
SPring-8 構造生物学ビームライン  (共用・理研)・2022B期(10月～2月)ビームタイム表 2023/02/16

凡例 成果非専有 成果非専有
（自動測定）

長期利用 JASRI共用課題 (成果非専有課題; SB分科会) BINDS募集枠 創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業募集枠

Open JASRI共用一般課題採択者の随時利用枠
＊BL45XUについては特記事項欄にシフト数記載

BINDS高度化 創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業高度化枠

成果専有 成果専有(自動測定) JASRI共用一般課題 (成果専有課題) 理研 理研内部利用枠 > http://beamline.riken.go.jp/

他分科会 JASRI共用課題 (SB分科会外) 未配分

高性能化・調整 ビームライン調整等インハウス時間

調整・時期指定 ビームライン調整時間 (成果専有時期指定利用可能)

BL41XU BL45XU BL32XU BL26B1 BL26B2
10:00-18:00 18:00-26:00 26:00-10:00 特記事項 10:00-18:00 18:00-26:00 26:00-10:00 追加募集シフト数 10:00-18:00 18:00-26:00 26:00-10:00 10:00-18:00 18:00-26:00 26:00-10:00 特記事項 10:00-18:00 18:00-26:00 26:00-10:00

10月

2 日

調整期間
3 月

4 火

5 水

6 木

7 金 理研 理研 理研

8 土 長谷川 和也 理研 理研 理研

9 日

古屋(0.5), 岸田(1), 山本(1.25), 田中(1.5) 中石(1), 
上谷(1), F. Jiang(2.5), 大村(0.5), 佐藤(1), 日野

(2)
closed

理研 Closed 理研

10 月 理研 Closed 理研

11 火 Closed BINDS高度化 Closed 理研

12 水 Robinson Robert Closed 當舎 武彦 杉本 宏 Closed 理研

13 木 菅 倫寛 Closed (Auto) Closed 塚崎 智也 堂本 悠也 理研

14 金 竹田 一旗 Closed 岩田(1), C. Wang(1.5), 渡辺誠(1), 沼田(0.5), 廣
田(0.5), 長尾(0.5), 杉本(1.5), 姚(1) closed

天野 靖士 理研 Closed 理研

15 土 C. Wang Closed 安部 聡 Closed 理研

16 日 BINDS募集枠 BINDS募集枠 Closed 理研 Closed 理研

17 月 調整期間

18 火

Closed

BINDS高度化 理研 HAG 理研

19 水 今田 勝巳 Closed
田中(1.5), 佐藤(1), (1), 深井(1), 村木(1), 中村駿

(1), 堀谷(1)

BINDS募集枠 日野 智也 Closed plate 理研

20 木 Closed (Auto) Closed BINDS募集枠 Closed Closed
21 金 Closed BINDS募集枠 BINDS募集枠 理研

22 土 Closed
岸田(0.75), 山本(0.5), 中川(1.25), 田中(1.5), F. 

Jiang(2.5), C. Wang(1.5), 姚(1), 奥村(4) closed

BINDS募集枠 Closed 理研

23 日 Closed BINDS募集枠 Closed Closed
24 月 BINDS募集枠 BINDS高度化 理研

25 火 BINDS募集枠 BINDS募集枠 Closed Closed 村川 武志 HAG BINDS募集枠

26 水 杉山 成 (Auto) Closed 神初 弾 理研 BINDS高度化 馬場 清喜 HAG 理研

27 木 佐藤 宗太 古屋(0.25), 門(0.5), F. Jiang(2.5), C. Wang
(1.5), 佐藤(1), 西山(1), 永江(0.25), 藤原(0.75), 寺

本(1), 氷見山(1) closed

BINDS募集枠 馬場 清喜 HAG 理研

28 金 沈 建仁 Closed BINDS募集枠 馬場 清喜 HAG BINDS募集枠

29 土 當舎 武彦 Closed BINDS募集枠 三上 文三 理研

30 日 BINDS募集枠 BINDS募集枠 Closed BINDS募集枠 三上 文三 Closed
31 月 調整期間

11月

1 火
馬場 清喜

理研 Closed 乾 隆 理研

2 水 F. Jiang(2.5), (1), 中村昇(1), 千住(1), 姚(1), 
Guo(1) closed

BINDS募集枠 理研 理研

3 木 BINDS募集枠 Closed Closed
4 金 Closed BINDS高度化 Closed BINDS募集枠

5 土 Closed
岸田(1), 中川(1.25), 中石(1), C. Wang(1.5), 佐藤

(1), 長尾(0.5), 沼田(0.5), 杉本(1.5), 尾勝(1), 
Chek(1.5)

