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■競技部門「力合わせる六万人」
登録順 タイトル 学校名 指導教員 参加学生

１ 驚くべきチーム名を思いついたが、この余白はそ
れを書くには狭す 佐世保 嶋田　英樹 豊田　　虎（２年）、鳥居　蓮心（２年）、柴田光太朗（２年）

２ 10倍高速なプログラムを開発します 大阪公大 窪田　哲也 田村　　唯（３年）、池原　大貴（３年）、年澄　荘多（２年）

３ 聖徳太子の手も借りたいＸ２ 香川（高松） 柿元　　健 竹内　歩夢（専１年）、大住　陽雲（３年）、大石　悠馬（２年）

４ お茶汲み同好会 福井 斉藤　　徹 高橋　知也（３年）、小川　賢仁（３年）、彦坂　天塁（３年）

５ せふとくたいしのつくりかた 松江 橋本　　剛 青木　蓮樹（専２年）、三島　知樹（５年）、安部　滉人（４年）

６ 令和の聖徳太子 舞鶴 森　健太郎 松田　　陸（４年）、植原　一希（４年）、杉本　　辞（３年）

７ ちはやくれ 呉 藤井　敏則 宮下　　翔（４年）、城　ジュニアスプラタマ（３年）、
宮川　聖章（３年）

８ 過学習 有明 森山　英明 齋藤　健吾（２年）、猿渡　優衣（３年）、古川蒼太郎（３年）

９ とり天Heads!!!!!! 大分 徳尾　健司 菊池　　空（４年）、北村　玲英（４年）、工藤　優花（４年）

10 チームカニ 群馬 川本　真一 水野　哲郎（４年）、島田慎太郎（４年）、中野　友晴（４年）

11 44Cn 鳥羽商船 中古賀　理 酒徳　和輝（４年）、正住　将太（４年）、
モハマド　シャリザル（４年）

12 Lynx lynx 鹿児島 原　　　崇 山田　裕貴（３年）、酒匂　悠宇（３年）、文榮　来智（３年）

13 業火の締切 香川（詫間） 宮崎　貴大 長野　匡吾（４年）、小原　崇靖（３年）、則包　創太（３年）

14 ブレーメンの学術隊 津山 宮下　卓也 川上　功介（３年）、森中　智己（３年）、瀬良　瑞葉（３年）

15 Ascension 奈良 岩田　大志 藤本　　光（４年）、松田　蒼太（４年）、和田　颯太（２年）

16 聞き分けのいいゴボウ 和歌山 森　　　徹 江阪　治人（３年）、武本　龍門（３年）、本間　陽季（３年）

17 チーム末代 東京 松崎　頼人 古川　紘基（３年）、平田健太郎（３年）、三浦　理稀（３年）

18 ソフトウェア研究部会 仙台（名取） 北島　宏之 佐藤　　至（３年）、鈴木　　佑（２年）

19 NIT-ishikawa 石川 越野　　亮 堀　　彰悟（専１年）、坂井　俊介（専１年）、
佐久間　葉（専１年）

20 競技部門の話は耳に入りましたよー。詳しい方に
確認しますね。 八戸 細川　　靖 二川目裕太（４年）、中村　亮太（３年）、小笠原涼太（２年）

21 418. I’m a teapot. 小山 干川　尚人 横井　蛍汰（３年）、飯野　雅翔（３年）、加藤　裕槻（２年）

22 聖徳太子. tar.gz 苫小牧 山本　椋太 推名　　晃（３年）、梶谷　征矢（３年）、寺井　勇真（３年）

23 while文ってなんだっけ？ 熊本（八代） 小島　俊輔 嶋中　海人（３年）、小山　智寛（３年）、辻中　煌希（１年）

24 サボり推奨委員会　Lv.7 新居浜 占部　弘治 神田　凌佑（５年）、青野　眞弥（１年）、前田　　隼（１年）

25 八尺瓊蟹蒲 神戸市立 朝倉　義裕 入本　聖也（４年）、西ヶ峰克隆（４年）、山本　大地（３年）

26 チョコクロワッサンはオーブンで１分30秒くらい
がちょうどいい 木更津 大枝　真一 越智　優真（２年）、大原　陽治（２年）

27 アルミホイルで身を守ろう 仙台（広瀬） 力武　克彰 門馬　琢磨（４年）、𠮷田　　悟（３年）、渡邊　　天（２年）



72

登録順 タイトル 学校名 指導教員 参加学生

