
 

非線形ワークショップ 

2019 

2019 年 9 月 2 日（月）~2019 年 9 月 5 日（木） 

 

南熱川しおさい館 

〒 413-0303 静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬 1139 

HP 採点サイト 



ワークショップの概要 

3 泊 4 日の日程で 12 大学 16 研究室の教員・学生（計 154 名）が参加し，研究成果発表を行い

ます．  

 

日  程：2019 年 9 月 2 日（月）~ 2019 年 9 月 5 日（木） 

会  場：南熱川しおさい館 

〒413-0303 静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬 1139 

集合時間：2019 年 9 月 2 日（月）14 時 00 分（受付開始 13 時 30 分） 

発表の概要 

博士課程在学者は口頭発表を，修士課程在学者と学部生はポスター発表を行います．全発表を全

員で採点し，高い評価を得た発表は表彰されます． 

 ポスターセッション 

• 1 セッション 2 時間（内容説明：30 分，ポスター発表：1 時間 30 分）とします． 

• ポスター発表の前にスライド資料を用いた 1 分間の発表内容の説明を行います．1 分

を過ぎた発表は強制終了します． 

• ポスターの大きさは A0 とします． 

• ポスター上部に，講演題目，所属名を明記してください． 

• 各パネルに発表番号を掲示しますので，指定された場所にセッション開始時間 10 分

前までにポスターを貼り付けてください． 

 オーラルセッション 

• 質疑応答を含め 1 人 20 分とします． 

• 発表用 PC およびレーザポインタはこちらで用意します。発表資料をコピーするため

に USB メモリをお持ちください。 

 採点方法 

全ての参加者が全ての発表に対して採点します．可能な限り多くの発表に採点してくださ

い．採点は採点ページから行います．   



タイムスケジュール 

○9 月 2 日（月） 

13:30~14:00 受付（14:00 集合） 

14:15~14:45 開会式 

14:45~15:45 オーラルセッション A（2 名） 

16:00~18:00 ポスターセッション A（29 名） 

18:00~19:00 夕食 

19:00~21:00 ポスターセッション B（24 名） 

21:00~00:00 自由討論 

○9 月 3 日（火） 

08:00~09:00 朝食 

09:00~10:00 オーラルセッション B（1 名） 

10:00~12:00 ポスターセッション C（25 名） 

12:00~13:00 昼食 

13:00~18:00 自由討論（アクティビティ） 

18:00~19:00 夕食 

19:00~21:00 ポスターセッション D（24 名） 

21:00~00:00 自由討論 

○9 月 4 日（水） 

08:00~09:00 朝食 

09:00~10:00 オーラルセッション C（2 名） 

10:00~12:00 ポスターセッション E（28 名） 

12:00~13:00 昼食 

13:00~16:30 自由討論 

16:30~18:30 夕食 立食ブッフェ（BBQ） 

19:00~21:00 講評 

21:00~00:00 自由討論 

○9 月 5 日（木） 

08:00~09:00 朝食 

09:00~10:00 閉会式 



館内案内図 
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プログラム 

 オーラルセッション A (9/2 14:45~15:05(O-1), 15:05~15:25(O-2)) 

座長：松田敏幸（長谷川研究室） 

NO. 氏名 学年 大学名 研究室名 タイトル 

O-1 Asiya Dr 
千葉大学  

関屋・グエン研究室 
Analysis, characteristics, and design of the resonant rectifiers 

O-2 菅野 瞭子 Dr 
千葉大学  

関屋・グエン研究室 
D 級増幅器用 Sic MOSFET 高周波ソフトスイッチングドライバの設計 

 

 オーラルセッション B (9/3 09:20~09:40(O-4)) 

座長：長谷川聡（長谷川研究室） 

NO. 氏名 学年 大学名 研究室名 タイトル 

O-4 藤田 実沙 Dr 東京理科大学 池口研究室 
カオスダイナミクスを用いたシュタイナー木問題の解法のパラメータ調整方法

について 

 

 オーラルセッション C (9/4 09:00~09:20(O-5), 09:20~09:40(O-6)) 

座長：古川穂南（長谷川研究室） 

NO. 氏名 学年 大学名 研究室名 タイトル 

O-5 守谷 哲 Dr 東北大学 佐藤研究室 培養神経回路モデルにおけるダイナミクスの解析と時系列情報処理への応用 

O-6 織間 健守 Dr 東北大学 堀尾研究室 蝸牛に基づく無反射伝送線路モデルの回路実装と応用に向けて 



 ポスターセッション A (9/2 16:00~18:00) 

