
基礎有機化学会 若手オンラインシンポジウム (第１回) プログラム 

2021 年 11 月 19 日(金) 9:25-15:20 (オンライン開催) 講演 9 分・質疑応答 5 分・交代 1 分 

 

講演番号: 演題 

発表者名(登壇者名には○を、講演賞対象の登壇者名には☆を付してあります)・所属 

時間 A会場 B会場 

09:25-09:30 開会式（A会場にて実施） 

Ø 基礎有機化学会会長：時任先生(京大化研)ご挨拶 

Ø 実行委員会からの連絡事項 

 座長：八木 亜樹子（名大院理） 座長：酒田  陽子（金沢大院自然・金沢大

NanoLSI） 

09:30-09:45 A-1: ヘキサデヒドロトリベンゾ[12]アヌレン

を基盤とした分子性ガラス発光材料 

☆○笠原 遥太郎・武田 貴志・久木 一朗・芥川 

智行（東北大院工・東北大多元研・阪大院基礎

工） 

B-1: 実験化学と理論化学によるAQDリングフ

リップの機構解明 

石垣 侑祐・☆○田所 朋樹・原渕 祐・林 裕貴・

前田 理・鈴木 孝紀（北大院理・WPI-ICReDD） 

09:45-10:00 A-2: 硫黄架橋ナフタレン二量体の硫黄脱離反

応 

☆○田中 勇輝・福井 識人・忍久保 洋（名大院

工） 

B-2: 鎖間凝集を促進するスパイラル超分子ポ

リマーの光アンフォールディング 

☆○玉木 健太・矢貝 史樹（千葉大院融合理工・

千葉大 IGPR） 

10:00-10:15 A-3: ジベンゾチエノ[5,4-a:4,5-f]ペンタレンの

合成と物性 

小西 彬仁・☆○水野 雄介・安田 誠（阪大院工） 

B-3: シンコナアルカロイド触媒による高エナ

ンチオ選択的アジリジン合成反応の開発 

☆○藤田 和樹・三浦 正剛・中村 修一（名工大

院工） 

10:15-10:30 A-4: C3 キラルな二面性トルキセン類の特異な

円偏光発光特性の発現とそのメカニズム 

☆○大峰 拓也・石割 文崇 ・森 直 ・佐伯 昭

紀（阪大工・阪大院工） 

B-4: 水素結合の組み換えによる有機多孔質構

造体の単結晶構造転移 

☆○久保 遥・桶谷 龍成・久木 一朗（阪大院基

礎工） 

10:30-10:45 休憩（Discussion Room併設） 

 座長：小西 彬仁（阪大院工） 座長：羽毛田 洋平（立命館大生命科学） 

10:45-11:00 A-5: 非対称ビスキノジメタン誘導体の特異な

クロミック応答 

石垣 侑祐・☆○須貝 優花・菅原 一真・張本 

尚・鈴木 孝紀（北大院理） 

B-5: 硫黄官能基をもつ Weiss ジケトンの合成

と位置特異的変換 

☆○磯貝 涼介・安井 孝介・深澤 愛子（京大 

iCeMS・京大院工） 

11:00-11:15 A-6: メチレン架橋シクロパラフェニレンの合

成とサイズ依存的性質の解明 

☆○河野 英也・Li Yuanming ・八木 亜樹子・

伊丹 健一郎（名大院理・福州大学・名大 ITbM） 

B-6: 口縁部修飾シクロデキストリンによるサ

イズ選択的ゲスト結合 

☆○緒方 嵩隼・花山 博紀・原野 幸治・中村 栄

一（東大院理） 



 