28 WHITE SPACE 豊田 平野　　学 宇井　颯汰（３年）、片野　蓮香（３年）、鈴木　健太（３年）

29 チリツモ高専 都立（品川） 佐藤　　喬 藤川　　純（３年）、笹川　　駿（２年）、石井　一肇（３年）

30 アスノカルタ解析班 熊本（熊本） 藤井　　慶 中村　春喜（３年）、西村　淳志（３年）、中村　颯太（３年）

31 みなかた 弓削商船 長尾　和彦 黒河　天晴（３年）、甲賀悠一郎（３年）、
CHALEUNKIT THANASINE（３年）

32 春光台にそそりたつ　我らが高専　旭川 旭川 以後　直樹 武井　冬馬（専１年）、齋藤　直人（３年）、石倉　　紘（３年）

33 Montagne bleue 鈴鹿 青山　俊弘 西村　亘生（４年）、富永　啓介（４年）、山際　駿太（４年）

34 でじけんっ！ 富山（射水） 篠川　敏行 土橋　晴人（２年）、南　　理久（４年）、佐々木智大（４年）

35 三人寄れば聖徳太子 大島商船 重本　昌也 嶋　　諒大（４年）、岩政　綾馬（４年）、清水　蒼馬（４年）

36 ［検閲済み］プロコン同好会 沼津 鈴木　康人 遠藤　大祐（３年）、岡田　幸憲（４年）、海野　　翔（４年）

37 牛乳を飲もう 米子 徳光　政弘 遠藤　諒悟（２年）、濱田　悠太（２年）、吉田　倖野（３年）

38 みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ 明石 野村　隼人 渡邉　航輔（３年）、井上　元葵（２年）、加藤　優太（１年）

39 高専の現代古典II 長野 伊藤　祥一 村山　大樹（４年）、佐藤　悠太（４年）、西澤駿太郎（４年）

40 とっぽ 鶴岡 金　　帝演 庄司　昊平（２年）、長谷川智也（２年）、五十嵐秀人（２年）

41 チームサトウ 富山（本郷） 佐藤　圭祐 田中　煌雅（３年）、道上　裕貴（３年）、堀田　海智（３年）

42 長岡高専が通りま～す 長岡 竹部　啓輔 吉田　俊輝（２年）、星　　貞樹（２年）、星野　咲空（２年）

43 Team First Take 宇部 江原　史朗 畑　　絢登（５年）、曽根　朝志（５年）

44 λ 久留米 田中　　諒 田中　伶佳（４年）、叶　　弥悟（３年）、二又　康輔（３年）

45 留学生パワー 阿南 平山　　基 アルカンデル イマワン（４年）、アン ゼン チェン（４年）、
エカテイコムキット ナッタキット（３年）

46 十字架天使 サレジオ 須志田　隆道 根津　嘉一（４年）、可児　謙一（４年）、竹長　　嵩（３年）

47 MacOS ハノイ
国家大学 Ma Thị Châu Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Thái Bình, Trần Mạnh Hiếu

48 Kosen元気ですか タイ高専 土居　茂雄 Krittin Jeecomwan, Saptawan Sombanguay, 
Rawiphon Kiatdechawit

49 モンゴル
国立大

Gantulga 
Gombojav Turbat Enkhbat, Nyamdavaa Urtnasan, Togtuun Odbayar

■競技部門「力合わせる六万人」

■司会紹介
高田　伸一
石川県在住。プロのナレーターとして活躍中。
第13回石川大会以来、現在に至るまで競技部門の司会・進行を担当。
「はぁじめっ！」「ここまでっ！」のかけ声など、いまや高専プロコン競技部門の名物なっている。

■競技部門BGM担当紹介
鈴木　　亮
岡山県在住。現在は保育士として勤務する。高専プロコン第21回高知大会（2010年）
から競技部門の試合進行中に流されるBGMの作曲を担当している。
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競技部門のルール
　今年の競技部門では、コンピュータによる「かる

