
平成 27年度データ解析コンペティション 

日本計算機統計学会データ解析スタディグループ（CS-DAS) 中間報告会 

 

【中間報告会 その１】 

日時 2016年 1月 9日(土) 9時 50分～17時 

場所 統計数理研究所（立川）（東京都立川市緑町 10-3）セミナー室１（D305） 

  会場へのアクセス 

  http://www.ism.ac.jp/access/index_j.html 

 

開会 9時 50分～  (会場へは 9時半より入ることが可能です) 

 

報告チーム(ほぼ申し込み順, 申請者(所属)) （報告時間、質疑応答込みで 13分、入れ替え 2分） 

＜板橋区データ＞ 10時 00分～12時 00分 

[1-1] 実践人社 竹内光悦 (実践女子大学人間社会学部)  

竹内光悦・石黒亜季・石原ふみか・大城ゆい・小原 彩・加藤沙織・久保木麻由・齊藤優衣・高梨美果・富田

久美子・福田詩菜・松崎夏奈・峯田伽耶・渡部久世（実践女子大学人間社会学部） 

 

[1-2] オリフィスゲート 上村龍太郎 (東海大学 情報教育センター)  

上村龍太郎（東海大学情報教育センター）・内田 理（東海大学情報理工学部情報科学科）・北島良三（東海大

学総合理工学研究科）・ 

落合修平・先崎淳一郎（東海大学工学部生命化学科）・増田健人・北郷 翼（東海大学政治経済学部経済学科） 

 

[1-3] データ・レボ 2015ソメイヨシノ 久保田貴文 (多摩大学)  

加藤和浩・高橋 匠・角田寛幸・水谷勇希・久保田 貴文（多摩大学） 

 

[1-4] T-wave 板橋に住んでみ隊 山本義郎 (東海大学理学部)  

船山貴光・山田実俊（東海大学大学院総合理工学研究科）・日比 颯（東海大学大学院理学研究科）・平井尚美・

山本義郎（東海大学理学部数学科） 

 

[1-5] Jasp1 山本由和 (徳島文理大学 理工学部)  

中田誠人（徳島文理大学大学院工学研究科）・松田真実・藤本祐規・入野未来登・西峯聡志・奥村耕平・陶山

瑞樹・石川まりな・ 

須崎宥理・山本由和（徳島文理大学理工学部）・中野純司・清水信夫（統計数理研究所データ科学研究系）・本

多啓介（大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構） 

 

[1-6] ADSL27 南 弘征 (北海道大学 情報基盤センター)  

南 弘征・水田正弘（情報基盤センター）・難波江 貴行（北海道大学大学院情報科学研究科）・井関 陽・金澤

侑哉（北海道大学工学部情報エレクトロニクス学科） 



[1-7] Team FWU 2015 藤野友和 (福岡女子大学 国際文理学部)  

藤岡 薫・村上ひかる・柴原芙美・笹脇麻里・野崎優子・渡邉春花・藤野友和（福岡女子大学国際文理学部） 

 

[1-8] きょんきょんブラザーズ 大草孝介 (九州大学大学院芸術工学研究院)  

永沼 暁（九州大学芸術工学部）・大草孝介（九州大学大学院芸術工学研究院） 

 

昼休み 12時 00分～13時 00分 

 

＜ID-POSデータ その１＞ 13時 00分～15時 00分 

 [2- 1] eyeData 鎌倉稔成 (中央大学理工学部)  

秋元良友・阿部 興・吉田 敦・泉谷聡史（中央大学大学院理工学研究科）・古川佳裕・関根涼介・永井利昌・

曽根圭博（中央大学理工学部経営システム工学科）・坂場 賢一郎・作村建紀・鎌倉稔成（中央大学理工学部） 

 

[2- 2] とうけいぐらし 酒折文武 (中央大学理工学部数学科)  

石川拓海・柴田英里・中島啓介・羽山美優・藤村晃弘（中央大学理工学部数学科）・黒澤大樹・中嶋雅彦（中

央大学大学院理工学研究科数学専攻）・・酒折文武（中央大学理工学部） 

 

[2- 3] ASAP 松井佑介 (名古屋大学医学系研究科) 

橘川雄樹（名古屋大学情報科学研究科）・Beltran Ullauri Jessica Gabriela・鄭 弘鎭（名古屋大学工学研究

科）・ 

遠山美穂・畠山 悠（名古屋大学医学系研究科）・Nguyen Viet Anh・原 健翔・Jovilyn Therese B. FAJARDO

（名古屋大学情報科学研究科）・松井佑介・島村徹平（名古屋大学医学系研究科） 

  

[2- 4] トライアングル 川端一光 (明治学院大学心理学部)  

藤原朱里・吉田稚菜・福田真季・日比野一朗・川端一光（明治学院大学心理学部心理学科） 

 

[2- 5] Jasp2 山本由和 (徳島文理大学 理工学部)  

中田誠人（徳島文理大学大学院工学研究科）・松田真実・藤本祐規・入野 未来登・西峯聡志・奥村耕平・陶山

瑞樹・石川まりな・須崎宥理・山本由和（徳島文理大学 理工学部）・中野純司・清水信夫（統計数理研究所デ

ータ科学研究系）・本多啓介（大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構） 

 

