1 銀河
原健太郎 その他 重宇 b1

古川愛生 M1 銀河 a7

佐藤良明 M1 太恒
三浦真 M2 重宇 c17

森彩乃 M1 重宇 c11

西田和樹 M2 観測 c1

中村進太郎 M1 重宇 a14

天海公志 M1 銀河
藤井貴之 M2 宇素 c1

日本大学
川瀬智史 M1 コン c3

中央大学
Suzuki Ryota M2 観測 c13

佐々木亮 M1 太恒 a11

山田宗次郎 M2 観測 a19

中村優美子 M1 太恒 a8

矢吹健 M2 太恒 a12

立教大学
赤間進吾 M1 重宇 a12

林直志 M1 コン a9

岩崎啓克 M2 星間 c3

宮田大輝 M1 重宇 a8

秋田悠児 その他 重宇 a28

小笠原康太 D1 重宇 c10

小川潤 D1 重宇 c19

長島正剛 M1 重宇 a15

辻直美 M2 星間 c7

平野進一 M2 重宇 a26

林峰至 M2 重宇 c13

彌永亜矢 M1 重宇 a17

早稲田大学
宮下翔一郎 M2 重宇 c12

犬塚愼之介 D1 コン c14

戸塚良太 M1 重宇 a27

佐藤星雅 M1 重宇 c27

小林曜 M1 重宇 a11

青木勝輝 D2 重宇 c3

渡邊玲央人 M1 コン c9

南佳輝 M1 重宇 a20

平井遼介 D3 コン c17

矢田部彰宏 D2 コン c19

鈴木遼 M1 コン a11
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慶應義塾大学
岩田悠平 M1 コン b1