座長：桑田和輝（長谷川研究室） 

補助者：浦田旭都（長谷川研究室） 

NO. 氏名 学年 大学名 研究室名 タイトル 

A-1 星野 祐希 M2 日本工業大学 進藤研究室 音圧刺激によるシイタケ増産効果の調査 

A-2 澤田 和弥 M1 東京理科大学 池口研究室 発火時間と ISI 時系列を用いたスパイク列間の因果推定 

A-3 井瀧 新 M1 東京電機大学 安達研究室 論文"時系列データのみからのパラメータ空間推定とそのダイナミクスの解析"の紹介 

A-4 木山 潤 M2 日本工業大学 進藤研究室 複数経路によるスループット抑制制御にネットワーク混雑の検討 

A-6 水流 太一 M1 
千葉大学  

関屋・グエン研究室 
MPTCP ルータの実装と応用 

A-7 佐野 真彦 M1 東京電機大学 安達研究室 スケールフリー高クラスター化エコーステイトネットワークの記憶容量 

A-8 大植 雄貴 M1 
千葉大学  

関屋・グエン研究室 
F 級増幅器の負荷変動における特性評価 

A-9 田中 智恵美 M1 東京理科大学 長谷川研究室 Asynchronous Pulse-Code Multiple Access(APCMA) の無線実装 

A-10 毛 福佳 M1 東京理科大学 池口研究室 拡張 Visibility Graph を用いた楽曲データの決定論性について 

A-11 内野 與也 M1 日本工業大学 木村研究室 カオスニューロダイナミクスを用いた経路制御手法の性能向上の検討 

A-12 古川 穂南 M1 東京理科大学 長谷川研究室 Wi-SUN 車車間通信における TOW を用いたチャネル選択 

A-13 高橋 昂靖 M1 日本工業大学 木村研究室 カープーリング最適化問題に対するグループ決定法による解法の検討 

A-14 福田 佳祐 M1 東北大学 堀尾研究室 時系列予測及びクラスタリングによるカオスニューラルネットワークリザバーの性能調査 

A-15 松橋 秀弥 M1 
千葉大学  

関屋・グエン研究室 
負荷非依存型自励式 E^(-1)級インバータの検討 

A-16 平岡 龍矢 M1 
千葉大学  

関屋・グエン研究室 
無線通信を用いたスパイキングニューラルネットワークの実装 

A-17 吉田 章統 M1 日本工業大学 木村研究室 送信履歴情報を考慮した経路制御手法に対するサロゲート法を用いた性能解析 



A-18 日戸 雄司 M1 東京電機大学 安達研究室 
ニューラルネットワーク（NN）および粒子群最適化（PSO）のハイブリッドを用いた時系列

予測 

A-19 安彦 久志 M1 日本工業大学 松浦研究室 動的な乗合いタクシーに対する顧客割当ての研究 

A-20 内野 翔太 M1 
岡山理科大学  

太田垣・麻原研究室 
熱電用電力変換回路に生じる非線形現象に関する一考察 

A-21 宮 南風 M1 東京理科大学 池口研究室 なぜ脳内の興奮性ニューロンと抑制性ニューロンの比率は 4:1 なのか？ 

A-22 小林 頌矢 M1 東京理科大学 長谷川研究室 
量子ニューラルネットワークを用いた分散アンテナシステムにおけるスケジューリングの高

速最適化 

A-23 吉海 諒 M1 東京電機大学 安達研究室 畳み込みニューラルネットワークを用いた漫画の構成要素検出  

A-24 長沢 樹 M1 日本工業大学 木村研究室 

論文"An Evolutionary Many-Objective Optimization Algorithm Using Reference-Point 

Based Nondominated Sorting Approach, Part I: Solving Problems With Box 

Constrains"の紹介 

A-25 飯塚 悠斗 M1 日本工業大学 木村研究室 論文”Bridges in complex networks"の紹介 

A-26 黒沢 啓人 M1 日本工業大学 進藤研究室 機械学習を用いた客観通信品質指標推定手法の検討 

A-27 金丸 志生 M1 東京理科大学 池口研究室 リカレンスプロット上で見られる斜め線の長さを用いた非線形時系列の特徴抽出 

A-28 大西 巧真 M1 東京理科大学 長谷川研究室 強化学習を用いた自立分散型ネットワーク選択 

A-29 英 慎一朗 M1 
岡山理科大学 

太田垣・麻原研究室 
太陽電池を接続した電流制御 DC-DC コンバータの 1 次元モデルに生じる分岐現象 

A-30 宇戸 龍 M1 日本工業大学 木村研究室 異なる興味度を用いた情報拡散の調査 

 

  



 ポスターセッション B (9/2 19:00~21:00) 

