
特別講演

ヒューマンコミュニケーション／15:15～16:15　　会場：ROOM1

「「不安」、「自信」、「信頼」－　表情認知の心理学から」
 【講演概要】

心理学は近年、感情と認知の相互作用に注目し、実験的に感情認知など感情現象を取り上げている。

　他者の表情の認識をめぐって、人柄や感情の認知にまつわる理論と実験を紹介する。見る側自身の感情状態や性質によって、あいまいな表情をどう受

け取るかに違いが現れる。そのような違いが生じる意味と、感情の性質を説明し、どういった実験を行っているのか心理学の実験の方法も併せて説明する。

また実体験で人のイメージとそれに対する感情を含めた反応が現れる過程をリモートでそれぞれが体験してみる。さらに、感情や信頼性の認知をめぐる「安

心」と「信頼」の文化の違いについても触れる。

 【講演概要】
 The role of scientific documentation—journal papers, invited letters, conference proceedings, etc.—has in recent years grown

immensely as the internet has formed a centralizing hub for new advances in all technologies and basic research. However, a major

portion of this literature is in English, which poses a daunting challenge to researchers whose native language is not English. This

online tutorial will suggest ways to help you read and write research papers in English with greater ease, efficiency, and confidence.

Issues discussed include the right mindset for approaching the reading/writing jobs, exploiting the ‘architecture’ of academic papers,

considering both ‘parts’ and ‘whole,’ and being realistic about goals. As in all my lectures, I try to limit (but certainly not ignore)

principles and maximize practical tips you can apply today. Time will be saved for Q&A. A summary of the talk, with examples used,

will be available for download soon after the tutorial.

Ron Read
（Human Global Communications Co., Ltd. Vice President / Osaka Manager）

Ron Read holds a bachelor’s degree in Journalism from the University of Oregon, and before coming

to Japan in 1986 worked as a radio news reporter-producer and a newspaper editor. His current

duties include training and supervising technical rewriters and presentation trainers; rewriting of

technical papers, corporate communications, and academic books; and giving presentation training to

researchers and executives. He has given seminars and classes at Kyoto University, Osaka University

of Arts, Panasonic Corp., and the Osaka Chamber of Commerce and Industry. He has collaborated

with Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), Information

Processing Society of Japan (IPSJ), Japan Society of English for Research (J-SER), Keihanna Venture

Championship (KVeCS), and Startupbootcamp Scale Osaka. He serves as secretary of the Kinki

Macintosh Users Group. He writes a quarterly column on technical writing, “Author’s Toolkit,” for

IEICE Information and Systems Society Journal (download for personal use:

http://hgckansai.com/downloads/).

北村　英哉　キタムラ　ヒデヤ

（東洋大学　社会学部社会心理学科　教授）

東京大学大学院社会学研究科博士課程中退　博士（社会心理学）。専門は社会心理学、感情心理学。偏

見、モラル、感情、バイアスなどを中心に研究。主著『認知と感情』（ナカニシヤ出版）、『偏見や差別はなぜ起こ

る？』（共編、ちとせプレス）、『心の中のブラインド・スポット』（バナージら、共訳、北大路書房）、『よくわかる社会

心理学』（共編、ミネルヴァ書房）、『感情研究の新展開』（共編、ナカニシヤ出版）など。2017年度リーハイ大

学、ニューヨーク大学客員研究員。日本心理学会理事、日本感情心理学会、パーソナリティ心理学会常任理事、

社会心理学会事務局長などを経る。

チュートリアル

英語チュートリアル／16:30～17:30　　会場：ROOM1

Tackling Academic Papers: Reading and writing them more efficiently

2020年度情報処理学会関西支部 支部大会

プログラム

日時：2020年9月20日(日) 9:00～18:00
開催方法：オンライン
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G-01 † リーダ選挙個体群プロトコルのシミュレーションによる性能比較