竹川俊也 D2 銀河 c1

辻本志保 M1 星間 c13

徳山碩斗 M1 銀河 b1

名古屋大学
Guo YanSong M2 星間 c5

ROTONDO

MARCELLO

D1 重宇 c15

桂川大志 D3 重宇 a9

稲葉哲大 M1 星間 a1

永田拓磨 M2 銀河 c13

遠藤隆夫 M2 重宇 a25

横田翼 M1 観測 a5

横澤謙介 M1 太恒 c7

花岡美咲 D1 星間 c2

柿内健佑 M2 星間 c4

角田匠 M1 銀河 a22

関大策 M1 観測 c14

栗田大樹 M1 観測 b2

高羽幸 M1 観測 b6

佐治重孝 D2 観測
佐藤雄太郎 M2 星惑 a11

嵯峨承平 D3 重宇
山根悠望子 M1 星間 a2

山崎雅史 M2 重宇 a10

柴山拓也 D1 太恒 c8

小林洋明 M2 銀河 c7

松井一真 M1 重宇 c28

松井由佳 M2 重宇 a19

松本紘熙 M1 コン c6

常盤直也 M1 星惑 a12

新居舜 M2 重宇 c4

森大作 M2 重宇 c36

杉浦圭祐 D1 星惑 c8

菅沼亮紀 M1 観測 a11

西原智佳子 M1 星間 a7

川村香織 M1 星惑 a1

大場淳平 D1 重宇 a3

池田大志 D2 重宇 c1

竹内太一 M1 重宇 c37

中村智広 M1 重宇 c30

中村裕樹 M1 観測 b1

中野慎也 M1 観測 a20

朝野彰 M1 観測 b5

槌谷将隆 M1 重宇 c34

柘植紀節 M1 星間 a12

堤大陸 M1 観測 b4

田中俊行 M1 重宇 a4

島直究 M2 観測 c5

徳住友稜 M1 重宇 c25

馬場崎康敬 D2 星間
冨永遼佑 M1 星惑 a9

堀口晃一郎 D2 重宇 c7

箕田鉄兵 M1 重宇 a5

野田宗佑 D2 重宇 a23

淺羽信介 D3 重宇
簑口睦美 M1 重宇 a7

萬代絢子 M2 観測 c9

塚本拓真 M2 重宇 c35

飯田遼 M1 重宇 a30

服部有祐 D2 星間 a8

兵頭悠希 M1 観測 b3

京都大学
河瀬哲弥 M2 星惑 c7

関大吉 M1 太恒 a15

岩佐真生 D2 コン c5

幾田佳 M2 太恒 a13

吉川慶 M2 観測 c10

行方宏介 M1 太恒 a10

今西萌仁加 M1 観測 a14

山本貴宏 M2 重宇 a18

山本久司 M2 重宇
若松恭行 M1 太恒 a2

小川拓未 D1 コン c4

小田紗映子 M1 銀河 a2

松本達矢 D2 コン a7

杉浦宏夢 M1 星惑 c2

西野裕基 D1 コン c10

石原陽平 M1 重宇 c29

石澤祐弥 M1 星惑 a15

川口恭平 D3 コン a14

前田郁弥 M1 銀河 a15

早川朝康 M2 コン a19

打田晴輝 D1 コン a1

大内竜馬 M1 コン a13

谷口幹幸 M1 観測 a3

谷本敦 M2 銀河 a4

竹重聡史 D2 コン a10

竹村泰斗 D1 観測 c3

竹尾英俊 M2 コン c1

中村達希 M1 太恒 a9

中村優太 M1 星間 a6

長尾崇史 D1 コン a12

長友竣 D2 銀河 c2

鄭祥子 M2 太恒 c9

藤林翔 D3 コン a15

徳田順生 M2 重宇 c22

二宮翔太 M1 太恒 c5

尾近洸行 M1 星間 a4

北木孝明 M1 コン a5

牧野芳弘 M2 コン c7

木邑真理子 M2 コン a8

野崎誠也 M1 観測 a7

立花克裕 M1 星間 a5

林秀輝 M1 観測 a21

和田一馬 M1 銀河 a3

猪口睦子 M1 銀河 a9

福島肇 D1 星惑 c1

飯島一真 M1 コン a4

立命館大学
家鋪真衣 M2 重宇 c9

大阪大学
永金昌幸 M2 星惑 c9

越本直季 D2 星惑
加藤広樹 D3 銀河
国松翔太 M1 星惑 a2

山田瞳子 M1 星惑 c10

足立知大 M1 銀河 a6

中村亮介 M1 星惑 a3

藤田勝美 M1 太恒 a3

米山友景 M1 コン c20

北亦裕晴 M1 星間 a10

奈良女子大学
佐藤瑛子 M1 銀河 c8

上塚奈々絵 M1 星惑 a16

服部詩穂 M2 銀河

関西学院大学
児嶌優一 M1 観測 c7

正垣綾乃 M1 銀河 c12

梅田真衣 M1 星間 c12

大阪府立大学
高田勝太 M1 星間 a11

本間愛彩 M1 星間 a9

鈴木駿汰 M1 観測 a4

大阪工業大学
山本峻 M1 重宇 c21

大阪市立大学
穴瀬信 M1 重宇 c31

高橋一麻 M1 重宇 c32

松野皐 M1 重宇 a21

神戸大学
Kim Suro M1 重宇 b2

正木愛美 M1 重宇 c26

愛媛大学
寺尾航暉 D1 銀河 a1

仁田裕介 M1 銀河 b3

登口暁 M1 銀河 a11

福岡大学
坪根達之 M1 コン c15

九州大学
下山ちひろ M1 星惑 b4

高野凌平 M1 星惑 b3

酒見はる香 M1 コン b2

松下祐子 M2 星惑 a5

大村匠 M1 コン b3

中尾美穂 M1 太恒 b1

長野源生 M1 コン b4

樋口公紀 M2 星惑 a4

有村幸大 M1 星間 c10

熊本大学
吉浦伸太郎 D1 重宇 c5

向野伝 M1 星惑 c13

今里祐也 M1 重宇 c33

松枝直紀 M1 コン c8

鹿児島大学
山口凌平 M1 観測 c11

上野紗英子 M1 銀河 c5

永野将之 M2 星間 c8

小出凪人 M2 星間 c6

水窪耕兵 M1 星間 c14

大山まど薫 M1 太恒 c1

内野亮太 M1 観測 c8

米倉健介 M1 銀河 c16

藏原昂平 M1 観測 c6
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