座長：田中智恵美（長谷川研究室） 

補助者：浦田旭都・桑田和輝（長谷川研究室） 

NO. 氏名 学年 大学名 研究室名 タイトル 

B-1 萩原 和徳 B4 日本工業大学 木村研究室 時間枠制約付き配送計画問題に対する待ち時間を考慮したタブー探索法の性能調査 

B-2 岡田 典大 B4 東京理科大学 長谷川研究室 空きチャネル推定に基づいたレーザカオスによる超高速チャネル選択方式 

B-3 ジョロエン B4 東京理科大学 池口研究室 Centola の社会実験を再現する 20 の数理モデルの分類 

B-4 秦 金愷 B4 
岡山理科大学 

太田垣・麻原研究室 
高昇圧型 DC-DC コンバータ 

B-5 尾久 真司 B4 東京工科大学 黒川研究室 グラフによるマップ表現を用いた避難誘導看板設置位置最適化法 

B-7 洪 柱陽 研究生 東京理科大学 池口研究室 論文 "Bootstrap nonlinear prediction”の紹介 

B-8 鈴木 慶護 B4 東京電機大学 安達研究室 論文 "Deep Co-occurrence Feature Learning for Visual Object Recognition"の紹介 

B-9 岩永 史哉 B4 大分大学 加藤研究室 
論文「Oscillation, Conduction Delays, and Learning Cooperate to Establish Neural 

Competition in Recurrent Networks」の紹介 

B-10 鈴木 大樹 B4 東京理科大学 池口研究室 論文 "バッチ学習型競合連想ネットとその性質" の紹介 

B-11 内山 敦博 B4 東京都市大学 神野研究室 DBSCAN を用いたクラスタリング手法の考察 

B-12 原笹 由衣 B4 日本工業大学 木村研究室 論文"Congestion and decongestion in communication network"の紹介 

B-13 根目澤 洋明 B4 東京電機大学 安達研究室 推論ベース推論に基づく巡回セールスマン問題の一解法の紹介 

B-14 武田 有希 B4 東京都市大学 神野研究室 ごみ分別のための画像認識の試み 

B-15 上野 竜太郎 B4 
岡山理科大学 

太田垣・麻原研究室 
電力変換回路の動作解析とモデル構築 

B-16 雪田 翔大 B4 日本工業大学 木村研究室 距離情報を考慮しないトラフィック問題の検討 

B-17 芳賀 勇記 B4 東京電機大学 安達研究室 
論文"Fashion Style Classification through Separating an Input Image into Elements 

and Elements-based learning"の紹介 



B-18 大野 椋 B4 日本工業大学 進藤研究室 マイクロロボットによる迷路の探索手法の提案 

B-19 谷崎 晃太 B4 東京理科大学 池口研究室 近傍点の取り方を変えたヤコビ行列推定予測の予測精度評価 

B-20 浅野 風 B4 東京都市大学 神野研究室 ディープラーニングをベースとした単一画像超解像の効果と課題 

B-21 浅野 竜人 B4 日本工業大学 進藤研究室 群知能アルゴリズムによる群れドローン制御の調査 

B-22 堀江 有紀 B4 
千葉大学  

関屋・グエン研究室 
mininet-wifi を用いての Wi-Fi ネットワークにおけるバッファブロート問題の評価 

B-23 本橋 宏彰 B4 
千葉大学  

関屋・グエン研究室 
Enhancing Multipath TCP Initialization with SYN Duplication におけるセキュリティ 

B-24 井上 亮 B4 日本工業大学 松浦研究室 論文”Vehicle routing problem with drones”の紹介 

B-25 北川 諒真 B4 東京理科大学 長谷川研究室 建築物モニタリングにおける低消費電力 IoT デバイスの開発と Lifetime の推定 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ポスターセッション C (9/3 11:00~13:00) 

座長：田中智恵美（長谷川研究室） 

補助者：浦田旭都（長谷川研究室） 

NO. 氏名 学年 大学名 研究室名 タイトル 

C-1 黄 詩帆 B4 東京都市大学 神野研究室 ユーザーにマッチした洋服を提案するシステムの開発 

C-2 新屋 拓己 B4 東京電機大学 安達研究室 論文"CNN を用いた姿勢特徴抽出と行動遷移を考慮した人物行動認識"の紹介 

C-3 桑田 和輝 B4 東京理科大学 長谷川研究室 分散アンテナシステムにおけるスケジューリング最適化手法の性能評価 

C-4 源河 拓巳 B4 東京都市大学 神野研究室 ヒステリシスニューラルネットワークを用いた制約条件充足問題に関する考察 

C-5 土佐 真義 B4 東京理科大学 池口研究室 論文 "POPMUSIC for the travelling salesman problem''の紹介 

C-6 大川 泰史 B4 日本工業大学 木村研究室 3 次元積載制約付き集配送計画問題に対する Simulated Annealing を用いた解法 

C-7 印東 佑輔 B4 日本工業大学 木村研究室 交通網を対象としたトラフィックモデルの提案 

C-8 井上 理哲人 B4 東北大学 堀尾研究室 リザバーの電子回路実装に関する検討 

C-9 齋藤 大夢 B4 日本工業大学 松浦研究室 
論 文” Mathematical models for Multi Container Loading Problems with practical 

