
2019年度　3月修了修士論文発表会　2020年2月13日（木） 8:30-19:15 1人当たり15分（発表：10分，質疑：5分）

場所：緑が丘1号館　M111講義室

司会 学籍番号 氏名 題目 主指導教員 副指導教員

8:30 - 8:45 17M51337 和田 光央
超高精度質量分析を活用した河川流域及び沿岸域における溶
存有機物質の特性評価

藤井 学 吉村 千洋 藤井 吉村 廣瀬

8:45 - 9:00 18M51116 五十棲 将太
長期実測データを用いた橋梁の構造パラメータ推定法に関する
検討

佐々木 栄一 佐々木 廣瀬 朝倉 小林

9:00 - 9:15 18M51122 伊藤 陽平
液状水供給下におけるコンクリート中の異形鉄筋の疲労引き抜
けに緩衝層が与える影響

千々和 伸浩 千々和 二羽 鼎

9:15 - 9:30 18M51139 射場 崚輔
2次元弾性波動問題に対する重み付きDE-Sinc境界要素法の開
発

廣瀬 壮一 廣瀬 Bui 福田

9:30 - 9:45 18M51151 上田 莉奈
極端現象に対する植生のレジスタンスとレジリエンスに寄与する
環境要素の検討

鼎 信次郎 鼎 吉村 二羽

9:45 - 10:00 18M51168 大谷 祐斗 軟岩地盤に根入れした自立式鋼管杭擁壁の地震時挙動 竹村 次朗 竹村 笠間 ANIL

10:00 - 10:15 18M51174 大野 泰徳
ブロック式深層混合処理地盤における施工目地が地盤の破壊
挙動に及ぼす影響に関する数値解析及び遠心模型実験

北詰 昌樹 北詰 高橋 吉村

10:30 - 10:45 18M51180 小川 晃平
多様なリアルタイムデータの活用を想定した短期観光交通混雑
予測手法の検討

福田 大輔 福田 朝倉 高橋

10:45 - 11:00 18M51197 河井 智弘
首都圏鉄道通勤者のサテライト型テレワーク利用意向と生活行
動パターン変化に関する研究

福田 大輔 福田 朝倉 竹村

11:00 - 11:15 18M51205 川上 洵
ケーソン式護岸を対象とした傾斜した支持層上の杭式深層混合
処理地盤の内部安定性に関する研究

北詰 昌樹 北詰 笠間 千々和

11:15 - 11:30 18M51211 菊池 康太郎 排水処理の経済的側面から見たSDG6の実現可能性 鼎 信次郎 鼎 藤井 北詰

11:30 - 11:45 18M51234 櫛谷 拓馬
スパースモデリングを利用した弾性波トモグラフィ解析手法の開
発

廣瀬 壮一 廣瀬 佐々木 鼎

11:45 - 12:00 18M51240 小池 卓武
大規模地震災害時を想定した帰宅支援ステーション最適配置モ
デルの構築

朝倉 康夫 朝倉 福田 ANIL

12:00 - 12:15 18M51257 小泉 大哉 リンク途絶における鉄道網のパフォーマンス低下の分析 朝倉 康夫 朝倉 福田 佐々木

時間 審査員（最左列は主査）

二羽

北詰



13:15 - 13:30 18M51263 小林 研太
モルタル充てん継手を有するプレキャストRCはりの破壊挙動に
及ぼす目地の影響

二羽 淳一郎 二羽 岩波 Bui

13:30 - 13:45 18M51270 佐藤 文啓 粒子法による盛土の地震時変形過程に関する解析的研究 高橋 章浩 高橋 笠間 藤井

13:45 - 14:00 18M51286 佐藤 路鷹
Relation of wind condition to sediment resuspension in Tonle
Sap Lake, Cambodia