closed

小島 摩利子 Closed 理研

6 日 BINDS募集枠 BINDS募集枠 Closed BINDS高度化 Closed Closed
7 月 上谷 将史 杉本 宏 理研 棚谷 綾 理研

8 火 長谷川 和也 BINDS募集枠 佐藤 宗太 Closed
9 水 Closed (Auto) Closed

古屋(0.5), 山本(0.5), 田中(1.5), F. Jiang(2.5), C. 
Wang(1.5), (1), 渡辺誠(1) closed

BINDS募集枠 Closed 理研

10 木 菅 倫寛 曽我部 
智 Closed (Auto) Closed BINDS募集枠 BINDS募集枠 BINDS募集枠

11 金 BINDS募集枠 BINDS募集枠 Closed 近江 理恵 當舎 武彦 Closed 理研 HAG 理研

12 土 Closed (Auto) Closed BINDS募集枠 Closed 理研

13 日 Closed BINDS募集枠 Closed Closed
14 月 調整期間

15 火 Closed
岸田(0.5), F.Jiang(2.5), 岩田(1.25), 堀谷(1), 長

尾(0.5), 沼本(0.5) closed
理研 理研 理研

16 水 理研 理研 理研

17 木 杉本 宏 Closed BINDS高度化 理研

18 金 BINDS募集枠 BINDS募集枠 Closed BINDS高度化 佐藤 宗太 理研

19 土 Closed (Auto) Closed
中川(1.25), 田中(1.5), 沼田(0.5), 杉本(1.5), 廣田

(0.5), 佐藤(1), (1) closed

安部 聡 堂本 悠也 理研

20 日 Closed BINDS高度化 Closed Closed
21 月 BINDS募集枠 BINDS募集枠 Closed BINDS募集枠 Closed 理研

22 火 Robinson Robert Closed BINDS募集枠 BINDS高度化 理研

23 水 Closed (Auto) Closed

closed

BINDS募集枠 BINDS高度化 理研

24 木 青柳 忍 Closed
古屋(0.5), 岸田(0.5), F.Jiang(2.5), 中村駿(1), G.

Song(2.5), 伏信(2), (1)

BINDS募集枠 Closed BINDS募集枠

25 金 竹田 一旗 Closed BINDS募集枠 Closed 理研

26 土 Closed (Auto) Closed BINDS募集枠 Closed 理研

27 日 Closed BINDS募集枠 Closed Closed
28 月 調整期間

29 火 Closed
closed

理研 村川 武志 HAG 理研

30 水 佐藤 宗太 F.Jiang(2.5), 村木(1), 氷見山(1), 西山(0.5) 理研 馬場 清喜 HAG Closed

12月

1 木 長谷川 和也 BINDS募集枠 馬場 清喜 HAG 理研

2 金
中石(1), 村川(0.5), 尾勝(1), 堀谷(1), 藤原(0.5), 寺

本(1), 藤橋(1), 長尾(0.5), 沼本(0.5), (1) closed
BINDS募集枠 馬場 清喜 HAG 理研

3 土 杉山 成 Closed BINDS募集枠 Closed 理研

4 日 BINDS募集枠 BINDS募集枠 Closed BINDS募集枠 Closed Closed
5 月 林 宏典 Closed (Auto) Closed BINDS募集枠 BINDS高度化 理研

