
 

 

 

 

 

 4３ｒd International Physics Olympiad 201２ 

 

第 4３回国際物理オリンピック 

エストニア大会 

 

日本代表候補者 

冬合宿 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期  間：201１年 12 月 2４日（土）～2７日（火）（3 泊 4 日） 

       会  場：八王子セミナーハウス さくら館・松下館 

              ＴＥＬ：０４２－６７６－８５１１ 

              東京都八王子市下柚木 1987-1 

            東京工科大学 

ＴＥＬ：０４２６－３７－１１１０内線２４５１ 

              東京都八王子市片倉町 1404-1 

 

主  催：特定非営利活動法人物理オリンピック日本委員会 

共  催：東京工科大学 科学技術振興機構 他 
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 IPhO 日本代表候補者冬合宿                                               

代表候補者 

 

 

 

榎 優一 灘高等学校 高校１年生 

大森 亮 灘高等学校 高校１年生 

岡本 泰平 大阪星光学院高等学校 高校２年生 

落合 宏平 山梨県立甲府南高等学校 高校２年生 

笠浦 一海 開成高等学校 高校２年生 

川畑 幸平 灘高等学校 高校２年生 

田中 駿士 岡山県立岡山朝日高等学校 高校２年生 

中塚 洋佑 滋賀県立膳所高等学校 高校２年生 

中村 駿甫 千葉県立千葉高等学校 高校２年生 

船曳 敦漠 桐朋高等学校 高校２年生 

吉川 成輝 開成高等学校 高校１年生 

 

 

 

《参加委員》 
 

北原 和夫（東京理科大学）  杉山 忠男（河合塾） 

光岡 薫 （産業技術総合研究所） 毛塚 博史（東京工科大学） 

興治 文子（新潟大学）   上田 悦理（東京都立調布北高等学校） 

江尻 有郷（元琉球大学）  真梶 克彦（筑波大学附属駒場中学校・高等学校） 

鈴木 功 （産業技術総合研究所） 中屋敷 勉（岡山県立笠岡高等学校） 

野添 嵩 （東京大学大学院総合文化研究科１年） 

波田野 彰（放送大学）   長谷川 修司（東京大学大学院） 

向田 昌志（九州大学） 

蘆田 祐人（東京大学教養学部 2 年） 安藤 孝志（東京大学教養学部 2 年） 

東川 翔 （東京大学教養学部 2 年） 村下 湧音（東京大学理学部３年） 

 

 

《参加メンター》 

 

澤 優維 （東京大学教養学部１年） 濱崎 立資（東京大学教養学部１年） 

益田 稜介（東京大学教養学部１年） 真野 絢子（東京大学教養学部１年） 
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 IPhO 日本代表候補者冬合宿                                               

 

