全国高等学校ビジネスアイディア甲子園
第1回～第14回入賞作品一覧
第１回（2002年度）入賞作品
グランプリ（１作品）
■大島 知香さん（京都府立大江高等学
校３年）
◇「鬼時計」
大江町は「鬼伝説」で有名な町で、
大江高校ではこれまでも授業の一環
として鬼グッズのアイディア開発に取
り組んできた。「鬼時計」は、体温計
の棒の上にかわいい鬼の顔がついてい
て、体温を計る前は青鬼、平熱だと薄
いピンク色、高熱の時は真っ赤な赤鬼
になるという体温計。
準グランプリ（３作品）
■小薗 かづみさん 他４名（大阪府立
金剛高等学校３年）
◇「切符のウラは何じゃろな？」
■山本 修子さん（京都府立商業高等学
校２年）
◇「案内情報端末」
■森 頼子さん（滋賀県立八幡商業高等
学校３年）
◇「Moviegoers」
審査員特別賞（９作品）
■椙本 真紀さん（京都府立商業高等学
校３年）
◇「新しいクレヨン『クレミツ』」
■迫田 渉子さん（京都府立大江高等学
校３年）
◇「計算スルー」
■太田 夏海さん（京都府立南丹高等学
校）
◇「インスタントカメラ『写（しゃ）べ
るんデス』」
■阪本 樹理さん（奈良県立北和女子高
等学校３年）
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◇「世界でたったひとつ 私だけのオリ
ジナルメカ 略してオリメカ」
■北戸 幸恵さん 他３人（大阪府立金
剛高等学校３年）
◇「いつでも・どこでも・便利な着せ
かえコギコギ充電器」
■宮﨑 綾さん 他５人（大阪府立金剛
高等学校３年）
◇「安心 もうマリリンモンローにはな
らない」
■藤田 大吾さん ( 京都市立伏見工業高
等学校３年）
◇「サプリメントバー」
■南 良子さん（滋賀県立大津商業高等
学校３年）
◇「ぽよポーチ」
■本郷 真美さん（大阪市立扇町総合高
等学校１年）
◇「収納プランナー＆スタッフ」
第２回（2003年度）入賞作品
グランプリ（１作品）
■深井 範子さん（滋賀県立八幡商業高
等学校３年）
◇「ベランダでプチ農園 －自宅で採ろ
うフレッシュ野菜－」
このアイディアは、毎月、収穫期１
～２週間前の野菜をプランターごと
宅配するもので、水をやったりして野
菜の世話を楽しむとともに、食べ頃に
なったら新鮮な野菜を必要なだけ取っ
て食べることができる。残りの土やプ
ランターは次の配達の時に、業者が持
ち帰ってくれるという、ちょっとわが
ままな現代の消費者ニーズをうまくと
らえたサービス。
準グランプリ（３作品）

■長谷川 里奈さん・福間 里乃さん（岡
山県立岡山東商業高等学校１年）
◇「あたり付き牛乳パック計画 －小さ
なことからコツコツ！－」
■宮本 優さん・井上 智美さん・古野
峰彦さん・山本 紗和子さん
グループ名：おにぎりフォース（京
都府立京都すばる高等学校３年）
◇「～ちぎって捨てれる～おにぎり４
（フォー）」
■時岡 洋平さん・佐野 雅哉さん・安
黒 裕樹さん・大東 啓太さん
グループ名：A・S・T・O（神戸市
立神港高等学校３年）
◇「次世代型配達システム」
審査員特別賞（８作品）
■筧 正枝さん ( 愛知県立一宮商業高等
学校３年）
◇「環境＆節電冷蔵庫」
■菊永 加奈さん（岡山県立笠岡商業高
等学校１年）
◇「ロケット水彩筆ペン」
■山内 朋美さん（京都府立大江高等学
校３年）
◇「もったいないんジャー」
■杉山 彰将さん・酒谷 佑一さん・笹
田 美香さん・中島 優香さん
グループ名：チャリでゴーゴゴー！
( 京都府立京都すばる高等学校３年）
◇「空気満輪（くうきまんりん）」
■野口 裕太さん（京都府立南丹高等学
校３年）
◇「金額調整型自動販売機（飲みたい
んや！）」
■林 桃子さん（京都府立南丹高等学校
３年）
◇「チョコレート新商品開発『舞妓ちょ
これいと』」
■太田 友紀子さん ( 高知県立窪川高等
学校３年）
◇「歯科医院でリラックスをもたらす

