
第29回位相幾何学的グラフ理論研究集会
日程：平成 29年 11月 17，18日 (金・土)

場所：横浜国立大学みなとみらいキャンパス

11月 17日 (金)

9:25-9:30 開会の言葉 (根上 生也)

9:30-9:50 比嘉 純規 (横浜国立大学 環境情報学府 M2)

出次数が等しいグラフにおける Seymour予想

9:50–10:10 土岐 将義 (横浜国立大学 環境情報学府 M1)

P4-free graph における graph grabbing game

10:10–10:30 〇松本 直己 (成蹊大学)，中上川 友樹（湘南工科大学），佐久間 雅（山形大学）
Convex grabbing game on the plane point set with few inner points

10:30–10:45 休憩

10:45–11:05 大溝 悠太 (横浜国立大学 環境情報学府 M1)

平行偶多角形のひし形分解とその組み合わせ構造

11:05–11:25 長谷川 純 (新潟大学 自然科学研究科 M1)

射影平面のQ4-既約な偶三角形分割について

11:25–11:45 渋谷 ひかり (新潟大学 自然科学研究科 M1)

射影平面に 1-交差埋め込み可能な完全多部グラフについて

11:45–13:15 昼食 (ランドマークタワーに飲食店があります)

13:15–13:35 向江 頼士 (木更津工業高校専門学校)

射影平面上の辺極大なグラフと三角形分割

13:35–13:55 佐野 照和 (木更津工業高等専門学校)

閉曲面上の四角形分割が tree-tree となる条件について

13:55–14:15 齋藤 正顕 (早稲田大学GEC)

ランダム正則グラフの固有値の半円則について

14:15–14:25 休憩

14:25–14:45 阿部 敏生 (横浜国立大学 環境情報学府 M2)

曲面上の正則グラフのリスト辺彩色

14:45–15:05 Ross Kang (Radboud University Nijmegen)

The strong edge-colouring conjecture and its generalisation to claw-free graphs

15:05–15:25 山田 修司 (京都産業大学)

正方正方格子上の最短経路数の剰余値

15:25–15:35 休憩

15:35–15:55 瀬川 悦生 (東北大学 情報科学研究科)

内周の大きなグラフ上のGrover walkの正台の構造定理

15:55–16:15 佐藤 巌 (小山工業高等専門学校)

A new generalized Bartholdi zeta function of a digraph

16:15–16:35 前原 濶 (琉球大学)

3目の連珠

17:30– 懇親会
場所：三代目鳥メロ桜木町野毛店
(http://torimero-sakuragichonoge.com/)(Tel:050-7302-5542)

会費：6000円 (一般)，3000円 (学生)



11月 18日 (土)

9:10–9:30 平沼 駿 (横浜国立大学 環境情報学府 M2)

Domatically full graphについて

9:30–9:50 岩田 脩平，嶋 宏晃，早瀬 太一郎 (横浜国立大学 理工学部 B4)

List coloringのDP-coloringへの拡張

9:50–10:10 朝山 芳弘 (横浜国立大学 環境情報学府 D1)，川崎 雄貴 (横浜国立大学)

曲面上の三角形分割における 3-dynamic coloring

10:10–10:30 趙 智賢 (東京理科大学大学院 応用数学専攻 D2)

位数 9の道が禁止された 3連結グラフについて

10:30–10:45 休憩

10:45–11:05 永並 健吾 (横浜国立大学 環境情報学府 M2)

3-正則平面的グラフの再埋蔵列挙アルゴリズム

11:05–11:25 望月 直輝 (横浜国立大学 環境情報学府 M1)

閉曲面上の最短長に関して安定したグラフの埋め込み

11:25–11:45 野口 健太 (東京電機大学 情報環境学部)

完全グラフの偶角形分割埋め込みとカレントグラフ

11:45–13:15 昼食 (ランドマークタワーに飲食店があります)

13:15–13:35 上別府 陽 (島根大学 総合理工学研究科)

彩色数を boxicityの上界に持つグラフについて

13:35–13:55 大野 由美子 (横浜国立大学 環境情報学府 D1)

トーラス上の三角形分割の triad coloring

13:55–14:15 鈴木 有祐 (新潟大学 理学部)

例外的 3-染色的三角形分割について

14:15–14:25 休憩

14:25–14:45 前澤 俊一 (芝浦工業大学大学院 理工学研究科 M2)

Fan-type condition for a graph to be k-leaf-connected

14:45–15:05 津垣 正男
各部集合ごとに葉の数を制限した全域木について

15:05–15:25 横田 真秀 (東京理科大学大学院 理学研究科 D2)

Essentially 4-conn. 3-正則グラフの外周の評価

15:25–15:45 〇小関 健太 (横浜国立大学大学院 環境情報研究院)，Carol Zamfirescu(Ghent Uni-

versity)

Every 4-connected graph with crossing number 2 is hamiltonian

15:45–15:55 休憩

15:55–16:15 藤田 雅之 (横浜国立大学 環境情報学府 M2)

球面上の 3-連結 3-正則グラフの識別彩色

16:15–16:35 根上 生也 (横浜国立大学大学院 環境情報研究院)

二部多面体的地図の識別染色数と双対埋め込み対

16:35–16:55 加納 幹雄 (茨城大学)

平面上の 3色点集合のある分割