[2- 6] タンブル・ウィード 豊田秀樹 (早稲田大学文学部)  

長尾圭一郎・磯部友莉恵（早稲田大学大学院文学学術院）・豊田秀樹（早稲田大学文学部） 

 

[2- 7] コンジットゲート 上村龍太郎 (東海大学 情報教育センター)  

落合修平・先崎淳一郎（東海大学工学部生命化学科）・増田健人・北郷 翼（東海大学政治経済学部経済学科）・

上村龍太郎（東海大学情報教育センター）・内田 理（東海大学情報理工学部情報科学科）・北島良三（東海大

学総合理工学研究科） 



 

[2- 8] TOKAI T-wave +297 山本義郎 (東海大学理学部)  

船山貴光・山田実俊（東海大学大学院総合理工学研究科）・亀岡 瑶・河野克哉（東海大学大学院理学研究科）・

高橋あい・佐藤由佳・山本義郎（東海大学理学部数学科） 

 

休憩 15:00～15:15 

 

＜ID-POSデータ その 2＞ 15時 15分～16時 45分 

[2- 9] データ・レボ 2015デイゴ 久保田 貴文（多摩大学） 

川邉彩加・手島幹貴・常盤木 亮・原口 周太郎・久保田 貴文（多摩大学） 

 

[2-10] データ・トレック 2015 島人 今泉 忠 (多摩大学経営情報学部)  

内藤 勇之助・鈴木拓也・落合勝也・今泉 忠（多摩大学経営情報学部） 

 

[2-11] データ・トレック 2015 タオ 今泉 忠 (多摩大学経営情報学部)  

大松孝弘（株式会社デコム）・鈴木舜・相澤ゆみ子（多摩大学大学院経営情報学研究科）・ 

松木健太郎（株式会社ロックオン）・宇野沢英治（QVC JAPAN）・髙﨑美幸（医療法人社団三喜会鶴巻温泉病

院）・佐藤 久（日本マイクロソフト（株））・今泉 忠（多摩大学経営情報学部） 

 

[2-12] 123 菅谷勇樹 (株式会社スタージェン)  

菅谷勇樹 (株式会社スタージェン) 

 

[2-13] みかかにか 777725 西森友省 (エヌ・ティ・ティ アイティ株式会社)  

西森友省・宮崎 淳・川合和寛・網中正也・今岡威人・安本益啓・門脇奈々・郡山 薫・際田泰弘・稲垣美香・

奥野拓也・山田俊哉・堀幹 樹・江﨑健司・音声＆アナリティクス事業部データアナリティクス部 

 

[2-14] 中川家 五十嵐 健太 (株式会社 NTT データ数理システム)  

五十嵐 健太・岩本圭介・小林佑輔・尾崎博子・入 亮介・柿沼匡志・中川 慶一郎・中江俊博（株式会社 NTT

データ数理システム） 

 

情報交換会 17時 00分～18時 00分 

データの処理方法などについて、情報交換しましょう 

閉会 18時 

閉会後 立川での懇親会も実施予定にしております（参加自由、当日参加について確認します）。 

 

当日の配布資料は必ずしも必要とはしませんが、ご用意いただけ場合には各チーム 2部＋参加グループ

以外の参加者向けに 50部程度ご持参頂きますようお願い致します。 

 



平成 27年度データ解析コンペティション 

日本計算機統計学会データ解析スタディグループ（CS-DAS) 中間報告会 

 

【中間報告会 その２】 

日時 2016年 1月 10日(日) 10時 30分～12時 

場所 統計数理研究所（立川）（東京都立川市緑町 10-3）セミナー室１（D305） 

 

開会 10時 25分～  (会場へは 10時より入ることが可能です) 

 

10:30～11:00 

「中間報告会 その１」についての報告 

 （1日目に報告いただいたチームで 2日目にも来ていただいたチームからの報告） 

 

報告チーム(ほぼ申し込み順, 申請者(所属)) （報告時間、質疑応答込みで 13分、入れ替え 2分） 

＜板橋データ＞ 11時 00分～11時 15分 

[1-9] チーム温羅 2015 柳 貴久男 (岡山理科大学総合情報学部情報科学科)  

井上佳祐・恩田祐輝・塩口泰地・柳 貴久男（岡山理科大学総合情報学部情報科学科） 

 

＜ID-POSデータ＞ 11時 15分～11時 45分 

[2-15] チーム温羅 2014改 柳 貴久男 (岡山理科大学総合情報学部情報科学科)  

神門 葵・安田光成・鈴岡健太・山﨑博史・遠藤峻太郎・柳 貴久男（岡山理科大学総合情報学部情報科

学科） 

 

[2-16] 続チーム三原 椎名広光 (岡山理科大学)  

三原隆義・塩飽朝美・武田昌大・竹村直規（岡山理科大学大学院）・椎名広光（岡山理科大学） 

 

情報交換 

 

閉会 12時 