constraints”の紹介 

C-10 蓑島 大輝 B4 東京電機大学 安達研究室 論文"アテンションを利用した観点付き感情分析"の紹介 

C-11 戸叶 克輝 B4 
千葉大学  

関屋・グエン研究室 

Development of Wireless Power Transfer System for Robot Arm with Rotary and 

Linear Movement の紹介 

C-12 加藤 幸恵 B4 東京都市大学 神野研究室 顔が持つ外見的魅力に関する考察 

C-13 松田 真波 B4 
岡山理科大学 

太田垣・麻原研究室 
高次元合成力学系の安定性解析をするための基礎 

C-14 大髙 悠太郎 B4 東京工科大学 黒川研究室 EEG を用いたゲーム操作時の生体反応の分類 

C-15 土屋 恒平 B4 東京理科大学 長谷川研究室 宇宙インターネットのためのクロスレイヤ制御の検討 

C-16 犬飼 雅也 B4 日本工業大学 木村研究室 
論文”Tournament selection based antlion optimization algorithm for solving quadratic 

assignment problem”の紹介 



C-17 海老沢 大樹 B4 日本工業大学 木村研究室 ネットワーク内のパケット分布を考慮した経路制御の検討 

C-18 成澤 佑磨 B4 日本工業大学 進藤研究室 ニューラルネットワークの重み調整に関する調査 

C-19 黒田 悠平 B4 大分大学 加藤研究室 論文「神経活動リズムと神経雪崩現象の関係」の紹介 

C-20 眞岸 祈平 B4 東京理科大学 池口研究室 論文 "Graph distance for complex networks"の紹介 

C-21 時谷 和希 B4 日本工業大学 松浦研究室 
論文"Multi-Vehicle Covering Salesman Problem with Node and Segments に対する初

期解構築法"の紹介 

C-22 中田 涼太 B4 千葉大学関屋・グエン研究室 Enhancing Multipath TCP Initialization with SYN Duplication の紹介 

C-23 白保 秀喜 B4 東京電機大学 安達研究室 

論文''High gain observer design for fractional-order non-linear systems with delayed 

measurements : application to synchronization of fractional-order chaotic systems''

の紹介 

C-24 矢野 瞭 B4 
岡山理科大学 

太田垣・麻原研究室 
理想的でないスイッチング動作を有する電力変換回路の分岐解析を目指した基礎構築 

C-25 神田 慎 B4 日本工業大学 松浦研究室 テーマパーク巡回経路探索におけるアントコロニー最適化法の提案 

 

 

 

 

 

 

  



 ポスターセッション D (9/3 19:00~21:00) 

座長：田中智恵美（長谷川研究室） 

補助者：桑田和輝（長谷川研究室） 

NO. 氏名 学年 大学名 研究室名 タイトル 

D-1 唐澤 恵理花 B4 東京理科大学 池口研究室 Leaky Integrate-and-Fire モデルにおける入出力信号間の決定論性の変化 

D-2 駒中 綾乃 B4 
千葉大学  

関屋・グエン研究室 
Load Independent E^(-1)級インバータの解析 

D-3 杉山 響 B4 東京都市大学 神野研究室 J リーグの勝敗予想 

D-4 室山 達哉 B4 東京電機大学 安達研究室 論文"深層学習を用いた画像識別タスクの精度向上テクニック"の紹介 

D-5 段 増朝 研究生 東京理科大学 長谷川研究室 送受信ダイバーシティのシミュレーション 

D-7 橋本 諭 B4 大分大学 加藤研究室 「Superfamily phenomena and motifs of networks induced from time series」の紹介 

D-8 谷森 翔太 B4 東京工科大学 黒川研究室 並列化された入れ子構造を持つ粒子群最適化の実装 

D-9 上村 圭介 B4 日本工業大学 木村研究室 Success-History based Adaptive Differential Evolution による連続最適化問題の解法 

D-10 田村 祐也 B4 東京都市大学 神野研究室 声の嗜好と周波数スペクトルとの関係性の考察 

D-11 幸路 雄太 B4 日本工業大学 木村研究室 
論文 ”An optimal routing strategy for transport networks with minimal transmission 

cost and high network capacity”の紹介 

D-12 小山 剛 B4 東京工科大学 黒川研究室 Simple GNP の提案 

D-13 浦田 旭都 B4 東京理科大学 長谷川研究室 セルラーシステムにおけるスケジューリングアルゴリズムのシミュレーション評価 

D-14 阿部 伊吹 B4 
千葉大学  

関屋・グエン研究室 

"A Novel Generalized Hardware-Efficient Neuron Model based on Asynchronous CA 

Dynamics and its Biologically Plausible On-FPGA Learnings" の紹介 

D-15 下間 大地 B4 東京電機大学 安達研究室 
論文"ベイジアンネットワークとクラスタリング手法を用いたシステム障害検知システムの

有効性検証"の紹介 

D-16 蜂須賀 一志 B4 日本工業大学 松浦研究室 
論文”An artificial bee colony algorithm for the capacitated vehicle routing problem”の

