
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 35 湧くワナ スマホゲームアプリと連動したスポーツジムの運営 崇城大学 工学部ナノサイエンス学科 2 荒牧慶后
穴井亜斗夢/原尾朔弥
松浦亜紀/荒木遥
中畑俊哉

9:45〜10:00 63 剪枝茶 剪定枝を活用したお茶の開発・販売 崇城大学 生物生命学部応用生命科学科 1 伊藤仁一
佐藤匠/篠田翔大朗
寺野龍槙/福田一陽

10:00〜10:15 72 Dr.Phone(ドクターフォーン) 画像認識AIを用いた病状診断アプリの開発 崇城大学 薬学部薬学科 2 伊藤凌 中畑祐哉/上祐彩夏

10:40〜10:55 46 P＆A 光合成細菌由来の藻類活性化剤 崇城大学 大学院工学研究科応用生命科学専攻 1 岩井蘭子 後藤みどり

10:55〜11:10 52
Ⓡimit
(熊本県立大学)

学生と企業のマッチング業 熊本県立大学 総合管理学部総合管理学科 3 永田拓巳

11:10〜11:25 69 HSB Self Study Space 崇城大学 生物生命学部応用生命科学科 2 中畑俊哉
伊藤凌/荒牧慶后
深見元

13:00〜13:15 10 SGM² 板書記録を身近なデバイスで行うことができるアプリケーションの開発 崇城大学 工学部ナノサイエンス学科 1 篠田翔大朗　
我如古匠/南涼雅
宮村浩野

13:15〜13:30 15 WANSS ヒューマンビートボックス等における音源の可視化によるエンターテインメントの拡張事業崇城大学 情報学部情報学科 1 佐藤瑳輔
芥川智哉/白濱弘洋
和田直樹

13:30〜13:45 17 和み くまⅢ先生 崇城大学 情報学部情報学科 1 山本翔平 中川原崇斗/黒田ルナ

13:45〜14:00 22 アベンチャーズ IG-ONLINE(illustration gathering online) 崇城大学 芸術学部美術学科 1 小栁翔平
中村統真/平田健起
嶋田龍栄/宮城陸
yuchengxin

14:00〜14:15 60 SSg 昔のゲームを提供する事業 崇城大学 情報学部情報学科 1 佐藤瑳輔

14:50〜15:05 38 Oasis 食品をあなたの元まで届ける　Oasis 崇城大学 情報学部情報学科 2 関山丈太
小原芳斗/油布佳大
藤山裕弥/野口辰也

15:05〜15:20 41 Peach Boys 中古市場での鑑定サービスの提供 崇城大学 情報学部情報学科 2 井上弘明
石橋昇/上田良祐
浅尾健太郎

16:40〜16:55 11 DOPE 広告式無料観光バス 崇城大学 生物生命学部応用生命科学科 1 永田寛人
松本皓太郎/宮城宏一
清水みのり/中野愛佳

16:55〜17:10 24 バウハウス 個人空間をつくりだす机と椅子 崇城大学 芸術学部デザイン学科 1 安松祐樹
佐藤廉汰/高田開
大山光星/仲間咲良

17:10〜17:25 55 Agoru 夜市やマルシェ向けのイベントテントの開発 崇城大学 工学部建築学科 2 深見元 穴井亜斗夢

17:25〜17:40 65 Gridrich(グリッドリッチ) 3D Data Cloud 崇城大学 情報学部情報学科 1 首藤立樹 柳大海

17:40〜17:55 66 Medical Kitchen 薬×料理によるシナジーとヘルスケア市場の活性化 崇城大学 情報学部情報学科 1 田崎顕人 峯大貴/伊藤凌

9:30〜9:45 25 カフェイン アプリを用いた洋服管理 崇城大学 薬学部薬学科 1 有馬麗奈
穐田侑奈/安逹雪月
吉田早希

9:45〜10:00 62 RENT 腕時計が必要な時に必要な期間レンタルできるサブスクリプションサービス 崇城大学 生物生命学部応用生命科学科 2 原尾朔弥　 片岡稜真

10:40〜10:55 43 CMYK マンガマテリアライズ 崇城大学 芸術学部美術学科 2 秋山尚輝
牧紀圭/佐藤州
宮本桂汰/池田信太郎

10:55〜11:10 54
黄のぐー
(熊本県立大学)

Share Brain 熊本県立大学 総合管理学部総合管理学科 3 福田雄飛
清水璃/田上愛佳
那須瑛亮/森下雄太
山本航大/吉野賢

13:00〜13:15 6 かにみや DIY資材販売アプリ 崇城大学 工学部建築学科 1 川野晃世
岩崎功真/川野翔
一ノ瀬友樹/赤星翔太

13:15〜13:30 32 メディソン 薬膳カフェのオープン 崇城大学 薬学部薬学科 1 古賀照満
大田宙依/緒方拓水
金行七海

13:30〜13:45 59 3Memories 顧客に映像素材を提供しインパクトの映像の演出を手掛ける事業 崇城大学 芸術学部デザイン学科 1 吉井優作 荒牧慶后

13:45〜14:00 61 g ゴキブリを使ったゴミ問題の解決 崇城大学 宇宙航空システム工学科 1 森啓汰 宮本安志

14:00〜14:15 4 サンスケ 大型ショッピングセンター専用ファッションアプリ 崇城大学 工学部建築学科 1 濱未夢
堤愛果/塩村弥季
猪股萌華/古閑美春

14:15〜14:30 64 Leaves 肥料をマイクロカプセル化した（Leaf)の開発・販売 崇城大学 生物生命学部応用生命科学科 1 林田ミウ
土屋琉南/川本うらら
清水みのり

14:50〜15:05 18 AR スマホ中毒防止・改善アプリ 崇城大学 情報学部情報学科 1 原中亮太 西一真/西口瞬矢

16:20〜16:35 48
チーム村井
（熊本マリスト学園高等学校）

習い事へ子供を通わせたい人と業者を繋ぐプラットフォームビジネス
熊本マリスト学園
高等学校

2 今中爽太
吉住裕樹/関悠人
臼井萌/斉藤礼華
寺本千華

11月
28日
(木)

11月
29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6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


