
課題部⾨

賞の名称 タイトル ⾼専名
⽂部科学⼤⾂賞

最優秀賞
情報処理学会若⼿奨励賞

ＡＫＡＭＯＫＵ  −⽔中カメラとドローンによるアカモクの資源管理− ⿃⽻商船

優秀賞 やまおくのほそみち  −⾒張り灯籠で安⼼安全− 阿南
特別賞 ローカルコネクト  −町内会向けウェブアプリケーション− 豊⽥
特別賞 ＮｅＸｃｕｒｙ  −情報のバリアフリー化を⽬指して− 津⼭
特別賞 サバ×サバ  −サバで時代を⽣き延びる− 福井
特別賞 ＳａｆｅｔｙＰｌｕｓ  −外国⼈観光客安全運転サポートシステム− 沖縄
敢闘賞 ＦｏｏｄＣｏｎｎｅｃｔｅｒ  −おすそ分けと⾷材有効利⽤システム− 豊⽥
敢闘賞 ＭＯＳＡＩＱ  −ワンタイムＱＲコードによるモバイルスタンプラリー− 東京
敢闘賞 Ｓｎｉｐ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ  −来る・⾒る・学ぶを切り取る図鑑− 福島
敢闘賞 Ｓｔａｒ Ｇａｌｌｅｒｙ  −素敵な星空を⾒に⾏こう− 阿南
敢闘賞 リユニオン  −観光地域づくりを⽀えるデジタルサイネージシステム− ⼀関
敢闘賞 スマートコンシェルジュ  −⺠泊のためのグローバルシステム− 明⽯
敢闘賞 ＰＨＯＴＯＳ ＴＯ ＨＩＮＴ  −写真を⽤いた街中観光⽀援システム− ⼋⼾
敢闘賞 すごろーかる  −地域すごろく作成・運営⽀援システム− 徳⼭
敢闘賞 ＡＣＭＭ  −ＡＩ Ｃａｎ Ｍａｋｅ Ｍｏｖｉｅ− 岐⾩
敢闘賞 ＳｔａｍｐＳｈоｔ 仙台（広瀬）
敢闘賞 ＳＣＯＳＣＯＰＥ  −地域を再発⾒する望遠鏡システム− 徳⼭
敢闘賞 ＴＡＢＬＥＴＲＡＹ  −海鮮丼と醤油が乗るトレイ型デバイス− 釧路
敢闘賞 ＷｅｌＩＣｉｎｇ  −ＩＣＴと「歩く」運動促進システム− 舞鶴

全国⾼等専⾨学校第29回プログラミングコンテスト 本選結果

※なお、出場20チームのうち、1チームについては、本選に1名で参加しており、募集要項の「募集部門」に明記されている人数
「課題部門 １チームの人数は２～５名」の要件を満たしていませんでした。本選出場時に提出する同意書も1名分の署名しかな
く、現地でも1名での参加であったことを指導教員に確認したことから、チームの要件を満たさないと委員会で判断し、各賞の受
賞対象とはしませんでした。



⾃由部⾨

賞の名称 タイトル ⾼専名
⽂部科学⼤⾂賞

最優秀賞
情報処理学会若⼿奨励賞

わあるど  −Ｗａｋｋａ！ Ｒｅ ｌｅａｒｎ＆Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ− ⾹川（詫間）

優秀賞 ぷらねっと  −ＡＲを⽤いた植物栽培教育⽀援システム− ⾹川（⾼松）
特別賞 Ｍｏｔｈｍａｎ  −エンジニアに、もっと”Ｌｉｖｅ”なプレゼンを− 鈴⿅
特別賞 ＵＮＤＯ‐ＫＡＩ ⿃⽻商船
特別賞 サーモマイスター  −ＩｏＴでハウス換気判断⽀援− 阿南
敢闘賞 ｉＢｉｒｄ  −教室⽤掲⽰板− 東京
敢闘賞 ＣＯＵＰＯＳ  −⽂化祭を盛り上げるＷｅｂクーポンとＰＯＳレジ− ⽊更津
敢闘賞 Ｖｏｙ！  ⻑野
敢闘賞 ＤＨＳ  −Ｄｒｏｎｅｓ Ｈｅｌｐ ｔｏ Ｓｕｒｖｅｙ− 岐⾩
敢闘賞 どろーんフレンズ  −⽬指せＩｏＴマイスター！！− 旭川
敢闘賞 つながるくん  −普通の家電にＩｏＴを⾜し算するシステム− 苫⼩牧
敢闘賞 ＷＩＴＨ  −⾒守り機能付き⾃律移動歩⾏⾞− 都⽴（品川）
敢闘賞 ポーズでプログラミング  −動きで動くロボット− 福井
敢闘賞 Ｖｉｒｔｕａｌ Ｒａｋｕｇａｋｉ ＩＯＴ  −ストレス社会に新たな刺激を− 奈良
敢闘賞 まきまき☆マキアートＤＸ  広島商船
敢闘賞 祭囃⼦  −ＶＲ⾳響体験拡張装置− 有明
敢闘賞 ごみソートｖｅｒ２．０ 福島
敢闘賞 ＫＹＯ  −鏡が⾒守る今⽇の私− 都城
敢闘賞 ＨｏｌｏＧｕｉｄｅ  −近未来型駅案内システム− 仙台（広瀬）
佳作 ＮＥＸＴＰＥＲＩＥＮＣＥＳ 熊本（⼋代）