G-02 有向リング状の個体群モデルにおける緩自己安定リーダ選挙アルゴリズム

G-04
∞

†
星型ナンプレの必要最少ヒント数

G-05 ∞ 遺伝的アルゴリズムから得られた巡回セールスマン問題の解の検討

G-06 ∞ ナンバープレースの初期状態から難易度を判定できるか

A-01 Applying RNN into system identification

A-02 † Web インタフェースによる学生実習向け遠隔プログラミング環境の整備

G-07
◎

＊

仮想マシンを活用したSQLインジェクションの実践的学習環境

の開発

G-08
◎

†

小型無線端末を用いた大学内ソーシャルディスタンスモニタリ

ングシステムの検討

G-09
◎

†

Windows APIコールログからのマルウェアの動作再現 -主要な

Win32 APIへの対応と動作再現の評価-

9:15～10:45　会場：Room2　　座長：岡留剛（関西学院大学）

○★森田 純平 、首藤 祐一、増澤 利光（大阪大学）

○岡澤 翔太、笠原 祥平、谷口 大宙（兵庫県立宝塚北高等学校）

A：組込みとセキュリティ

9:15～9:45　会場：Room3　　座長：孟林（立命館大学）

○★陳 鋮、中本 幸一（兵庫県立大学）

★ キャリアエクスプローラーマークの運用について

著者の氏名の先頭に付いている★マークはキャリアエクスプローラーマークです。

情報処理学会関西支部では、本大会が就職を控えた学生やポスドクを始めとする求職側と、企業・大学・研究所などの求人側との出会いの場と

なるよう、キャリアエクスプローラーマーク（以下CEマーク）を導入しています。発表者である求職中のポスドクまたは学生が、本人の希望により、

CEマークを大会プログラムや発表スライド、ポスターに書き記しています。

このマークを付ける事で、求職中の発表者は気軽にキャリアエクスプローラーであることを表明でき、求人側は効率的に声をかけて頂く事が出来ま

す。

CEマークについて、詳しくは右記URLをご覧下さい。　http://kansai.ipsj.or.jp/sibutaikai_ce/

午前の部　

※◎は学生優秀発表賞（＊は除く）・支部大会奨励賞対象発表、∞はジュニア会員特別賞対象発表、†は推薦論文対象発表、○は登壇者、★はキャリアエクスプローラー

G：一般1（アルゴリズム）

G：一般2（安心・安全）

9:45～10:45　会場：Room3　座長：孟林（立命館大学）

○岸本 和理、井口 信和（近畿大学）

○小林 佑太郎、谷口 義明、多田 昌裕、越智 洋司、溝渕 昭二、半田

久志、

井口 信和、波部 斉 （近畿大学）

○松田 尚也、福田洋治（近畿大学）、廣友 雅徳（佐賀大学）、白

石 善明（神戸大学）

◎ 学生優秀発表賞・支部大会奨励賞について

講演番号に◎マークが付いている発表は、学生優秀発表賞・支部大会奨励賞対象発表です。

情報処理学会の学生会員（入会申請中も含む）を対象に、特に優れていると認められる研究発表に対して、「学生優秀発表賞」と副賞を授与しま

す。（ただし、過去に「学生優秀発表賞」（2015年度までの「学生奨励賞」を含む）を受賞したことがある方は、受賞対象外とします。（＊マーク））

また、学術奨励のため有為と認められる学生会員の研究発表に対して、「支部大会奨励賞」を授与します。

∞ ジュニア会員特別賞について

～各種マークの説明～

講演番号に∞マークが付いている発表は、「ジュニア会員特別賞」対象発表です。

情報処理学会のジュニア会員（小中高校生、高等専門学校専攻科1年生以下、大学学部3年生以下、短期大学生、専門学校生）による

優れた研究発表・活動に対して、賞を授与します。

† 推薦論文について

講演番号に†マークが付いている発表は、推薦論文対象発表です。

支部大会における発表論文の中（ただし、著者の少なくとも1名が本学会員であり、論文原稿6ページ以上のもの）で、特に優れた論文は、情

報処理学会論文誌ジャーナルに推薦させて頂きます。

○神原 弘之（（公財）京都高度技術研究所）、大迫 裕樹（関西学

院大学大学院）、國枝義敏(立命館大学）

○横田 大輔、首藤 裕一、増澤 利光（大阪大学）

○後藤 彬文、奥野 伊展、河島 来実、清水 麻衣（兵庫県立三田祥雲

館高校）

○稲口 和斗、小川 誠寛、原口 将拓（兵庫県立宝塚北高等学校）
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G-10
◎

†

深層学習による画像分類のWindowsPCを対象としたログ解析

への応用

○山崎 暁（近畿大学）、廣友 雅徳（佐賀大学）、白石 善明（神戸

大学）、

福田 洋治（近畿大学）
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C-01 ◎ 機械学習を用いたYouTubeチャンネル登録者数の予測