紹介 



D-17 斉藤 祐也 B4 日本工業大学 松浦研究室 巡回パトロールにドローンを用いた経路問題に関する研究 

D-18 宮村 大輔 B4 東京電機大学 安達研究室 「Small-Footprint Highway Deep Neural Networks for Speech Recognition」の紹介 

D-19 小林 航平 B4 東京理科大学 池口研究室 
論文 "Identification of Chaotic Dynamical Systems with Back-Propagation Neural 

Networks''の追試と教師データ時系列長を変えた追加実験 

D-20 山本 晃久 B4 
岡山理科大学 

太田垣・麻原研究室 
DC-DC コンバータの設計開発 

D-21 長峯 諒太朗 B4 東京理科大学 長谷川研究室 TOW を用いたネットワーク選択方式の実装と評価 

D-22 久保 貴史 B4 日本工業大学 木村研究室 論文"Identifying influential nodes in complex networks based on AHP"の紹介 

D-23 菊地 優志 B4 東北大学 堀尾研究室 
熱ダイナミクスを利用したスピントロニクス素子によるニューロンモデルの作成:モデル化

とシミュレーション 

D-24 石沢 大樹 B4 東京理科大学 池口研究室 局所線形予測手法を用いた地震の震源座標の予測 

D-25 鈴木 紗衣 B4 日本工業大学 木村研究室 論文 “Community structures in social and biological networks’’の紹介 

 

 

 

 

 

  



 ポスターセッション E (9/4 11:00~13:00) 

