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第２２回 アジア物理オリンピック（AＰｈＯ２０２２） インド大会（オンライン） 

日本代表団 結団式のご案内 

  

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より物理オリンピック国際大会への日本代表派遣ならびに物理チャレンジの事業に多大のご

協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、第２２回アジア物理オリンピックは、COVID-19 のために現地開催を取り止め、インドが主催

国となってオンライン形式で開催されます。日本代表選手は大学セミナーハウス（東京都八王子市）

に集まって試験に臨みます。このような変則的な形になりますが、通常の現地開催と同様に結団式

を行い、日本代表選手たちを激励したいと思います。なお、結団式もオンライ形式での開催となりま

す。 

何卒、ご出席を賜りますようご案内申し上げます。                          謹白 

 

記 
 

◆ 第２２回 アジア物理オリンピック（APhO２０２２） インド大会（オンライン）日本代表団 結団式 

 

日 時： 令和４年５月２４日（火） １３時～１４時 00分 

会 場： オンライン ミーティング ID: 860 6356 6377  パスコード: 378343 

https://us06web.zoom.us/j/86063566377?pwd=RlFGNUY0UTRJWEhzV3RNRytsaFJZdz09 

 

 

式次第概要（予定） １．開式のことば 

   ２．日本代表認定証授与 

   ３．祝辞 

   ４．日本代表選手選考経過報告 

      ５．日本代表決意表明 

   ６．閉式のことば 

   ７．記念撮影 

 

 

【公益社団法人物理オリンピック日本委員会】 

〒162-8601 東京都新宿区神楽坂 1-3 東京理科大学内 
TEL：03-5228-7406  FAX：03-3268-2345 E-Mail：info@jpho.jp  http://www.jpho.jp  

https://us06web.zoom.us/j/86063566377?pwd=RlFGNUY0UTRJWEhzV3RNRytsaFJZdz09


 

第２２回 アジア物理オリンピック（AＰｈＯ２０２２）開催概要 
 

名  称： ２２nd Asian Physics Olympiad AＰｈＯ２０２２ 

会  期： ２０２２年５月２３日 ～ ３１日  ホームページ：https://apho2022.in/ 

主催国： インド 
 

主な日程： 

５月 代 表 選 手 引 率 役 員 

２３日（月） 開会式 

２４日（火） 結団式 結団式・理論問題の検討および翻訳 

２５日（水） 理論問題試験  

２６日（木）  実験問題の検討および翻訳 

２７日（金） 実験問題試験 採点 

２８日（土）  採点 

２９日（日）  採点 

３０日（月）  問題採点調整会議・国際会議 

３１日（火） 閉会式 
 

第５２回 アジア物理オリンピック（AＰｈＯ２０２２）日本代表団 名簿 
 

  AＰｈＯ２０２２日本代表選手 

氏 名 フリガナ 在学校（所在地） 学年 

大倉 晴琉 オオクラ ハル 埼玉県立大宮高等学校 ３年生 

片山 哩 カタヤマ マイル 岡山白陵高等学校 ３年生 

喜多 俊介 キタ シュンスケ 筑波大学附属駒場中学校 ３年生 

辻村 昌幸 ツジムラ マサユキ 灘高等学校 ３年生 

埜上 照 ノガミ テル 宮城県仙台二華高等学校 ３年生 

三宅 智史 ミヤケ サトシ 東海高等学校 ３年生 

山口 航志郎 ヤマグチ コウシロウ 浅野高等学校 ３年生 

山下 航弥 ヤマシタ コウヤ 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 ３年生 
 

  役員 

氏 名 参加形態 所 属 

東辻 浩夫 
リーダー 

岡山大学名誉教授 

鈴木 功 元産業技術総合研究所 

栗原 進 

オブザーバー 
翻訳・採点担当 

早稲田大学名誉教授 

佐藤 誠 茨城工業高等専門学校 

岡部 豊 東京都立大学 

中西 秀 元九州大学 

松本 益明 東京学芸大学 

中屋敷 勉 岡山県立岡山操山高等学校 

毛塚 博史 元東京工科大学 

吉見 光祐 東京大学 理学部物理学科 ４年 

山下 穣 

試験監督 (Invigilator) 

東京大学物性研究所 

渡辺 一之 東京理科大学 

吉田 秀保 星薬科大学 

伊藤 公孝 中部大学 

 



第２２回アジア物理オリンピック（APhO２０２２） 

インド大会（オンライン） 

日本代表団 結団式 次第 
 

日  時： ２０２２年５月２４日（火） １３：００～１４：００ 

会  場： オンライン 

 

司  会： 物理オリンピック日本委員会 副理事長 興治 文子 

 

１．開会のことば 

 

２．日本代表認定証授与 

公益社団法人 物理オリンピック日本委員会 理事長 長谷川 修司 

 

３．来賓挨拶・祝辞 

文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課長  斉藤 卓也 様 

協賛企業 理研計器株式会社 様 

 

４．日本代表選考経過報告・引率役員紹介 

国際物理オリンピック派遣委員会・参加派遣部会長  東辻 浩夫 

 

５．日本代表決意表明 

 大倉 晴琉 埼玉県立大宮高等学校   ３年生 

 片山 哩 岡山白陵高等学校    ３年生 

 喜多 俊介 筑波大学附属駒場中学校   ３年生 

 辻村 昌幸 灘高等学校     ３年生 

 埜上 照 宮城県仙台二華高等学校   ３年生 

 三宅 智史 東海高等学校    ３年生 

 山口 航志郎 浅野高等学校    ３年生 

 山下 航弥 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 ３年生 

 

６. ＯＰからの激励 

  ＡＰｈＯ２０２１ 日本代表選手  楠元 康生さん 

       黒田 優人さん 

 

７. 閉会のことば 
 