C-03 † Twitterにおける解釈ニュアンスを含めた返信提示システムの提案

C-04 ◎ 情報への危機意識向上のための流言注意喚起ボットの提案

E-01 学生と社会の男女平等意識－2018年度の調査から

E-02 † 公文書公開手続きにおけるプライバシー情報の取扱いに関する一考察

E-03 デジタル・ティンカリング教材YubiTusの開発

E-04 オンライン授業におけるプログラミング教育の実践と評価

E-05 † 京都府内の小・中学校におけるプログラミング学習の実践

G-11 ◎
IoTスマートホームにおける生活行動認識に向けたデータの可

視化と分析

G-12
手指ジェスチャー認識に向けたLeap MotionとMediaPipeの比

較検討

G-13 ◎
社会的相互作用に着目したGitHubリポジトリへのスター付与数

の見積もり手法

G-14
新型コロナウイルス感染症に関わるデータセットの公開時に選

択されるデータ形式

G-15 ∞ かな入力再考

G-16 ∞ 時間割表示サイトの改良

○佐藤 佑磨、松井 智一（奈良先端科学技術大学院大学）、山下

顕、

鈴木 隆寛、堀口 賞一（NTTドコモ　サービスイノベーション部）、諏訪 博

○生野 優輝、外村 佳伸（龍谷大学）

○橋本 大輝、伊原 彰紀、小口 知希（和歌山大学）

○本田 正美（関東学院大学）

○遠藤 拓海（兵庫県立豊岡高等学校）

○竹村 宏一朗、赤松 澪、岸本 風太、山上 通惠（兵庫県立三田祥雲

館高等学校）

○小山田 健誠、岡田 佑一、米澤 朋子（関西大学）

○西村 涼太、吉野 孝（和歌山大学）、平林 真衣（東京大学）

C：ヒューマンコミュニケーション1

9:15～10:15　会場：Room4　　座長：佐野　睦夫（大阪工業大学）

○松清 綾大、伊藤 淳子、宗森 純（和歌山大学）

G：一般3（人の行動1）

9:15～10:45　会場：Room6　　座長：瀧田 愼（兵庫県立大学）

E：プログラミングおよび情報教育1

9:15～10:30　会場：Room5　　座長：小野　淳（千里金蘭大学）

○南 泰代(花園大学）

○中山 泰一（電気通信大学）

○道越 秀吾、丸野 由希（京都女子大学）

○井上 泰仁（舞鶴工業高等専門学校）、香山 美知代（与謝野町立

岩滝小学校）、射場 誠（相楽東部広域連合立和束中学校）、川戸

慎也（京丹後市立丹後中学校）、品田 直毅（舞鶴市立城南中学

椋浦 一哉、（株式会社アーテック）○井上 明（大阪工業大学）
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G-17 ◎ 中学数学における問題自動生成型Web学習補助アプリ開発の試み