6 火 梅名 泰史 Closed
山本(0.25), 中川(1.25), F.Jiang(2.5), 杉本(1.5), 

渡辺誠(1), 中村昇(1), 佐藤(1) closed
塚崎 智也 理研 理研

7 水 中林 誠 Closed (Auto) Closed 當舎 武彦 BINDS高度化 BINDS募集枠 BINDS募集枠

8 木 BINDS募集枠 Closed (Auto) Closed BINDS募集枠 中道 優介 Closed plate 理研

9 金 今田 勝巳 Closed

古屋(1), 岸田(0.75), 山本(1.25), 田中(1.5), 沼田
(0.5), 姚(1) closed

BINDS募集枠 三上 文三 理研

10 土 BINDS募集枠 BINDS募集枠 Closed 田中 潤子 三上 文三 理研

11 日 高橋大介 菅 倫寛 小島 摩利子 Closed Closed
12 月 天野 靖士 神初 弾 BINDS高度化 堂本 悠也 理研

13 火 理研 佐藤 宗太 plate Closed
14 水 理研 理研 BINDS募集枠

15 木 調整期間

1月

13 金

調整期間14 土

15 日

16 月 理研 理研 理研
17 火

古屋(0.5), 岸田(1), 田中(1), F.Jiang(2.5), J.Sun
(3.0), 大村(0.5) closed

理研 BINDS高度化 理研
18 水 杉山 成 配分41_1

Close
安部 聡 佐藤 宗太 理研

19 木 長尾 聡(0.5), 寺本 岳大(0.5) 理研 棚谷 綾 理研
20 金

配分41_2
Close

中川(1.25), 天野(2), 山崎(0.5), 上谷(0.75), 沼田
(0.75), 杉本(1.5), 武田(1.5), (1), 佐藤(1) closed

BINDS高度化 理研 HAG 理研
21 土 林 宏典(0.5) 梅名 泰史 BINDS募集枠 日野 智也 Closed plate 理研
22 日 今田 勝巳 BINDS募集枠 Closed Closed
23 月 青柳 忍 BINDS募集枠 馬場 清喜 HAG 理研
24 火 BINDS募集枠 BINDS募集枠 藤澤  當舎 武彦 柴田 直樹 馬場 清喜 HAG 理研
25 水

伊藤(0.5), 岸田(0.75), 山本(1), 田中(1), (0.75), F.
Jiang(2.5), 奥村(1.5), 姚(1), 堀谷(1), (1)

closed

BINDS募集枠 村川 武志 HAG Closed
26 木 BINDS募集枠 馬場 清喜 HAG 理研
27 金 BINDS募集枠 BINDS募集枠

配分41_3
Close

BINDS募集枠 理研 plate 理研
28 土

中林 誠(0.5), 藤橋 雅宏(1.0), 中村 昇太(1.0) 田中 潤子 Closed 理研
29 日 BINDS高度化 Closed 理研
30 月 調整期間

31 火
田中(1), 天野(2), 村瀬(1), 永江(0.25), 千住(1), 沼

本(0.5), 伏信(2), 氷見山(0.75) closed
理研 BINDS高度化 BINDS募集枠

2月

1 水
奥村英夫

理研 Closed 理研
2 木 BINDS募集枠 Closed 理研
3 金 BINDS募集枠 大山拓次(0.75), 

配分41_4
Close

closed

BINDS募集枠 三上 文三 理研
4 土 廣田 俊(0.5), 平田 章(0.5), 長尾 聡(0.5), 渡辺 誠也(0.5)

中石(1), 福田(0.5), 沼田(0.75), 杉本(1.5), 深井
(1), Guo(1), Chek(0.5), 村木(1), (1), 佐藤(1)

塚崎 智也 三上 文三 理研
5 日 BINDS募集枠 寺本 岳大(0.5), 菅 倫寛(1.0), 曽我部 智(0.25) BINDS募集枠 Closed Closed
6 月 BINDS募集枠 Robinson Robert BINDS募集枠 BINDS募集枠 理研
7 火 杉山 成

配分41_5
Close

藤澤 清水 BINDS募集枠 堂本 悠也 理研

8 水 岩田 茂美(4.5)

古屋(1), 伊藤(0.5), 岸田(1), 山本(1.25), 中川
(1.25), 田中(1), 門(0.25), 天野(2), 山崎(0.5), F.

Jiang(2.5), 大村(0.5), 西山(0.5),  堀谷(1.0)
closed

BINDS募集枠 佐藤 宗太 plate Closed
9 木 杉本 宏 BINDS募集枠 小林 龍司 杉山 成 Closed 理研

10 金 高橋 大介 BINDS募集枠 Closed Closed
11 土 小島 摩利子 BINDS高度化 Closed 理研
12 日 佐藤 宗太 BINDS高度化 理研 Closed Closed
13 月 高エネルギー 上谷 将史 神初 弾 BINDS高度化 馬場 清喜 HAG BINDS募集枠

14 火 上中 みどり 福田 庸太 高エネルギー BINDS募集枠 馬場 清喜 HAG BINDS募集枠

15 水 長谷川 和也 高エネルギー BINDS高度化 藤原 孝彰 曽我部 智 Closed HAG 理研
16 木 調整期間


