
全国⾼等専⾨学校 第33回プログラミングコンテスト本選結果
課題部⾨
賞 学校名 作品タイトル

PaOn

−ぴえんを越えるParkOnline−

Maru Vatu Possible

−〇×クイズ⽀援システム−

⾏動受注集会所

−ACT EASILY IN GROUPS−

AROA

−拡張現実で⽇常に競争を−

ＴＳＵ−ＷＡ

−会話スキル向上アプリ−

パドりん

−VRカヌー体験システム−

AOMOA

−For to your VR life−

ARATAG

−直接会えない⼈とも新しい⻤ごっこを−

DEVELO

−ミライにつながるデータファンディング−

お神輿わっしょい

−⾃宅で神輿担ぎを疑似体験−

釣りちゅーぶ

−メタバースとリアルのライブ配信−

ASTERISMS world

−#星と⼈を結ぶ私の星座−

ちいさなまち

−正しい感染予防を学べるオンラインゲーム−

ＳｔｕｄｉｏＨ２

−お化け屋敷構築⽀援環境−

ＶＲ集団⾏動

−オンラインで楽しく育む友情−

リモートラベラーズ

−オンラインで友達と旅⾏ができるアプリ−
敢闘賞 阿南

敢闘賞 徳⼭

敢闘賞 ⽶⼦

敢闘賞 ⼀関

敢闘賞 東京

敢闘賞 ⿃⽻商船

敢闘賞 福井

敢闘賞 舞鶴

敢闘賞 都⽴(品川)

敢闘賞 ⼤島商船

敢闘賞 ⾹川(⾼松)

敢闘賞 茨城

敢闘賞 沖縄

敢闘賞 阿南

特別賞 豊⽥

特別賞 福井

特別賞 津⼭ とーふとーく

特別賞 ⿃⽻商船 OMIAI

優秀賞 ⾹川(詫間) Ｖｏｉｃｅ Ｃａｔ

最優秀賞・⽂部科学⼤⾂賞 函館 HEXELLENT!
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⾃由部⾨
賞 学校名 作品タイトル

お遍路さん

−未来につなぐ、お遍路⽂化−

iMake!

−３次元仮想メイクで全⼈類の化粧技術向上−

Vegeoku

−規格外野菜 × オンラインオークション−

SandWitch

−tales of sand arts−

Walking Helper

−⾒えなくてもわかる世界へ−

MARINE TRASHART

−アート製作を通じた海洋ごみ処理−

SEE-DRO FIGHT!

−離れた友⼈と運動する新提案−

Smart Searcher

−海洋ごみ問題を空から解決−

アニマッスル

−ペット育成型筋トレアプリ−

描きぷら！

−お絵かきで楽しむプラネタリウム！−

Sirase

−いつも通りに安⼼を−

もうそうサイクリング

−観客を巻き込むVRフィットネスゲーム−

きゃどたす

−3DCAD学習⽀援システム−

dylake

−SNSの新たな泳ぎ⽅−

○○なう

−⼈と企業に「今」をシェアする−
佳作 神⼾市⽴

敢闘賞 沼津

敢闘賞 旭川

敢闘賞 ⼩⼭ FOOD SAVER

敢闘賞 福井

敢闘賞 津⼭

敢闘賞 沖縄

敢闘賞 群⾺

敢闘賞 呉 今来ヒス撮りぃ

敢闘賞 ⼤島商船

敢闘賞 ⿃⽻商船 みらいかんしょ

敢闘賞 広島商船 ぐるぐるウェイｗａｙ のぞむくん

敢闘賞 豊⽥

敢闘賞 ⿃⽻商船

特別賞 ⼩⼭

特別賞 ⼸削商船

特別賞 都城 HEALTH KEEPER

特別賞 東京

優秀賞 豊⽥

最優秀賞・⽂部科学⼤⾂賞 東京
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競技部⾨
賞 学校名 作品タイトル

特別賞 久留⽶ λ

特別賞 旭川 春光台にそそりたつ 我らが⾼専 旭川

特別賞 豊⽥ ＷＨＩＴＥ ＳＰＡＣＥ

第三位 松江 せふとくたいしのつくりかた

準優勝 ⼸削商船 みなかた

優勝 ⼤阪公⼤ １０倍⾼速なプログラムを開発します
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国際⼤会課題部⾨
賞 学校名 作品タイトル

VNU VR Guidebook

−An Exploration of Vietnam National University in VR−

Special Prize タイ⾼専 Escape this class

Special Prize ハノイ国家⼤学

Second Prize ⾹川(詫間) Ｖｏｉｃｅ Ｃａｔ

Grand Prize 函館 HEXELLENT!
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国際⼤会⾃由部⾨
賞 学校名 作品タイトル

お遍路さん

−未来につなぐ、お遍路⽂化−

iMake!

−３次元仮想メイクで全⼈類の化粧技術向上−

GoQ!

−On demand queuing services−

Car-nalytics

−A System for Car Parts Segmentation and Brand Recognition−

Special Prize タイ⾼専 Automatic awning

Special Prize キングモンクット⼯科⼤学ラカバン校

Special Prize ⾹港VTC An Anchor-Based MR Platform

Special Prize シンガポールポリテクニック

Second Prize 豊⽥

Grand Prize 東京
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国際⼤会競技部⾨
賞 学校名 作品タイトル

Special Prize モンゴル国⽴⼤学 NUM

Special Prize タイ⾼専 Kosen元気ですか

Special Prize ハノイ国家⼤学 MacOS

Champion ⼸削商船 みなかた

Champion ⼤阪公⼤ １０倍⾼速なプログラムを開発します
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企業賞
賞 学校名 作品タイトル

お神輿わっしょい

−⾃宅で神輿担ぎを疑似体験−

Sirase

−いつも通りに安⼼を−

Vegeoku

−規格外野菜 × オンラインオークション−

もうそうサイクリング

−観客を巻き込むVRフィットネスゲーム−

アニマッスル

−ペット育成型筋トレアプリ−
ブロードリーフ企業賞 群⾺

シーエーシー企業賞 ⾹川(詫間) Ｖｏｉｃｅ Ｃａｔ

トヨタシステムズ企業賞 広島商船 ぐるぐるウェイｗａｙ のぞむくん

さくらインターネット企業賞 津⼭ とーふとーく

チームラボ企業賞 福井

セゾン情報システムズ企業賞 都城 HEALTH KEEPER

リンクス企業賞 広島商船 ぐるぐるウェイｗａｙ のぞむくん

NSD企業賞 東京

Blueship企業賞 津⼭

アバナード企業賞 福井