G-18 ◎ 高校数学の知識ネットワークによる単元構造の可視化とその応用

G-19 アンケート調査による子ども支援の検討

G-20 幼児向け制作物のコンセプトのための研究

G-21
ネットワーク機器の設定変更検出による情報危機管理演習フィードバック

支援システムの構築

G-22 ∞ ピアノ練習のための音高判定システム

G-23 CNNを用いた金属組織画像の結晶粒径測定に適したデータ拡張

G-24 ◎
深層学習を用いた質量分析におけるペプチド配列の同定手法の

提案

G-25 深層学習を用いた脈波からのジェスチャ推定

G-26
◎

†
系列データにおける特徴空間上での疑似訓練データ生成

G-27 †
深層学習に基づく 4 コマ漫画のセリフの感情推定とマルチモー

ダル化への検討

B-01 †
視覚・触覚提示による接触存在感を用いた高齢者睡眠支援エージェン

トの効果

B-02 ◎ 対話型美術鑑賞音声対話システムのオンライン上での利用の提案

G-29 ◎ 複数の身体部位別画像を用いた体重推定システムの提案

G-30 ◎
回帰分析とランダムフォレストを組み合わせた和牛の枝肉重量の予測手

法

G-31 ◎
渋滞緩和に向けた目的地到着時間の遅延を考慮した自動車の経路誘

導手法

G-32 ◎
視覚障害者に対する文化的情報の提供方法に関する研究　―触覚と

聴覚による絵画鑑賞の試行―
○井上 真由香（神戸情報大学院大学）

G：一般6（情報技術の社会応用）

11:30～12:30 会場：Room3　座長：中西　惇也（大阪大学）

○田中 希和、吉野 孝(和歌山大学）、横山 剛志（国立長寿医療研

究センター）、永坂 和子（岐阜保健大学）

○塚本 真伍（和歌山大学）、池上 春香、松橋 珠子、松本 和也（近

畿大学）、吉廣 卓哉（和歌山大学）

○松井 雄資、吉廣 卓哉（和歌山大学）

B:社会と環境のエージェント知能

11:00～11:30　会場：Room3　　座長：中西　惇也（大阪大学）

○張 雅沢、マンキン、米澤 朋子（関西大学）

○湯浅 美野、吉野 孝（和歌山大学）、青木 加苗（和歌山県立近代

美術館）

○上杉 徳照（大阪府立大学）

○橘 勇人（近畿大学大学院）、高橋 篤（国立循環器病研究セン

ター）、

錦織 充広（福岡大学）、大星 直樹（近畿大学）

○★西谷 祐輝、尾山 匡浩、藤本 健司（神戸市立工業高等専門学

校）

○水野 充大、岡留 剛（関西学院大学）

○高山 裕成、岡田 真、森 直樹（大阪府立大学）

○椋田 開地、川橋 裕（和歌山大学）

○髙橋 総一朗（城星学園小学校）

11:00～12:15　会場：Room2　座長：岩崎　慶（和歌山大学）

G：一般5（機械学習応用）

○谷口 陽聖（同志社大学）

○森安 和花、井上 すず、樫地 里奈、千田 眞喜子（花園大学）

○小森 寛人、人羅 慎之介、中村 大、上林 つぼみ、千田 眞喜子（花

園大学）

○村瀬 輝（同志社大学）

G：一般4（情報×教育）

９:15～10:45　会場：Room7　座長：伊藤　一成（青山学院大学）
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C-05 ◎
超指向性スピーカを用いた実空間と仮想空間の共有感向上手法の検

