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1 スプロール市街地の定量的整理 ―埼玉県3市を対象とした比較分析― 稲垣 遥大, 天野 莉緒, 岡村 幸樹, 菊地 穂澄, 成澤 拓実, 橋本 侑京, 福島 渓太, 細野 良子, 山田 拓実, 薄井 宏行

2 市区町村スケールにおける別荘地の立地特性 前田 一馬, 夏目 宗幸

3 毛呂山町におけるスプロール現象の分析ー農地と建物の割合に着目してー 竹内 萌恵, 岡澤 由季, 藤田 舞, 薄井 宏行

4 密集市街地解消の経済効果 河端 瑞貴, 直井 道生, 安田 昌平

5 豪雨災害軽減を目的とした河川水位予測システムの構築 小松 彩人, 金井 治樹, 山本 佳世子

6 深セン市の住宅地地価の空間パターンと公園緑地 丁 瑞キン, 柴辻 優樹, 河端 瑞貴

7 豪雨災害時における避難誘導支援システムの構築 国分 弾, 金井 治樹, 山本 佳世子

8 東京都の母子世帯と所得の空間クラスターと地域要因 柴辻 優樹, 河端 瑞貴

9 極値分布のパラメータの空間的依存性を考慮したMax-stable processモデルによる極値降水量の空間分布推定 幕内 加南子, 井上 亮

10 係留気球と無人航空機を活用した災害対応情報支援システムの構想 塚本 章宏, 佐原 理, 三輪 昌史, 山中 亮一, 寺田 賢治, 服部 恒太, 松本 卓也

11 道路条件を考慮した粘菌アルゴリズムによる避難経路探索法 藤原 伶, 山本 佳世子

12 沿岸域の小都市における市街地変化と災害リスクの関連に関する研究 渡辺 公次郎

13 高解像度な空間単位でのCOVID-19流行予測アプリケーションの開発 永田 彰平, 足立 浩基, 藤原 直哉, 中谷 友樹

14 樹木葬墓地分布の地理情報分析に基づく空間設計および利用実態の評価 今泉 優子, 藤田 直子

15 障害者の社会交流を促進する医療薬草園と農作物園のデザイン研究 Ma Ding

16 Spatial Transformation of Cultural Landscape Caused by Pickle Making: An International Comparison of Yamagata Prefecture and Sichuan Province, China Sun Suxueer, 藤田 直子

17 街路全方位画像ビッグデータから抽出した建物外観画像に基づく汎用的な印象評価手法の検討 今出川 祐亮, 沖 拓弥, 小川 芳樹, 趙 琛渤

18 Spatial Analysis of Care Farm Landscapes to Facilitate Agriculture-Social Welfare Cooperation by Using ArcGIS Tian Zile, 藤田 直子

19 パノラマ画像を用いた空間構成要素による都市の類型化 西尾 尚子

20 旧高旧領取調帳と農業集落境界データによる近世村領域推定 本田 謙一, 夏目 宗幸, 根元 裕樹

21 堆肥化活動参加者の地理的分析：小田原市の事例研究 髙橋 彩子

22 東京都のIT企業の空間クラスターと業績 小林 知成, 柴辻 優樹, 河端 瑞貴

23 都道府県別にみた人口増加率の要因分解：1950～2015年―総人口の分析結果（地理的分布編） 鎌田 健司, 小池 司朗, 菅 桂太, 山内 昌和

24 大阪市における建物経年データの構築と都市代謝分析 奥岡 桂次郎, 杉本 賢二

25 ビッグデータのためのローカルなオフィス賃料指数の開発 松尾 和史, 村上 大輔, 堤 盛人, 今関 豊和

26 COVID-19に伴う外出自粛が東京都の飲食店の立地に与えた変化 前平 廉, 柴辻 優樹, 河端 瑞貴

27 コロナ禍が人々の食料品の購買行動・意識に及ぼした影響 関口 達也, 林 直樹, 寺田 悠希, 大上 真礼

28 『地理総合』の重要語句に基づいたGIS教材の開発 根元 裕樹, 夏目 宗幸

29 ドローン空撮画像を用いた病害虫画像識別 岩崎 亘典, 彌冨 仁, 鍵和田 聡, 和山 亮介, 佐々木 優興, 井上 康宏

30 低価格・小型な機載RTK-GNSSとACP法を用いたUAV写真測量の高精度化 杉田 暁, 井上 公, 福井 弘道

31 港湾岸壁のオルソ画像を対象としたひび割れ検知Webシステムの開発 小見 大騎, 吉田 大介, 亀山 智仁, 上田 直生

32 大学生向けカーシェアリングの移動分析 草野 邦明, 奥貫 圭一, 永野 清仁, 松井 猛, 杉山 学

33 移動目的別にみた自動車依存度の都市圏内分布の可視化と解析：仙台都市圏パーソントリップ調査を利用して 伊藤 裕貴, 中谷 友樹, 埴淵 友哉, 磯田 弦

34 国土地理院航空写真画像を利用した鉄道踏切の検出 吉田 亮太, 三宅 亮一郎, 田中 みなみ

35 建物壁面後退距離と建物高さに対する街路幅の比（D/H）の自動計測方法 薄井 宏行

36 デジタルアーカイブ「自由学園100年＋」における基礎年表情報の時空間的可視化 吉川 慎平, 菅原 然子, 村上 民

37 最適化アルゴリズムを用いた鉄道代替バスの経路探索法 長岡 慧, 山本 佳世子
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