吉村 千洋 吉村 藤井 ANIL

14:00 - 14:15 18M51292 椎谷 早紀 コンクリートの乾燥収縮を考慮した作用応力推定手法の高度化 岩波 光保 岩波 二羽 笠間

14:15 - 14:30 18M51300 城間 洋也
電気自動車充電施設の配置が経路及び車種の選択に及ぼす
影響

福田 大輔 福田 朝倉 北詰

14:30 - 14:45 18M51317 曾川 宏彬
包括的民間業務委託導入に向けた地方自治体における道路行
政の意思決定行動の分析

岩波 光保 岩波 福田 笠間

14:45 - 15:00 18M51323 瀧澤 歩実 パイピングによる堤防の不安定化に関する解析的研究 高橋 章浩 高橋 竹村 Bui

15:15 - 15:30 18M51330 田中 佳南 高水圧を受けるコンクリートの力学的挙動に関する基礎的研究 岩波 光保 岩波 千々和 藤井

15:30 - 15:45 18M51346 中谷 鴻太
閉鎖性水域における藍藻毒の発生に及ぼす水質因子ならびに
菌叢構造の検討

藤井 学 吉村 千洋 藤井 吉村 竹村

15:45 - 16:00 18M51352 野田 章太
基礎地盤の空間的な構成に着目した河川堤防のパイピングに
関する研究

高橋 章浩 堀越 一輝 高橋 北詰 鼎 堀越

16:00 - 16:15 18M51369 橋本 佳奈
Relation of hydrodynamics to phosphorus loading and
concentration in a lake-floodplain system

吉村 千洋 吉村 藤井 高橋

16:15 - 16:30 18M51375 邉木薗 慧
塩害劣化したコンクリート構造物に対する電気防食の適切な前
処理に関する検討

岩波 光保 岩波 二羽 佐々木 千々和 Bui

16:30 - 16:45 18M51381 松岡 芳宜
ニューラルネットワークを利用した超音波非破壊試験における欠
陥性状の自動判別

廣瀬 壮一 廣瀬 佐々木 笠間

16:45 - 17:00 18M51398 室 祥太朗 高速鉄道の整備が産業の地域特化に与える影響 福田 大輔 福田 朝倉 千々和

17:15 - 17:30 18M51429 GUNAWAN DEVIN
Evaluation of Shear Capacity of Rectangular RC and PC Beams
Based on Beam and Arch Actions (ビーム・アーチ機構を考慮し
たRC及びPC矩形断面梁のせん断耐力評価)

二羽 淳一郎 二羽 千々和 ANIL

17:30 - 17:45 18M51435 JIA Pengfei
Mechanical Properties and Structural Performances of a
Specific Fiber Reinforced Geopolymer Concrete

二羽 淳一郎 二羽 岩波 竹村

17:45 - 18:00 18M51441 SHA Ou
The effective temporal-scale rainfall for the peak flow in major
world river basins

鼎 信次郎 鼎 吉村 北詰

廣瀬

朝倉



18:00 - 18:15 18M51458 XIAO TENGXIANG
The study of the influence of the locally permeability decreases
in PVD on the consolidation process

北詰 昌樹 北詰 竹村 ANIL

18:15 - 18:30 18M53026 HANGGARA Dicky
Vulnerability Assessment of Reinforced Concrete Buildings in
Indonesia Subjected to Earthquake and Tsunami in Sequence

ANIL C. W. ANIL 廣瀬 笠間

18:30 - 18:45 18M53032 HONG-IN Phadungsak
Experimental Study on Effects of Backfill Cohesion on Dynamic
Response of Retaining Structure

高橋 章浩 高橋 竹村 北詰 笠間 Bui

18:45 - 19:00 18M53049 KAMAU Taddeo Mwaura
Seismic Performance of Tall Buildings with Outrigger Systems
Considering Soil Flexibility Effects

ANIL C. W. ANIL 佐々木 鼎

19:00 - 19:15 18M58220 武内 克之
水平力を受ける砂地盤中の大口径鋼管単杭の力学挙動に関す
る実験的研究

竹村 次朗 　 竹村 高橋 朝倉

※判定会議（発表会終了後）

鼎