討

C-06 ◎ VRにおける空調服を用いた「VRefウェア」の開発

C-07 ◎
オーディオブックス自動生成のための2次元キャラクタ特徴に基づく音声生

成の検討

C-08 ◎ スマート端末を用いた異なる部屋における鬼ごっこの開発

E-06 回路構築学修システムの開発

E-07
高校物理力学分野学習支援用IoRT(Internet of Robotic

Things)教材の開発

E-09 ∞
初学者がなぜループ処理でつまずくのか？ー文系女子大におけるプログラ

ミング入門の経験からー

E-10 ∞ 思考力を鍛えるプログラミング

G-33
◎

†

Federated Learning over DTNによるオブジェクト認識モデルの地域

間での共有手法の検討

G-34 ◎ メッシュごとのPOI別人数データを用いた人流予測の提案

G-35
外国にルーツを持つ人々が理解可能な災害情報を提供するシステムの

研究

G-36 ∞ 探究活動における校内論文検索システムの提案

G-37 ∞ ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにおける最適巡回路

G-38 ◎ クラウドソーシングを用いた食品ロスに関する調査と分析

G-39 ◎
ネットワーク機器の設定変更作業におけるヒューマンエラー防止のための作

業モデルとシステムの評価内容の検討

G-40 ◎
ネットワーク機器の設定に用いる作業手順書作成支援システムの評価内

容の検討

G-41
MANETにおけるブロードキャストに対する不正確な位置情報の活用法と

その効果

G-42 †
複数の異なる時間間隔に基づく構造化オーバレイネットワークでのノード

仮想化の検討

G-43 ◎ 複数台のデバイスとのWi-Fiチャネル状態情報を用いた人物認識の検討

G-44 ◎
コマンドの自動生成を可能とするネットワーク構成図描画システムにおける

コマンド生成機能の開発

○林 峻正、首藤 裕一、増澤 利光（大阪大学 ）

○久保 達也、川上 朋也（福井大学）

○馬渕 大泰、谷口 義明、白浜 公章（近畿大学）

○小田 英雄、井口 信和（近畿大学）

○和田 真奈、芦田 結菜、山上 通惠（兵庫県立三田祥雲館高等学

校）

芦名 真優、今田 智咲、寺内 紗来、○寺田 寛（兵庫県立三田祥雲館

高校）

G：一般8　ネットワーク１

11:00～12:30　会場：Room7　　座長：中本　幸一（兵庫県立大学）

○梅川 夏弥、井口 信和（近畿大学）、松山 浩士（株式会社サイバー

リンクス）

○山浦 亘平、井口 信和（近畿大学）、松山 浩士（株式会社サイバー

リンクス）

G:一般7（人の行動2）

11:00～12:30　会場：Room6　座長：外村　佳伸（龍谷大学）

○★冨田 周作、中村 優吾、諏訪 博彦、安本 慶一（奈良先端科学技

術大学院大学）

○★山田 理、松田 裕貴、諏訪 博彦、安本 慶一（奈良先端科学技術

大学院大学）

○柴田 晋輔（神戸情報大学院大学）

○吉田 結花、吉野 孝（和歌山大学）、松山 浩士（株式会社サイバー

リンクス）、貴志 祥江、大西 剛（株式会社オークワ）

11:00～12:15　会場：Room5　座長：越智　徹（大阪工業大学）

○尾崎 巧将、小川 勝史（大阪電気通信大学）

○★元井 太一、小川 勝史、鄭　聖熹（大阪電気通信大学）

○永井 絵梨奈、伊地知 咲希、内田 奈津子（フェリス女学院大学）

○★大楽 麻夏、内田 奈津子（フェリス女学院大学）

○下田 桂輔、福島 拓（大阪工業大学）

○★山本 聖也、伊藤 淳子、宗森 純（和歌山大学）

○★大道 昇（大阪工業大学）、大井 翔（立命館大学）、佐野 睦夫

（大阪工業大学）

○★池田 啓恭、伊藤 淳子、宗森 純（和歌山大学）

E：プログラミングおよび情報教育２

C:ヒューマンコミュニケーション２

11:00～12:00　会場：Room4　座長：北村　尊義（立命館大学）
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G-45 ◎ ガウス過程を用いたスペクトラルBRDFの予測