座長：浦田旭都（長谷川研究室） 

補助者：田中智恵美・桑田和輝（長谷川研究室） 

NO. 氏名 学年 大学名 研究室名 タイトル 

E-1 兼松 嵩 M2 
千葉大学  

関屋・グエン研究室 
稠密環境におけるキャプチャ効果を考慮した無線 LAN の解 

E-2 堀口 勇輝 M2 東京理科大学 長谷川研究室 偏相関分析による脳の機能的結合の解析 

E-3 青木 俊親 M2 日本工業大学 木村研究室 送電線数を考慮した電力網の構築 

E-4 駒井 隆太 M2 東京工科大学 黒川研究室 繰り返しじゃんけんゲームにおける人の行動戦略の推定法 

E-5 松本 和貴 M2 
千葉大学  

関屋・グエン研究室 
Reservoir Computing を用いた室内人数状況推定 

E-6 紅谷 颯杜 M2 東京電機大学 安達研究室 エクストリーム学習器を用いた歩容による人物認識 

E-7 斎藤 翔平 M2 
千葉大学  

関屋・グエン研究室 
Push-Pull E 級インバータを用いた周波数制御共振コンバータ 

E-8 伊藤 大赳 M2 東京理科大学 長谷川研究室 コヒーレントイジングマシンを用いた組合せ最適化実験と性能改善手法の検討 

E-9 海老原 史弥 M2 千葉工業大学 魏研究室 MOSFET の寄生容量を考慮した E 級発振器の解析と設計 

E-10 笠原 宏太朗 M2 東京理科大学 池口研究室 膵β細胞の膜電位応答を再現する 2 変数モデルの提案 

E-11 原 誉志郎 M2 
千葉大学  

関屋・グエン研究室 
出力維持機能を有する無線電力電送システムの検討 

E-12 與儀 榛眞 M2 千葉工業大学 魏研究室 SiC MOSFET 駆動回路を含めた E 級インバータの設計 

E-13 佐藤 拓 M2 東北大学 堀尾研究室 STDP 特性を有するスピントロニクスデバイスのモデル化 

E-14 小日向 夏美 M2 千葉工業大学 魏研究室 任意の時比率における負荷変動に対する E 級インバータの解析 

E-15 對馬 帆南 M2 日本工業大学 松浦研究室 ソフトな制約付き mBSSRP に対する違反パラメータを動的に変化させる手法の提案 

E-17 田村 祐樹 M2 東北大学 佐藤研究室 Izhikevich ニューロンモデルアナログ MOS 回路の LSI 実装とその評価 



E-18 宮内 清孝 M2 東北大学 堀尾研究室 拡張 Lorenz 写像に基づく疑似乱数生成器の計算ビット長に対する乱数検定を用いた評価 

E-19 山﨑 天砂 M2 日本工業大学 進藤研究室 最適 CW を用いた Collision Avoidance アクセス制御方式の検討 

E-20 姜 雨暢 M2 東京理科大学 長谷川研究室 コヒーレントイジングマシンを用いた D2D 通信のチャンネル割当と送信電力の最適化 

E-21 松田 敏幸 M2 東京理科大学 長谷川研究室 電力パケットネットワークに適したルーティングプロトコルの設計と実装 

E-22 山崎 凌 M2 東京理科大学 池口研究室 数値計算上でのベルヌーイシフト写像の実装法の検討 

E-23 長谷川 聡 M2 東京理科大学 長谷川研究室 IoT システムの混在環境における強化学習型チャネル選択手法の性能評価 

E-24 羅 煒森 M2 千葉工業大学 魏研究室 MOSFET 寄生容量を考慮した負荷変動に対する E 級インバータの設計 

E-25 小木 雄介 M2 千葉工業大学 魏研究室 低スイッチ電圧ストレス E²級 DC-DC コンバータの解析 

E-26 竹内 俊剛 M2 東京理科大学 長谷川研究室 レーザカオス時系列を用いた意思決定原理による無線通信の動的チャネル選択 

E-27 北澤 圭佑 M2 千葉工業大学 魏研究室 低スイッチ電圧ストレス E²級 WPT システムの設計 

E-28 
Nguyen 

Minh Triet 
研究員 東北大学 堀尾研究室 

Bit-length Effect on solving Travelling Salesman Problems using Hopfield-type Chaotic 

Neural Network 

E-29 山本 紘平 M2 東京理科大学 池口研究室 
制約付きランダムシャッフルサロゲートデータを用いたマーク付き点過程データの解析手法

の提案 

 

 

 

 

  



部屋割り 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

301 加藤 秀行 加藤研究室 

510 

海老原 史弥 魏研究室 

302 麻原 寛之 太田垣・麻原研究室 紅谷 颯杜 安達研究室 

303 関屋 大雄 関屋・グエン研究室 宮内 清孝 掘尾研究室 

304 グエン・キエン 関屋・グエン研究室 

511 

小木 雄介 魏研究室 

305 黒川 弘章 黒川研究室 笠原 宏太朗 池口研究室 

306 美井野 優 黒川研究室 田村 祐樹 佐藤研究室 

307 安達 雅春 安達研究室 

512 

羅 煒森 魏研究室 

308 神野 健哉 神野研究室 山本 紘平 池口研究室 

309 池口 徹 池口研究室 木山 潤 進藤研究室 

310 長谷川 幹雄 長谷川研究室 

513 

北澤 圭佑 魏研究室 

311 松本 朋子 松本研究室 山崎 凌 池口研究室 

312 堀尾 喜彦 掘尾研究室 青木 俊親 木村研究室 

313 進藤 卓也 進藤研究室 
514 

姜 雨暢 長谷川研究室 

314 Nguyen Minh Triet 掘尾研究室 Asiya 関屋・グエン研究室 

412 木村 貴幸 木村研究室 

601 

與儀 榛眞 魏研究室 

413 松浦 隆文 松浦研究室 伊藤 大赳 長谷川研究室 

414 島田 裕 埼玉大学 原 誉志郎 関屋・グエン研究室 

501 伊藤 佳卓 重原研究室 

602 

兼松 嵩 関屋・グエン研究室 

502 
菅野 瞭子 関屋・グエン研究室 長谷川 聡 長谷川研究室 

藤田 実沙 池口研究室 星野 祐希 進藤研究室 

503 
田中 智恵美 長谷川研究室 

603 

斎藤 翔平 関屋・グエン研究室 

古川 穂南 長谷川研究室 竹内 俊剛 長谷川研究室 

504 
小日向 夏美 魏研究室 飯塚 悠斗 木村研究室 

對馬 帆南 松浦研究室 

604 

内野 翔太 木村研究室 

505 
松田 真波 太田垣・麻原研究室 松本 和貴 関屋・グエン研究室 

浅野 風 神野研究室 堀口 勇輝 長谷川研究室 

 

