
日付 面接時間 No. チーム名 プラン名 所属１ 所属2 学年 代表 メンバー

9：55-10:10 31 dollars GPSを活用した、公共交通機関の利用 崇城大学 情報学部　情報学科 2 中川勝揮 宮崎雄大/安永紘

10:10-10:25 55 カプチーノ Tall UkiUki 熊本大学 工学部　情報電気電子工学科 2 山崎飛稀
宮田宇宙/谷本崇
金城幸作/

10:30-10:45 27 KOKESHI 手話通訳機能のApple Watchの開発 崇城大学 情報学部　情報学科 1 田上錬矢
白野翼/髙木雄河
大友樹/樗木和暉

10:45-11:00 66 Garden Community 生活空間を彩る植木鉢デバイス「plarm(プラム)」の開発・販売 崇城大学 生物生命学部　応用微生物工学科 2 田中翔大 仁木啓渡

11:00-11:15 76 Whodo 水耕栽培×光合成細菌＝機能性野菜 崇城大学 生物生命学部　応用微生物工学科 3 平田竜一 山道周作/太田理紗子

12:45-13:00 67 LeNS カメラレンタル専用アプリ「LeNS」の開発・運営 崇城大学 工学部　宇宙航空システム工学科 2 仁木啓渡 田中翔大/加藤康之

13:00-13:15 52 目がセン サイクリング送迎サービス 熊本県立大学 総合管理学部　総合管理学科 3 豊永雅章

13:15-13:30 54 黄ゼミ 楽しく健康に！！！ 熊本県立大学 総合管理学部　総合管理学科 3 平野大至
浦田駿/木下摩理奈
吉本有里/小山ひかり
村松大地

13:30-13:45 50 宇土ん太鼓プロジェクト 紬道場 熊本県立大学 総合管理学部　総合管理学科 3 改原鵬

13:45-14:00 75 Senpu スペースフィットなファッショナブル洗面化粧台「Sinker」の開発と販売 崇城大学 工学部　宇宙航空システム工学科 2 山脇正

15:50-16:05 10 チーム/uAn コネクト 新・火焚き祭　～宇土から復活する大炎～ 崇城大学 工学部　建築学科 3 中武大樹 内田良介

16:05-16:20 28 Electric 癌治療による味覚変異者の為の電気味覚デバイス 崇城大学 情報学部　情報学科 4 佐渡山裕介 今吉玲華

16:30-16:45 24 ふじやまフレンズ IoTを用いた自動式屋根開閉装置 崇城大学 情報学部　情報学科 1 是永拓海 藤本晴也/藤山翔平

16:45-17:00 49 Yuya Hyashida クラフトビールを身近に感じ楽しむアプリ 熊本県立大学 総合管理学部　総合管理学科 3 林田侑也

17:00-17:15 64 ゆーず エコーロケーションを搭載した補聴器型のデバイス 崇城大学 工学部　建築学科 2 藤岡夏葵 荒木雅樹

17:15-17:30 69 CrIoT(クリオット) 未来のITエンジニアを育成する教材の開発・販売事業 崇城大学 情報学部　情報学科 2 荒木雅樹 薮田侑己

17:30-17:45 72 スクールシェアリング 学生の車利用を促進させる事業 崇城大学 工学部　機械工学科 2 森瀬太一

9:55-10:10 33 Art In アートの情報をアプリで閲覧可能な事業 崇城大学 芸術学部　美術学科 1 福井健一
小松将大/久保田晃司
道崎紗子/江上由真

10:10-10:25 35 まっくぶっく 待機児童のためのビジネス 崇城大学 芸術学部　デザイン学科 1 鹿田真由
塩塚綾花/外山優海
中村友恵/藤森郁実
松本まどか

10:30-10:45 68 AI哲 新たなキャラクター生成エンジンの開発と、海外市場へのゲーム販売事業 崇城大学 情報学部　情報学科 1 小松将大 是永拓海/折小野健太郎

10:45-11:00 13 KIT ポイント制の献血システム 崇城大学 工学部　航空宇宙システム工学科 1 齋藤天地 本間航平/中尾郁海

11:00-11:15 53 運動神経がなんぼのもんじゃい！ 虫で無視する運動神経 熊本県立大学 総合管理学部　総合管理学科 3 武富将汰 髙山将崇

11:15-11:30 56 Props アーティストとファンをつなぐ仮想通貨アプリ 長崎国際大学 人間社会学部　国際観光学科 3 杉山裕磨

11:30-11:45 9 CanFan 愛着でつながるまち 崇城大学 工学部　建築学科 3 坂本真希 池田清華/大城翔茂

12:50-13:05 65 Plameet 植物性人工肉の製造・販売 崇城大学 生物生命学部　応用微生物工学科 1 山道周作

13:05-13:20 46 境制作 地産地消配送システム付冷蔵庫 熊本学園大学 商学部　ホスピタリティ・マネジメント学科 3 境大地
横田旬平/吉村和紗
松本里央/高木咲南
小原菜那/磯口実紀

13:20-13:35 47 MISODANGO アプリの制作・運営 熊本学園大学 商学部　ホスピタリティ・マネジメント学科 3 中村由佳

大脇彩香/春日優花
神山菜央/谷川加夏
栃原里咲/中村陽香
楢木春花/日高実生
廣野京子/宮本奏子

13:50-14:05 57 KumamotoTURBO MUSASHI　BUDO　TOURISM 社会人 九州大学ビジネススクール卒業 - 森永健太郎 水月晃/大久保太郎

14:05-14:20 58 VegineR VR×インテリア×建築 崇城大学 工学部　機械工学科 1 前川竜也 丸野祐介/仁木啓渡

14:20-14:35 21 サイレントマスク サイレントマスク 崇城大学 生物生命学部　応用微生物工学科 1 山道周作 濱口銀河

11月
30日
(木)

12月
1日
(金)

厳正な審査の結果、上記のチームが1次審査を通過し、２次審査に進むことが決定いたしました。
上記の時間にて、審査を実施いたします。

審査会場：崇城大学G号館２階　スタートアップラボ
集合時間：発表時間の10分前に集合してください(時間厳守)
発表：プレゼンテーション7分　質疑応答5分
備考：PC,プロジェクターは準備していますのでパワーポイントのデータをUSBメモリで持参してください。

第4回崇城大学ビジネスプランコンテスト　2次審査進出チームとプレゼンテーションタイムテーブル
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