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年次論文奨励賞　受賞者

年次論文奨励賞　受賞者一覧
（最終版）

第1日目　午前の部

1280 今井 嵩⼸弓 (中央⼤大学)
1159有⾺馬 直秀 (中⽇日本ハイウェイエンジニアリング名古屋)
1271 澤⽥田 巧 　(五洋建設)
2134 付 李李 　(九州⼯工業⼤大学)
2139 佐藤 綾綾⼦子 　(千葉葉⼤大学)
1071 松本 浩嗣 　(東京⼯工業⼤大学)
1072 ⽯石関 浩輔 　(⿅鹿鹿島建設)
1055 三浦 泰⼈人 　(北北海道⼤大学)

第1日目　午後(1)の部

1171⻄西澤 彩 (京都⼤大学)
1288 淺野 雅則 (積⽔水化学⼯工業)
1076 ⻄西岡 由紀⼦子 (名古屋⼤大学)
1289 横⽥田 光⼀一郎郎 (⾦金金沢⼤大学)
1165河村 直哉 (港湾空港技術研究所)
2012 古橋 宏紀 (名古屋⼤大学)
1058 伊藤 充希 (名古屋⼤大学)

第1日目　午後(2)の部

2151    権 淳⽇日 (東京⼤大学)
1148    遠藤 裕丈 (寒地⼟土⽊木研究所)
2023    加藤 周⼆二 (東京⼤大学)
1297    ⻄西尾 壮平 (鉄道総合技術研究所)
2229    深澤 優⼀一 (⼭山梨梨⼤大学)
1084    ⼭山⽥田 ⼀一徳 (住友⼤大阪セメント)
1179    ⻘青⼭山 達彦 (名古屋⼤大学)
1085    本⽥田 翔平 (鉄道総合技術研究所)

第2日目　午前(1)の部

2030    ⽯石坂 優樹 (横浜国⽴立立⼤大学)
1036    Huynh Phuong NAM (横浜国⽴立立⼤大学)
1251    坂⼝口 稔 (名古屋⼯工業⼤大学)
1252    齋藤 淳 (間組)
1215    湯地 輝 (⿅鹿鹿児島⼤大学)
2237    伊藤 賢 (東京⼯工業⼤大学)

第2日目　午前(2)の部

2041    ⾼高⼭山 慧 (東京⼤大学)
2175    武⽥田 篤史 (⼤大林林組)
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会場アクセス

特別講演会（入場無料）

生コンセミナー

学会賞受賞者

懇親会

大会委員会

テクノプラザアンケート

年次論文奨励賞　受賞者

お知らせ (47)

プログラム

セッション一覧

タイムテーブル

詳細検索

講演取消 (0)

展示会

出展者一覧

出展者検索

出展者からのお知らせ (5)

2253    Puvanai WIROJJANAPIROM (Tokyo Institute of Technology)
1094    百瀬 晴基 (⿅鹿鹿島建設)
1095    林林 懋 (名古屋⼤大学)
1138    久徳 貢⼤大 (⿅鹿鹿児島⼤大学)

第2日目 午後の部
1110    西田 孝弘 (東京工業大学)
1113    篠野 宏 (名古屋大学)
2183    川瀬 喬久 (名古屋工業大学)
2046    金 秀禧 (東京大学)
2053    高橋 之 (名古屋工業大学)
1226    山田 洵 (東北大学)
1321    桑原 寛司 (金沢大学)

第3日目 午前(1)の部
1115  　 　 　吉⽥田 夏樹 (⽇日本建築総合試験所)
2062 ⼭山本 直樹 (⼤大阪⼤大学)
2115前島 拓拓 (⽇日本⼤大学)
1234 齋藤 俊克 (⽇日本⼤大学)
2064 伊藤 衛 (東北北⼤大学)
2218 Thi Thu Dung NGUYEN (Tokyo Institute of Technology)

第3日目	 午前(2)の部

2161 ⽩白井 和貴 (北北海道⼤大学)
1045 ⼩小倉 ⼤大季 (清⽔水建設)
2067 ⾼高 ⽂文君 (九州⼤大学)
2223 Justin SHRESTHA (北北海道⼤大学)
1332 ⽚片野 啓三郎郎 (⼤大林林組)

第3⽇日⽬目 　午後の部
2054 町⽥田 隆祐 (東北北⼤大学)
2188 ⽯石⽊木 健⼠士朗 (⿅鹿鹿島建設)
2190 施 鐘淇 (九州⼯工業⼤大学)
2078 ⾨門脇 花⼦子 (北北海道⼤大学)
2191 ⾼高 恒 (九州⼯工業⼤大学)
1130Yao LUAN (The University of Tokyo)
1319 別府 克俊 (名古屋⼤大学)
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