G-46
◎

†
髪の毛・毛皮のための効率的な重点的サンプリング

G-47
◎

†
クラスタリングを用いたニューラルBTFの圧縮

G-48
少数画像からの生物個体識別手法に関する研究 ーゴリラの個体識別を

題材としてー

G-49 胸部X線CR画像を用いたじん肺コンピュータ診断に有効な特徴量

G-50 ◎ 画像解析による植物の重さ推定の提案

D-01 ◎
録画された発表の視聴時に画面内の聴衆の存在が理解度に及ぼす影

響

D-02 ◎ スマート棒を用いた棒体操支援システムの検討

D-03 ◎ スマートウォッチを用いたポイ捨てごみの種別・位置認識システムの提案

D-04 ◎ 交通機関利用における接触を回避するための経路推薦手法の検討

D-05 ◎ デイケア施設における介護士のストレス推定に向けた一検討

D-06 ◎ ID-POSデータを用いた客動線分析方法の検討

C-10 ◎
観光客を対象とした防災情報提供システムにおける写真撮影時の防災

情報表示機能の提案

C-11 ◎ 複数人と心拍情報等を共有する観光支援システムの開発

C-12 ◎ 位置情報を用いた小説のレコメンドシステムの開発

C-13 ◎ 楽曲制作の初心者のための対話型作曲支援システム

C-14 チャットボットを利用した英語ライティング学習システム

○芝池 祐星、岩崎 慶（和歌山大学）

○田谷 瑛悟、松田 裕貴、諏訪 博彦、安本 慶一（奈良先端科学技術

大学院大学）

○★北林 拓磨、伊藤 淳子、宗森 純（和歌山大学）

○★古株 基喜（大阪工業大学）、大井 翔（立命館大学）、佐野 睦

夫（大阪工業大学）

○中野 晶仁（大阪工業大学）、Thanaruk Theeramunkong（タマ

サート大学）、平 博順（大阪工業大学）

○小形 紘右、伊藤 淳子、宗森 純（和歌山大学）

○★大井 一輝、中村 優吾、松田 裕貴、藤本 まなと、安本 慶一（奈

良先端科学技術大学院大学）

○宮地 篤士、松井 智一、張 志華、藤本 まなと、安本 慶一（奈良先

端科学技術大学院大学）

○中村 綾乃、酒井 航太、吉野 孝(和歌山大学）、松山 浩士（株式

会社サーバーリンクス）、大西 剛、貴志 祥江（株式会社オークワ）

13:30～15:00　会場：Room3　座長：大井　翔（立命館大学）

G：一般9（コンピュータビジョンとパターン認識）

○引地 将大、岩崎 慶（和歌山大学）

○★岡 幸秀、岡留 剛（関西学院大学）

13:30～15:00　会場：Room2　座長：福田　洋治（近畿大学）

○★岡田 実生、岩崎 慶（和歌山大学）

○黒田 真一朗、阿部 孝司（近畿大学）、南　昌秀（東京大学）

○福島 誠人、竹長 慎太朗、波部 斉、井口 信和(近畿大学）

13:30～15:00　会場：Room4　座長：米澤　朋子（関西大学）

○坂本 真輝、吉野 孝、永井 隼人、佐野 楓（和歌山大学）、ブレント・

リッチー（和歌山大学国際観光学研究センター）

午後の部　

D：行動変容と社会システム

○鎌苅 亮汰、麻生 智史、八尾 恵利花、吉松 駿平、西崎 友規子（京

都工芸繊維大学）

○★立花 巧樹、中村 優吾、松田 裕貴、諏訪 博彦、安本 慶一（奈良

先端科学技術大学院大学）

C：ヒューマンコミュニケーション3
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E-11
∞

†

プロジェクトにおける活動分析ーお絵かきプログラミングによる入門教育と

PBLー

E-12 ∞
プロジェクトベースで学んだプログラミング入門の経験を振り返るーソフトウェ

ア開発専攻への展開と効果の検証ー

E-13 ∞ グローバルに論理的思考力を育むプログラミング教材の開発と研究

E-14
◎

†
オンライン授業におけるピクトグラム作成を通じた情報デザイン学習と評価

E-15 ピクトグラムを統一コンセプトとした情報科教育の授業実践と展望

C-15 ∞ 盲導犬と人間の共生～盲導犬ロボットの開発と研究～

C-16 ◎
地域在住高齢者とSARにおける言語的インタラクション改善のための自

己開示機能の実装と評価

C-17 ◎ 食事の感想作成タイミングによるおいしさ表現出現の比較

C-18
◎

＊
脈拍データを用いた風で刺激する安全運転支援システムの開発

C-19 ◎ スマートウォッチを用いた人の状況判定システムの開発

G-51 ◎
IoT機器一覧表示システムにおける機器位置特定のためのナビーション

機能の開発

G-52 ◎
疑似演習者ロボットとの協調演習を可能とするネットワークトラブルシュー

ティング演習システムにおける課題作成補助機能の開発

G-53 ◎ データ収集型無線センサネットワークにおけるデータ圧縮の分散化の検討

G-54 ◎ 加速度センサを用いた机のタップ判定精度に関する検討

G-55
シグネチャ型IDSのシグネチャに基づいたペネトレーションテストツールの実

装

E：プログラミングおよび情報教育3

13:30～15:00　会場：Room5　座長：尾崎　拓郎（大阪教育大学）

○★伊地知 咲希、永井 絵梨奈、内田 奈津子（フェリス女学院大学）

○★柏 舜（University of California, Santa Cruz）、内田 奈津子

（フェリス女学院大学）

○山本 舞香（追手門学院大手前高等学校）

○吉澤 亨紀、伊藤 一成（青山学院大学）、長谷川 聡（名古屋文理

大学）

○米田 貴（神戸大学附属中等教育学校）、伊藤 一成（青山学院大

学）

C：ヒューマンコミュニケーション4

13:30～15:00　会場：Room6　座長：福島　拓（大阪工業大学）

○根岸 龍一、安井 昌望、吉村 碧斗、中嶋 悠雅（追手門学院大手前

中学校）

○片山 唯佳、勝間 亮（大阪府立大学）

○LOW LIP NGHEE、川橋 裕（和歌山大学）

○★五十嵐 俊治、二瓶 美里、鎌田 実（東京大学）

○林 央也、吉野 孝(和歌山大学）、平林（宮部）真衣（東京大学）

○堤野  理貴、伊藤 淳子、宗森 純（和歌山大学）

○★多田 有輝、伊藤 淳子、宗森 純（和歌山大学）

G：一般10(ネットワーク2)

13:30～15:00　会場：Room7　座長：首藤　裕一（大阪大学）

○江川 悠斗、谷口 義明、井口 信和（近畿大学）

○平畑 聖也、井口 信和（近畿大学）

○山崎 慧、勝間 亮（大阪府立大学）
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