
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

9：30-9:45 111 NATIVES(ネイティヴス) おもてなし葬 熊本大学 工学部物質生命化学科 4 大塚恵 岩本侑蘭

9:45-10:00 114 TSUKIKAI(ツキカイ) hakobune(ハコブネ) 熊本大学 工学部情報電気電子工学科 3 山崎飛稀 大屋陸/道原将斗

10:00-10:15 130 タカラノチズ 鹿屋乳牛の乳と大隅半島の特産品を組み合わせたチーズの開発・販売 崇城大学 生物生命学部応用生命科学科 1 中畑敏哉
田中翔大/穴井亜斗夢
/猪倉菜未

10:50-11:05 33 NYAH メディコード 崇城大学 薬学部薬学科 1 安部奈緒佳
上田彩夏/正林穂香
/副田雪乃

11:05-11:20 36 れっど 全自動で体を洗ってくれる介護用浴槽 崇城大学 薬学部薬学科 1 村田泉水
櫻木加菜/水上桃子
/宮川実乃理

11:20-11:35 133 Plameat（プラミート） 「食べられない」を無くす食品開発事業 崇城大学 生物生命学部応用微生物工学科 2 山道周作
中畑敏哉/穴井亜斗夢
/上田尚典

11:35-11:50 127 水陰（みかげ） 好塩菌を含んだ塩害対策肥料の開発事業 崇城大学 生物生命学部応用微生物工学科 2 宮下弘大
濱口銀河/山本雅貴
/池田葵

13:00-13:15 83 nature 肥後まりを使った地域イノベーション 崇城大学 芸術学部美術学科 2 池田絵菜
川上加鈴/続理々佳
/西田佳世

13:15-13:30 115 チームぶっつけ ragusy(ラグシー) 熊本大学 工学部情報電気電子工学科 2 山崎滉一 小溝杏奈

13:30-13:45 121 一（はじめ） 伝統工芸品の普及・販売事業 崇城大学 工学部宇宙航空システム工学科 3 加藤康之 仁木啓渡/山脇正

15:00-15:15 35 桜島 プラモデル制作委託アプリの開発事業 崇城大学 薬学部薬学科 1 安永一平 松永航季

15:15-15:30 131 TYAGARA 茶殻・生ごみを用いた堆肥の製造・販売 崇城大学 生物生命学部応用生命科学科 1 原尾朔弥 片岡稜真

15:30-15:45 134 Drone grass(ドローングラス) 微生物資材でつくるゴルフ場を促進する、ドローン事業 崇城大学 工学部機械工学科 3 森瀬太一 山道周作

15:45-16:00 126 Blast Off Rocket(ブラストオフロケット) 小型衛星用、小型宇宙バイオロケットの開発 崇城大学 工学部宇宙航空システム工学科 3 山脇正 松崎季林/加藤康之

16:50-17:05 7 RINO耕房 マンションをリノベーションする。水耕栽培もついてくるよ！ 崇城大学 工学部建築学科 1 前田将樹
小池峻史/深見元
/益田慎之輔/森岡力也

17:05-17:20 84 Air アートとデザインの就職サイトアプリ 崇城大学 芸術学部美術学科 2 福井健一
藤本章宏/道崎紗子
/江上由真/野田真衣夢

17:20-17:35 99 flowers(フラワーズ) お墓参りのデジタル化 崇城大学 工学部機械工学科 1 石井一輝
石貫愛斗/有馬直哉/
/井上豪也/上田将輝

9：20-9:35 32 LEAVES アシライお届けサービス 崇城大学 薬学部薬学科 1 佐藤貴大 大楠京太郎

9:35-9:50 116 KumamotoTURBO Team onepedal Onepedal（ワンペダル） 社会人 九州大学ビジネススクール同窓会 - 森永健太郎 荒田晃慎

9:50-10:05 117 パレット 画像認識AIを用いたメイクサポートアプリの開発 崇城大学 工学部ナノサイエンス学科 1 荒牧慶后 河上妃呂/伊藤凌

10:05-10:20 132 Bentec (ベンテク) 糞尿を用いた発電装置の販売事業 崇城大学 工学部ナノサイエンス学科 1 西山由唯 坂口怜奈/上祐彩夏

10:50-11:05 104 あまりもの 学生向け家計簿アプリ 崇城大学 工学部機械工学科 1 松下裕耶 西條雄喜/山本祐揮

11:05-11:20 122 クラウドアクアリウム アクアリウム専用デジタル飼育日誌作成キットの開発・販売 崇城大学 生物生命学部応用微生物工学科 3 田中翔大 濱口銀河

13:00-13:15 17 チーム崇城 自動車、バイクの顔認証 崇城大学 工学部建築学科 1 田口悠太
清原夢咲人/丸山真輝
渡辺孝洋/松永健史

13:15-13:30 109 Looker Looker 熊本大学 工学部情報電気電子工学科 4 川畑孝史 山下昴太

13:30-13:45 110 Nc_Rc Nc_Rc(エヌシーアールシー) 熊本大学 工学部情報電気電子工学科 1 下川飛翔 中村匡宏/矢田怜

13:45-14:00 113 カプチーノ　メガネパーカー 自転車まもるくん 熊本大学 工学部情報電気電子工学科 1 時枝朋史 税所亮介/伊達優人

14:00-14:15 4 CNT ダンス解説アプリの開発 崇城大学 工学部建築学科 1 山田崚平 江崎諒/山下裕太郎

14:15-14:30 6 トリプル3 耳で測る熱中症指数計 崇城大学 工学部建築学科 1 國武美咲 白川美聖/福元音寧

14:50-15:05 128 Medicine Transform 一般用医薬品の効率化をはかるアプリ　Medicine Transform 崇城大学 薬学部薬学科 2 堀口美祈
村山蘭香/石田光
/赤司彩郁

11月
29日
(木)

11月
30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。
　　　 ファイナルに進出した場合に、コンテスト当日のパンフレットにチーム写真が必要です。上記パワーポイントのデータと併せてUSBメモリで持参してください。

第5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