男性 M1 

Dr 教員・研究員 女性 M2 M1 B4 

男性 M2 男性 B4・研究生 



506 
駒中 綾乃 関屋・グエン研究室 

605 
井瀧 新 安達研究室 

加藤 幸恵 神野研究室 松田 敏幸 長谷川研究室 

507 

鈴木 紗衣 木村研究室 

606 

英 慎一朗 太田垣・麻原研究室 

唐澤 恵理花 池口研究室 金丸 志生 池口研究室 

武田 有希 神野研究室 宇戸 龍 木村研究室 

508 

黄 詩帆 神野研究室 

607 

大植 雄貴 関屋・グエン研究室 

原笹 由衣 木村研究室 宮 南風 池口研究室 

堀江 有紀 関屋・グエン研究室 長沢 樹 木村研究室 

509 

山﨑 天砂 進藤研究室 

608 

水流 太一 関屋・グエン研究室 

駒井 隆太 黒川研究室 澤田 和弥 池口研究室 

佐藤 拓 佐藤研究室 内野 與也 木村研究室 

609 

平岡 龍矢 関屋・グエン研究室 
711 

小山 剛 黒川研究室 

毛 福佳 池口研究室 洪 柱陽 池口研究室 

高橋 昂靖 木村研究室 

712 

尾久 真司 黒川研究室 

610 

松橋 秀弥 関屋・グエン研究室 眞岸 祈平 池口研究室 

大西 巧真 長谷川研究室 雪田 翔大 木村研究室 

吉田 章統 木村研究室 

714 

大髙 悠太郎 黒川研究室 

611 
小林 頌矢 長谷川研究室 土佐 真義 池口研究室 

安彦 久志 松浦研究室 萩原 和徳 木村研究室 

612 

佐野 真彦 安達研究室 

803 

岩永 史哉 加藤研究室 

福田 佳祐 掘尾研究室 谷崎 晃太 池口研究室 

吉海 諒 安達研究室 幸路 雄太 木村研究室 

613 
日戸 雄司 安達研究室 

804 

黒田 悠平 加藤研究室 

黒沢 啓人 進藤研究室 鈴木 大樹 池口研究室 

614 
織間 健守 堀尾研究室 久保 貴史 木村研究室 

守谷 哲 佐藤研究室 

805 

橋本 諭 加藤研究室 

703 

室山 達哉 安達研究室 ジョロエン 池口研究室 

井上 理哲人 掘尾研究室 上村 圭介 木村研究室 

下間 大地 安達研究室 

806 

秦 金愷 大田垣・麻原研究室 

704 

芳賀 勇記 安達研究室 石沢 大樹 池口研究室 

段 増朝 長谷川研究室 大川 泰史 木村研究室 

菊地 優志 掘尾研究室 
 



705 

根目澤 洋明 安達研究室 

807 

上野 竜太郎 太田垣・麻原研究室 

浦田 旭都 長谷川研究室 小林 航平 池口研究室 

蜂須賀 一志 松浦研究室 海老沢 大樹 木村研究室 

706 

鈴木 慶護 安達研究室 

808 

矢野 瞭 太田垣・麻原研究室 

長峯 諒太朗 長谷川研究室 田村 祐也 神野研究室 

神田 慎 松浦研究室 印東 佑輔 木村研究室 

707 

新屋 拓己 安達研究室 

809 

山本 晃久 太田垣・麻原研究室 

土屋 恒平 長谷川研究室 杉山 響 神野研究室 

齋藤 大夢 松浦研究室 犬飼 雅也 木村研究室 

708 

白保 秀喜 安達研究室 

810 

阿部 伊吹 関屋・グエン研究室 

桑田 和輝 長谷川研究室 源河 拓巳 神野研究室 

時谷 和希 松浦研究室 横山 寛亨 進藤研究室 

709 

蓑島 大輝 安達研究室 

811 

戸叶 克輝 関屋・グエン研究室 

北川 諒真 長谷川研究室 内山 敦博 神野研究室 

斉藤 祐也 松浦研究室 成澤 佑磨 進藤研究室 

710 

谷森 翔太 黒川研究室 

812 

中田 涼太 関屋・グエン研究室 

岡田 典大 長谷川研究室 大野 椋 進藤研究室 

井上 亮 松浦研究室 陳 玄 関屋・グエン研究室 

   

813 

本橋 宏彰 関屋・グエン研究室 

   宮村 大輔 安達研究室 

   浅野 竜人 進藤研究室 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



部屋ごとの食事会場 
 

  

食事会場①      食事会場②      食事会場③ 

 

部屋番号 食事場所 部屋番号 食事場所 部屋番号 食事場所 

301 3 507 3 703 2 

302 3 508 3 704 2 

303 3 509 1 705 2 

304 3 510 1 706 2 

305 3 511 1 707 2 

306 3 512 1 708 2 

307 3 513 1 709 2 

308 3 514 1 710 2 

309 3 601 1 711 2 

310 3 602 1 712 2 

311 3 603 1 714 2 

312 3 604 1 803 1 

313 3 605 1 804 1 

314 3 606 1 805 1 

412 3 607 1 806 1 

413 3 608 1 807 1 

501 3 609 1 808 1 

502 3 610 1 809 1 

503 3 611 1 810 1 

504 3 612 1 811 1 

505 3 613 1 812 1 

506 3 614 1 813 1 

1 ２ ３ 



アクティビティ 

〇開催場所 

東伊豆町立体育センター 

 