た」を行います。

　かるたには群馬県の郷土かるたである上毛かるた

を使用します。上毛かるたは44枚の取り札と読み札

で構成されています。日本語版と英語版の２種類が

あり、本競技では両方を使用します。

　通常のかるたは１枚ずつ読み上げますが、本競技

では複数枚を同時に読み上げるので、読み上げを聞

き分けなければなりません。

問題データと分割データ
　事前に用意された読み札を読み上げた音声データ

いくつか重ね合わせて問題データを作成します。同

じ絵札の日本語版と英語版の両方が含まれることは

ありません。重ね合わせる際に読みデータの位置を

ずらしたり、冒頭と末尾の一部を削除したりするこ

とがあります。重ね合わせは最小で３、最大で20で

す。

　問題データをいくつかの分割データの分割しま

す。分割データの長さは一様ではなく、分割数は最

小で２、最大で５です。分割数は試合開始前にお知

らせします。競技者は取得するデータ数を指定する

ことができ、使用した分割データ数に応じて、ボー

ナス係数が与えられます。ボーナス係数は使用した

分割データ数が少ないほど高い係数です。

取りと変更
　問題データに含まれる読みデータと関連した絵札

を選択することを取りと言います。取りは未選択の

札のほか、前の問題データの取り札や変更札も取る

ことができます。未選択の札を取った場合はそれを

取り札と言います。問題データの読みデータ数まで

札を取ることができます。複数の問題データに対し

て同一の絵札を取ることはできません。

　前の問題の取り札や変更札を取ることを変更と言

い、変更した札を変更札と言います。変更すると前

の問題で取った札が減りますが、その分を追加する

ことはできません。変更札は枚数に応じて減点され

ます。変更札を別の問題で再度変更しても２重には

減点されません。

正解とお手付き
　すべての問題が終了すると各問題の取り札と変更

札が確定します。すべての問題が終了したときにす

べての44枚の札が使われているとは限りません。す

べての問題が終了後、各々の問題データに含まれて

いる札を示します。

　問題ごとにデータに含まれる取り札と変更札の両

方を正解とし、正解した札のことを正解札と言いま

す。正解札にはポイントが与えられ、１枚当たりの

ポイントにボーナス係数を乗じたものが正解ポイン

トとなります。

　問題データに含まれていない札を取り札もしくは

変更札に選択することをお手付きと言い、お手つき

した札のことをお手付き札と言います。お手付き札

は枚数に応じて減点されます。

制限時間と問題数
　問題ごとに回答の制限時間を定めます。制限時間

は２分～ 10分の予定です。

　１試合を複数の問題で順次行います。問題ごとに、

重ね合わせ数や分割数、ボーナス係数、制限時間な

どが異なることがあります。

順位決定方法
　勝敗判定は以下の優先順位で決定します。

１．合計ポイント

２．正解ポイント

３．変更減点

４．サイコロの目で勝負
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競技部門の組合せ
■１回戦
ブース 第１試合 第２試合 第３試合 第４試合 第５試合
１ 八戸 石川 富山（射水） 小山 鹿児島
２ 大阪公大 神戸市立 明石 群馬 長野
３ 津山 和歌山 松江 阿南 大分
４ 佐世保 サレジオ 苫小牧 長岡 大島商船
５ 東京 香川（高松） 有明 熊本（熊本） 豊田
６ 沼津 米子 熊本（八代） 鶴岡 久留米
７ 仙台（広瀬） 鳥羽商船 奈良 新居浜 木更津
８ 鈴鹿 都立（品川） 弓削商船 富山（本郷） 舞鶴
９ 呉 旭川 香川（詫間） 福井

※　各試合上位４チームが準決勝へ進出する．５位以下は敗者復活戦へ。

■敗者復活戦
ブース 第１試合 第２試合 第３試合
1 1-1-5 1-3-5 1-5-5
2 1-2-5 1-4-5 1-1-6
3 1-3-6 1-5-6 1-2-6
4 1-4-6 1-1-7 1-3-7
5 1-5-7 1-2-7 1-4-7
6 1-1-8 1-3-8 1-5-8
7 1-2-8 1-4-8 1-1-9
8 1-4-9 1-3-9 1-2-9