スケジュール 

日 付 行事・活動等 内容・会場等 

12 月 24 日 
（土） 

13：00 参加者集合 JR 横浜線八王子みなみ野駅 

13：10 出発 （徒歩あるいはタクシー利用） 八王子みなみ野駅→東京工科大学 

13：40 東京工科大学着  

13：50 セレモニーと案内 

東京工科大学 
・参加者自己紹介 
・スタッフ自己紹介 
・激励のことば 

14：30 実験研修Ⅰ 東京工科大（オシロ・ＬＥＤ波長測定＋整流回路） 

17：00 夕食、休息 セミナーハウス移動・チェックイン＋夕食 

19：00 実験研修Ⅱ セミナーハウス（測定データの処理と誤差見積の基礎） 

21：00 入浴、自由時間 各部屋 

23：00 消灯、就寝 各部屋 

12 月 25 日 
（日） 

7：30 起床 各部屋 

 8：00 朝食 八王子セミナーハウス 本館 4 階 食堂 

 9：00 理論研修Ⅰ 八王子セミナーハウス 交友館セミナー室 

12：10 昼食 八王子セミナーハウス 本館 4 階 食堂 

13：00 理論研修Ⅱ 八王子セミナーハウス 交友館セミナー室 

15：30 交流会 八王子セミナーハウス 交友館セミナー室 

18：00 夕食 八王子セミナーハウス 本館 4 階 食堂 

19：00 理論研修Ⅲ 八王子セミナーハウス 交友館セミナー室 

21：30 入浴、自由時間 各部屋 

23：00 消灯、就寝 各部屋 

12 月 26 日 
（月） 

 7：30 起床 各部屋 

 8：00 朝食 八王子セミナーハウス 本館 4 階 食堂 

 8：40 移動 （東京工科大学学バス） 八王子セミナーハウス→東京工科大学 

9：15 実験研修Ⅲ 東京工科大学（IPhO 実験） 

12：30 昼食 東京工科大学 

13：30 実験研修Ⅳ 東京工科大学（IPhO 実験） 

18：00 夕食、休息 東京工科大学（教職員特別食堂） 

19：00 実験研修Ⅴ 東京工科大学（IPhO 実験） 

21：15 移動 （東京工科大学学バス） 東京工科大学→八王子セミナーハウス 

21：30 入浴、自由時間 各部屋 

23：00 消灯、就寝 各部屋 

12 月 27 日 
（火） 

 7：30 起床 各部屋 

 8：00 朝食 八王子セミナーハウス 本館 4 階 食堂 

 8：35 チェックアウト ルームキーを委員代表があつめ、ﾁｪｯｸｱｳﾄ 

 9：00 移動 （東京工科大学学バス） 八王子セミナーハウス→東京工科大学 

 9：30 実験研修Ⅲ 東京工科大学（ボルダの振り子・重力算出・平均誤差） 

12：45 昼食（交流会） 東京工科大学（教職員特別食堂） 

13：45 移動 （東京工科大学学バス） 東京工科大学 → ＪＲ八王子みなみ野駅 

14：00 解散 ＪＲ八王子みなみ野駅 
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特定非営利活動法人物理オリンピック日本委員会 

 

理事長  有山 正孝 （電気通信大学名誉教授） 

副理事長  並木 雅俊 （高千穂大学） 

同  二宮 正夫 （岡山光量子科学研究所） 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
IPhO 派遣委員会委員長  北原 和夫 （東京理科大学大学院） 

 
理論研修部会 部会長  杉山 忠男 （河合塾） 

   委員  伊東 敏雄 （元電気通信大学） 
     興治 文子 （新潟大学） 
     川村 清  （慶應義塾大学名誉教授） 
     鈴木 亨  （筑波大学附属高等学校） 
     高須 昌子 （東京薬科大学） 
     田中 忠芳 （松本歯科大学） 
     並木 雅俊 （高千穂大学） 
     西川 恭治 （広島大学名誉教授） 
     野添 嵩  （東京大学大学院総合文化研究科１年） 
     波田野 彰 （放送大学） 
     原田 勲  （岡山大学） 
     三間 圀興 （光産業創成大学院大学） 
     山田 達之輔（慶應義塾志木高等学校） 
     村下 湧音 （東京大学理学部３年） 
     松元 叡一 （東京大学理学部３年） 
     蘆田 祐人 （東京大学教養学部２年） 
     東川 翔  （東京大学教養学部２年） 
     難波 博之 （東京大学教養学部２年） 
     安藤 孝志 （東京大学教養学部２年） 
 

実験研修部会 部会長  光岡  薫 （産業技術総合研究所） 
委員  上田 悦理 （東京都立調布北高等学校） 

江尻 有郷 （元琉球大学） 
毛塚 博史 （東京工科大学） 
真梶 克彦 （筑波大学附属駒場中学校・高等学校） 
鈴木 功  （産業技術総合研究所） 
中屋敷 勉 （岡山県立笠岡高等学校） 
長谷川 修司（東京大学大学院） 
向田 昌志 （九州大学） 
吉田 周平 （東京大学理学部３年） 

   
合宿研修部会 部会長  毛塚 博史 （東京工科大学） 

委員  真梶 克彦 （筑波大学附属駒場中学校・高等学校） 
  杉山 忠男 （河合塾） 
  光岡 薫  （産業技術総合研究所） 

 
参加派遣部会 部会長  興治 文子 （新潟大学） 

 
 

 