全国⾼等専⾨学校第29回プログラミングコンテスト 本選結果



競技部⾨

賞の名称 チーム名 ⾼専名
⽂部科学⼤⾂賞

優勝
情報処理学会若⼿奨励賞

⾼橋ｎ段 仙台(名取)

準優勝 ⼈間の⼒ 東京
第三位 ⼤変申し訳ございませんでした。 阿南
第三位 ⾃軍パネル破壊はテンポロス 福井
特別賞 ⼭吹⾊のお菓⼦ 〜その時パネルが動いた〜 佐世保
特別賞 計算じゃ解けない疑問は⼿と⼿で探るの 久留⽶
特別賞 巡りマス⼈⼒の⽅が強くない？ ⼤阪府⽴

全国⾼等専⾨学校第29回プログラミングコンテスト 本選結果



Original Section

Prize Name College
Grand Prize わあるど  −Ｗａｋｋａ！ Ｒｅ ｌｅａｒｎ＆Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ− ⾹川（詫間）
Second Prize ぷらねっと  −ＡＲを⽤いた植物栽培教育⽀援システム− ⾹川（⾼松）

Special Prize TSUNA.I.
シンガポールポリテクニッ
ク

Special Prize Classnalytic: The Classroom Analytic Platform
キングモンクット⼯科⼤学
ラカバン校

Special Prize The System of Medicine Dispensing and Management 国⽴聯合⼤学(台湾）

Special Prize Timetable Arranging Application (TTAP)
トゥンク・アブドゥル・ラ
フマン⼤学

Competition Section

Prize Name College
Champion ⾼橋ｎ段 仙台(名取)
First Runner-up Prize ⼈間の⼒ 東京
Special Prize UET Arrow ハノイ国家⼤学
Special Prize LAZYSHEEP モンゴル科学技術⼤学
Special Prize UTP ペトロナス⼯科⼤学
Special Prize VTC Engineering ⾹港VTC

NAPROCK 10th INTERNATIONAL PROGRAMMING CONTEST



企業賞

課題部⾨

賞の名称 タイトル 学校名
DMM.com企業賞 ＳａｆｅｔｙＰｌｕｓ  −外国⼈観光客安全運転サポートシステム− 沖縄
⽇⽴製作所企業賞 やまおくのほそみち  −⾒張り灯籠で安⼼安全− 阿南
アバナード企業賞 ＦｏｏｄＣｏｎｎｅｃｔｅｒ  −おすそ分けと⾷材有効利⽤システム− 豊⽥
さくらインターネット企業賞 Ｓｔａｒ Ｇａｌｌｅｒｙ  −素敵な星空を⾒に⾏こう− 阿南
富⼠通企業賞 ＭＯＳＡＩＱ  −ワンタイムＱＲコードによるモバイルスタンプラリー− 東京
シーエーシー企業賞 ＳｔａｍｐＳｈоｔ 仙台（広瀬）

⾃由部⾨

賞の名称 タイトル 学校名

東芝デジタルソリューションズ企業賞 Timetable Arranging Application (TTAP)
トゥンク・アブ
ドゥル・ラフマ
ン⼤学

チームラボ企業賞 わあるど  −Ｗａｋｋａ！ Ｒｅ ｌｅａｒｎ＆Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ− ⾹川（詫間）
セゾン情報システムズ企業賞 わあるど  −Ｗａｋｋａ！ Ｒｅ ｌｅａｒｎ＆Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ− ⾹川（詫間）
トヨタコミュニケーションシステム企業賞 まきまき☆マキアートＤＸ  広島商船