※ 各試合上位２チームが準決勝へ進出する。

■準決勝
ブース 第１試合 第２試合 第３試合
1 1-1-1 1-3-1 1-5-1
2 1-2-1 1-4-1 1-1-2
3 1-3-2 1-5-2 1-2-2
4 1-4-2 1-1-3 1-3-3
5 1-5-3 1-2-3 1-4-3
6 1-1-4 1-3-4 1-5-4
7 C-1-1 1-4-4 1-2-4
8 C-2-2 C-2-1 C-3-1
9 　 C-3-2 C-1-2

※ 各試合上位３チームが決勝へ進出する。

■決勝
ブース 第１試合
１ S-1-1
２ S-2-1
３ S-3-1
４ S-1-2
５ S-2-2
６ S-3-2
７ S-1-3
８ S-2-3
９ S-3-3

※X-Y-ZはX回戦－第Y試合－第Z位を表します。
　ただし、X部分のCは敗者復活戦、Sは準決勝を表します。
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競
技
部
門

田村 　唯（３年）池原 大貴（３年）
年澄 荘多（２年）窪田 哲也（教員）大阪公大10倍高速なプログラムを

開発します２

１ 佐世保驚くべきチーム名を思いついたが、
この余白はそれを書くには狭す

豊田 　虎（２年）鳥居 蓮心（２年）
柴田 光太朗（２年）嶋田 英樹（教員）

・提出された原稿をそのまま印刷しています。
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競
技
部
門

高橋 知也（３年）小川 賢仁（３年）
彦坂 天塁（３年）斉藤 　徹（教員）福　井お茶汲み同好会４

竹内 歩夢（専１年）大住 陽雲（３年）
大石 悠馬（２年）柿元 　健（教員）

香　川
（高松）

聖徳太子の手も借りたい
Ｘ２３
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競
技
部
門

松田 　陸（４年）植原 一希（４年）
杉本 　辞（３年）森 健太郎（教員）舞　鶴令和の聖徳太子６

青木 蓮樹（専２年）三島 知樹（５年）
安部 滉人（４年）橋本 　剛（教員）松　江せふとくたいしのつくりか

た５
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競
技
部
門

齋藤 健吾（２年）猿渡 優衣（３年）
古川 蒼太郎（３年）森山 英明（教員）有　明過学習８

宮下 　翔（４年）
城 ジュニアスプラタマ（３年）
宮川 聖章（３年）藤井 敏則（教員）

呉ちはやくれ７
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競
技
部
門

水野 哲郎（４年）島田 慎太郎（４年）
中野 友晴（４年）川本 真一（教員）群　馬チームカニ10

菊池 　空（４年）北村 玲英（４年）
工藤 優花（４年）徳尾 健司（教員）大　分とり天Heads!!!!!!９
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競
技
部
門

山田 裕貴（３年）酒匂 悠宇（３年）
文榮 来智（３年）原 　　崇（教員）鹿児島Lynx lynx12

酒徳 和輝（４年）正住 将太（４年）
モハマドシャリザル（４年）
中古賀 理（教員）

鳥羽商船44Cn11
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競
技
部
門

川上 功介（３年）森中 智己（３年）
瀬良 瑞葉（３年）宮下 卓也（教員）津　山ブレーメンの学術隊14

長野 匡吾（４年）小原 崇靖（３年）
則包 創太（３年）宮崎 貴大（教員）

香　川
（詫間）業火の締切13
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競
技
部
門

江阪 治人（３年）武本 龍門（３年）
本間 陽季（３年）森　 　徹（教員）和歌山聞き分けのいいゴボウ16

藤本 　光（４年）松田 蒼太（４年）
和田 颯太（２年）岩田 大志（教員）奈　良Ascension15
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競
技
部
門

堀　 彰悟（専１年）坂井 俊介（専１年）　
佐久間 葉（専１年）越野 　亮（教員）石　川NIT-ishikawa18

古川 紘基（３年）平田 健太郎（３年）
三浦 理稀（３年）松崎 頼人（教員）東　京チーム末代17
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競
技
部
門

