
土木学会鋼構造委員会

3次元FEM解析の鋼橋設計への適用に関する研究小委員会構成

委員長 　山口 栄輝 九州工業大学
幹事長 　奥井 義昭 埼玉大学
委　員 　荒木 秀朗 ㈱構造計画研究所
　〃　 　池田 　学 ㈶鉄道総合技術研究所
　〃　 　石村 久治 ㈱横河技術情報
　〃　 　稲葉 尚文 ㈱高速道路総合技術研究所

　〃　 　岩崎 英治 長岡技術科学大学
　〃　 　大谷 　修 ㈱コベルコ科研
　〃　 　大橋 治一 大日本コンサルタント㈱
　〃　 　小野 秀一 ㈳日本建設機械化協会

　施工技術総合研究所
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　〃　 　勝山 真規 JFEエンジニアリング㈱
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　〃　 　川添 啓示 JST㈱
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　〃　 　小西 拓洋 東京工業大学
　〃　 　小林 篤司 パシフィックコンサルタンツ㈱

　〃　 ○小室 雅人 室蘭工業大学
　〃　 　斉木 　功 東北大学
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　〃　 　高田 和彦 ㈱横河ブリッジ　

委　員 　高橋 　実 独立行政法人土木研究所
　〃　 　出野 麻由子 三井造船㈱
　〃　 　長井 正嗣 長岡技術科学大学
　〃　 　中川 知和 ㈱神戸製鋼所
　〃　 　中村 聖三 長崎大学
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　〃　 　松田 　浩 長崎大学
　〃　 　水上 繁樹 新日鐵エンジニアリング㈱
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　〃　 　森田 千尋 長崎大学
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　〃　 　王　 慶雲 日本車輌製造㈱

前委員 　井田 一成 ㈱長大
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　〃　 　藤川 敬人 新日鐵エンジニアリング㈱
　〃　 　山川 悦代 三井造船㈱
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（五十音順，敬称略，○印幹事）
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