〇ドッジボール 

・1 試合 10 分（本番：7 分、休憩移動：3 分） ・10 人制（1 人 1 試合以上必ず参加すること） 

 

〇試合の運営方法 

バスケットコート 2 面を使用し、全 10 チームを 2 リーグに分けて総当たり戦を行います。 

内野 7 人、外野 3 人で試合を開始します。 

外野は敵を当てた場合復活可能です。（試合開始時の外野は当てなくとも内野復帰可能です） 

10 人揃わない場合は、他チームから補充しても構いませんが申告をお願いします。 

制限時間までに生き残っている人が多いチームが勝ちです。 

最後に各リーグの 1 位チーム同士で決勝戦を行います。 

 

〇リーグ分け 

⚫ A リーグ 

・教員 チーム 

 ・長谷川研 学生チーム 

 ・関屋・グエン研 学生チーム 

 ・池口研 学生チーム 

 ・JHS (神野研・堀尾研・佐藤研) 学生チーム 

⚫ B リーグ 

 ・MS (松浦研・進藤研) 学生チーム 

 ・OAK (太田垣・麻原研・加藤研) 学生チーム 

 ・GK（魏研・黒川研） 学生チーム 

 ・安達研 学生チーム 

・木村研 学生チーム 

 

〇注意点 

・体育館は土足厳禁ですので、体育館シューズをお持ちください。 

・各自動ける服装と運動靴、水分補給をよろしくお願いします。



〇対戦表 

()内に記載されているチームは審判 1 人とタイムキーパー1 人を選出してください。 

試合開始前にじゃんけんし、勝った方が先攻となり、ビブスを着用してください。 

 

A リーグ 教員 長谷川研 関屋・グエン研 池口研 JHS 

教員      

長谷川研      

関屋・グエン研      

池口研      

JHS      

 

 

B リーグ MS OAK GK 安達研 木村研 

MS 
     

OAK 
     

GK 
     

安達研 
     

木村研 
     



 

 
コート A コート B  コート C コート D 

第一試合 

14:15~ 

教員 VS 長谷川研 

（JHS） 

関谷・グエン VS 池口研 

（JHS） 

第一試合 

14:25~ 

MS VS OAK 

（GK） 

木村研 VS 安達研 

（GK） 

第二試合 

14:35~ 

長谷川研 VS 関谷・グエン研 

（教員） 

池口研 VS JHS 

（教員） 

第二試合 

14:45~ 

OAK VS 木村研 

（MS） 

安達研 VS GK 

（MS） 

第三試合 

14:55~ 

関谷・グエン研 VS JHS 

（長谷川研） 

教員 VS 池口研 

（長谷川研） 

第三試合 

15:05~ 

木村研 VS GK 

（OAK） 

安達研 VS MS 

（OAK） 

第四試合 

15:15~ 

教員 VS JHS 

（関屋・グエン研） 

池口研 VS 長谷川研 

（関屋・グエン研） 

第四試合 

15:25~ 

安達研 VS OAK 

（木村研） 

MS VS GK 

（木村研） 

第五試合 

15:35~ 

JHS VS 長谷川研 

（池口研） 

教員 VS 関谷・グエン研 

（池口研） 

第五試合 

15:45~ 

GK VS OAK 

（安達研） 

木村研 VS MS 

（安達研） 

決勝戦 

15:55~ 

A リーグ勝者 VS B リーグ勝者 

(みんなで) 



非線形ワークショップ 2019実行委員会 

 

実行委員長           長谷川 幹雄（東京理科大学） 

幹事長             伊藤 大赳（東京理科大学） 

幹事 

 オーラルセッション担当    古川 穂南（東京理科大学） 

 ポスターセッション担当    田中 智恵美（東京理科大学） 

 自由討論担当         小林 頌矢（東京理科大学） 

 アクティビティ担当      竹内 俊剛（東京理科大学） 

HP・採点システム担当     長谷川 聡（東京理科大学） 

 

研究室幹事 

 大分大学   加藤研究室     橋本 諭 

 岡山理科大学 太田垣・麻原研究室 英 慎一朗 

 千葉工業大学 魏研究室      小木 雄介 

 千葉大学   関屋・グエン研究室 大植 雄貴 

 東京工科大学 黒川研究室     大髙 悠太郎 

 東京電機大学 安達研究室     蓑島 大輝 

 東京都市大学 神野研究室     浅野 風 

 東京理科大学 池口研究室     宮 南風 

 東京理科大学 長谷川研究室    伊藤 大赳 

 東北大学   堀尾研究室     佐藤 拓 

 日本工業大学 進藤研究室     山﨑 天砂 

 日本工業大学 木村研究室     印東 佑輔 

 日本工業大学 松浦研究室     安彦 久志 

 