横井 蛍汰（３年）飯野 雅翔（３年）
加藤 裕槻（２年）干川 尚人（教員）小　山418. I'm a teapot.20

二川目 裕太（４年）中村 亮太（３年）
小笠原 涼太（２年）細川 　靖（教員）八　戸競技部門の話は耳に入りました

よー。詳しい方に確認しますね。19
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競
技
部
門

嶋中 海人（３年）小山 智寛（３年）
辻中 煌希（１年）小島 俊輔（教員）

熊　本
（八代）while文ってなんだっけ？22

推名 　晃（３年）梶谷 征矢（３年）
寺井 勇真（３年）山本 椋太（教員）苫小牧聖徳太子.tar.gz21
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入本 聖也（４年）西ヶ峰 克隆（４年）
山本 大地（３年）朝倉 義裕（教員）神戸市立八尺瓊蟹蒲24

神田 凌佑（５年）青野 眞弥（１年）
前田 　隼（１年）占部 弘治（教員）新居浜サボり推奨委員会　Lv.723
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門馬 琢磨（４年）𠮷田 　悟（３年）
渡邊 　天（２年）力武 克彰（教員）

仙　台
（広瀬）アルミホイルで身を守ろう26

越智 優真（２年）大原 陽治（２年）
大枝 真一（教員）木更津チョコクロワッサンはオーブンで

１分30秒くらいがちょうどいい25
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藤川 　純（３年）笹川 　駿（２年）
石井 一肇（３年）佐藤 　喬（教員）

都　立
（品川）チリツモ高専28

宇井 颯汰（３年）片野 蓮香（３年）
鈴木 健太（３年）平野 　学（教員）豊　田WHITE SPACE27
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黒河 天晴（３年）甲賀 悠一郎（３年）
CHALEUNKIT THANASINE（３年）
長尾 和彦（教員）

弓削商船みなかた30

中村 春喜（３年）西村 淳志（３年）
中村 颯太（３年）藤井 　慶（教員）

熊　本
（熊本）アスノカルタ解析班29
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西村 亘生（４年）富永 啓介（４年）
山際 駿太（４年）青山 俊弘（教員）鈴　鹿Montagne bleue32

武井 冬馬（専１年）齋藤 直人（３年）
石倉 　紘（３年）以後 直樹（教員）旭　川春光台にそそりたつ　我ら

が高専　旭川31
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嶋　 諒大（４年）岩政 綾馬（４年）
清水 蒼馬（４年）重本 昌也（教員）大島商船三人寄れば聖徳太子34

土橋 晴人（２年）南　 理久（４年）
佐々木 智大（４年）篠川 敏行（教員）

富　山
（射水）でじけんっ！33
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遠藤 諒悟（２年）濱田 悠太（２年）
吉田 倖野（３年）徳光 政弘（教員）米　子牛乳を飲もう36

遠藤 大祐（３年）岡田 幸憲（４年）
海野 　翔（４年）鈴木 康人（教員）沼　津［検閲済み］プロコン同好

会35
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村山 大樹（４年）佐藤 悠太（４年）
西澤 駿太郎（４年）伊藤 祥一（教員）長　野高専の現代古典II38

渡邉 航輔（３年）井上 元葵（２年）
加藤 優太（１年）野村 隼人（教員）明　石みみみみみみみみみみみみ

みみみみみみみみ37
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田中 煌雅（３年）道上 裕貴（３年）
堀田 海智（３年）佐藤 圭祐（教員）

富　山
（本郷）チームサトウ40

庄司 昊平（２年）長谷川 智也（２年）
五十嵐 秀人（２年）金　 帝演（教員）鶴　岡とっぽ39
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田中 伶佳（４年）叶　 弥悟（３年）
二又 康輔（３年）田中 　諒（教員）久留米λ42

吉田 俊輝（２年）星　 貞樹（２年）
星野 咲空（２年）竹部 啓輔（教員）長　岡長岡高専が通りま～す41
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根津 嘉一（４年）可児 謙一（４年）
竹長 　嵩（３年）須志田 隆道（教員）サレジオ十字架天使44

アルカンデル イマワン（４年）
アン ゼン チェン（４年）
エカテイコムキット ナッタキット（３年）　
平山 　基（教員）

阿　南留学生パワー43
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Krittin Jeecomwan,
Saptawan Sombanguay,
Rawiphon Kiatdechawit,
土居 茂雄（教員）

タイ高専Kosen元気ですか46

Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Thái Bình, 
Trần Mạnh Hiếu, Ma Thị Châu（教員）

ハノイ
国家大学MacOS45