11:15-11:30 A-7: お椀型芳香族炭化水素の内部に付加した

置換基の影響 

☆○竹尾 佳紘・加藤 将輝・福井 識人・忍久保 

洋（名大院工） 

B-7: リングとファイバーに自己集合するハサ

ミ型アゾベンゼン二量体 

☆○須田 奈月・矢貝 史樹（千葉大院融合理工・

千葉大 IGPR） 

11:30-11:45 A-8: ɑ, ɑ’-ジアニリノトリピリンの二重らせん

構造拡張の検討 

☆○赤松 由貴・福田 優衣・梅谷 将隆・田中 隆

行（京大院理） 

B-8: 新規活性化イミンを用いた光学活性シア

ナミド合成法の開発 

☆○小山田 悠介・稲葉 主斗・中村 修一（名工

大院工） 

11:45-13:00 昼休憩（Discussion Room併設） 

 座長：田中 隆行（京大院工） 座長：石割 文崇（阪大院工） 

13:00-13:15 A-9: ロジウム触媒 C–H活性化によるアザナノ

グラフェンの合成 

☆○藤代 栞奈・Majji Shankar・周戸 大季・伊

藤 英人・伊丹 健一郎（名大院理・名大 ITbM） 

B-9: 芳香環を有する架橋配位子を導入した環

状コバルト(III)二核メタロホストのサイズ選択

的ゲスト認識とその開閉の制御 

☆○須藤 涼・酒田 陽子・秋根 茂久（金沢大院

自然・金沢大 NanoLSI） 

13:15-13:30 A-10: テトラチエニルアントラキノジメタン

誘導体：骨格変調による閉殻／開殻構造制御 

石垣 侑祐・☆○水野 真一・菅原 一真・鈴木 修

一・鈴木 孝紀（北大院理・阪大院基礎工） 

B-10: 含窒素非平面型 π電子系の自己組織化 

☆○安孫子 太一・羽毛田 洋平・前田 大光（立

命館大生命科学） 

13:30-13:45 A-11: Synthesis of rigid tridentate phosphine 

ligands and their application to emissive copper(I) 

complexes 

☆○福間 翔太・道場 貴大・Rui Shang・中村 栄

一（東大院理） 

B-11: 長波長領域に発光を示す蛍光色素を内包

した[5]ロタキサンの光学特性 

☆○西沖 航平・大石 雄基・千葉 順哉・井上 将

彦（富山大薬・富山大院薬） 

13:45-14:00 休憩（Discussion Room併設） 

 座長：石垣 侑祐（北大院理） 座長：原野 幸治（東大院理） 

14:00-14:15 A-12: Photoreaction behavior of stilbene 

dicarboxylate salt with alkylammonium 

○張 雲雅・武田 貴志・星野 哲久・芥川 智行

（東北大院工・東北大多元研） 

B-12: アルカン溶媒におけるピラー[5]アレー

ンの面性不斉反転 

○足立 佳祐・和田 圭介・Fa Shixin・加藤 研一・

大谷 俊介・ 生越 友樹（京大院工・金沢大

NanoLSI） 

14:15-14:30 A-13: ジベンゾジアザピラシレンの合成とそ

の物性 

○森本 祐希・大須賀 篤弘・関 修平・田中 隆

行（京大院理・京大院工） 

B-13: 塩基配位ジアルキルゲルマノンの合成と

二分子反応 

○大島 一真・小林 良・石田 真太郎・岩本 武

明（東北大院理） 

   



14:30-14:45  B-14: 荷電 π電子系の規則配列と物性 

○田中 宏樹・羽毛田 洋平・前田 大光（立命館

大生命科学） 

14:50-15:20 閉会式（A会場にて実施） 

Ø 協賛企業（東京化成工業株式会社）からのご紹介 

Ø 講演賞受賞者の発表 

Ø 第 32回基礎有機化学討論会・実行委員長：時任先生ご挨拶 

15:20- Discussion Room 

 

※Discussion Roomのご案内 

講演時間内では行えなかった議論を行う場として Discussion Roomを設けます。具体的には、A・B両会場にて、

それぞれ講演番号に対応するブレイクアウトルームを作成します。また、これとは別に雑談用のブレイクアウト

ルームを設けます。休憩時間・昼休み・シンポジウム後にご利用ください。シンポジウム後、約 30 分程度まで

zoom会場はご利用いただけます。 

 

※発表者の皆様へのお願い 

休憩時間・昼休み・シンポジウム後（およそ 15–30 分程度）の可能な時間帯だけで構いませんので、上記の

Discussion Room にご在室いただけますと幸いです。特に発表直後の時間帯にご滞在いただけると議論が活性化

されると思います。 

 