顔カバーを添けるサービス」
■横内 愛佳さん（守山市立守山女子高
等学校１年）
◇「コンタクトが目からはずれると、
はずれたコンタクトに色がつく」
第３回（2004年度）入賞作品
グランプリ（１作品)
■坂田 美幸さん（長崎県立宇久高等学
校３年）
◇「音声つき♪思い出いっぱい・昔な
つかしアルバム」
写真の横に音声録音ができる部分の
あるアルバム。近年、カメラ付携帯電話
やデジタルカメラが普及し、手軽に写
真が楽しまれるようになり、写真整理
のノウハウ、テクニックが注目されて
いる。様々なコメントを音声で簡単に
記録することで、当時の思い出がより
鮮やかによみがえるというアイディ
ア。従来にない新しい写真整理の方法
であるという斬新さ、年齢を問わない
簡単な操作性、高い実現可能性という
点が評価された。
準グランプリ（３作品）
■黒崎 悠太さん（岡山県立岡山東商業
高等学校１年）
◇「開店援助サービス」
■中野 綾子さん（神戸市立六甲アイラ
ンド高等学校３年）
◇「パソコンリンクコンビニコピー」
■松本 美雪さん・山中 文子さん
グループ名：松山屋
−MATUYAMAYA −（ 京 都 府 立
京都すばる高等学校３年）
◇「Roly-Poly（ローリー・ポーリー）」
審査員特別賞（10 作品）
■石津 雅美さん（滋賀県立大津商業高
等学校３年）
◇「みるみるミルク」
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■伊藤 春作さん（大阪市立天王寺商業
高等学校３年）
◇「災害物資保険」
■扇谷 望さん（大阪府立金剛高等学校
３年）
◇「行きたい場所を入力するとそこま
での切符を販売するだけでなく、そ
の地域の名所や観光ルートまで案内
してくれ、施設のチケットも販売し
てくれる券売機。」
■北岡 絵里香さん( 大阪市立岡商業高
等学校３年）
◇「見たい！聞きたい！返したい！」
■木村 望希さん（山口県立長府高等学
校２年）
◇「見えラップ」
■瀬浪 麻衣さん（岡山県立岡山東商業
高等学校１年）
◇「カラオケライブ」
■田崎 恵莉さん（国立京都教育大学附
属高等学校１年）
◇「相手に喜んでもらえるプレゼント
が贈れるアイディア」
■原田 夏子さん（戸板女子高等学校１
年）
◇「楽カギ★」
■舛田 周さん
グループ名：MD 戦隊アベレンジャー
（大阪市立扇町総合高等学校２年）
◇「pen’
s memory」
■本山 未由希さん（山口県立長府高等
学校２年）
◇「バス＋スロープでバスロープ」
第４回（2005年度）入賞作品
ニュービジネス賞グランプリ（１作品）
■尼田 聖朗さん（同志社香里高等学校
３年）
◇「お薬手帳～GooDrug（グッドラッ
ク）～」
病院で受け取る薬に関する情報を、
電子手帳形式の端末機器にインプッ
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トしていくというアイディア。薬の
説明書は病院にいくたびに増え管理
に困るほか、紛失や高齢者には読み
づらいといった問題を有している。
本企画は、このような「不便・不満」
に応える情報化社会ならではのもの
である。
準グランプリ（２作品）
■窪田 理沙さん（田園調布雙葉中学高
等学校３年）
◇「21 世紀型高性能ナビゲーション付
き車椅子」
■西川 葵さん（山口県立大嶺高等学校
２年）
◇「モバイル冷蔵庫」
審査員特別賞（10 作品）
■杉原 さやかさん（代表）
グループ名：GO ☆HAN（京都府立
京都すばる高等学校２年）
◇「ピタッとくん」
■醍醐 航さん（成城学園中学校高等学
校３年）
◇「デリバリービズ（デリビズ）」
■田原 裕資さん（清風高等学校２年）
◇「ファッションストリート」
■古田 みず穂さん( 京都教育大学附属
高等学校２年）
◇「知りたい！自分に似合う服！」
■村山 直樹さん（大阪市立天王寺商業
高等学校３年）
◇「今日の１枚」
■門出 祐介さん（滋賀県立八幡商業高
等学校３年）
◇「おかんをアウトソーシング～健康
と人の暖かさ～」
■安岡 千佳さん（代表）
グループ名：SU ★BA ★RU ☆（4）
（京
都府立京都すばる高等学校２年）
◇「Tilt Bottle」
■山口 尚紀さん（代表）
（大阪府立金剛

高等学校２年）
◇「超短期バイトラベル」
■山田 千晶さん（京都府立南丹高等学
校３年）
◇「分かるんです」
■山田 真子さん（富山県立高岡商業高
等学校３年）
◇「家計が得子さん（家計簿上手）」
地域や社会を元気にするビジネス賞
グランプリ（１作品）
■山崎 貴大さん（東海大学付属第三高
等学校２年）
◇「地域振興証券」
「地域振興証券」とは、商店街を構
成する個店などを証券化し、その証
券を商店街の利用者や地域住民に購
入してもらい、商店街振興につなげ
るという企画。「配当」を商店の販
売する商品にとどめず、各種サービ
スや地域通貨で提供することによっ
て、いっそうの地域振興を図ろうと
考えている。
準グランプリ（１作品）
■喜畑 奈津美さん（代表）
グループ名：なっちゃんズ☆（三重
県立相可高等学校 3 年）
◇「豆乳伊勢茶プリン」
審査員特別賞（６作品）
■工藤 梨乃さん（美萩野女子高等学校
３年）
◇「バーバドットコム」
■國本 優紀さん（代表）
グループ名：アイディア工房（京都
府立京都すばる高等学校２年）
◇「おおきに京都 DAY」
■佐野 南津子さん（代表）
グループ名：二本松町おこしチーム
（福島県立福島商業高等学校３年）
◇「玉ようかんで二本松のちょうちん

祭り」
■松井 亨介さん（代表）
グループ名：横浜イ組 ( 横浜市立横
浜商業高等学校３年）
◇「 ヨ コ ハ マ ロ ケ な り き り ツ ア ー
2005」
■水野 花さん（代表）
グループ名：チーム三木北（兵庫県
立三木北高等学校１年）
◇「地球を守ってダイエット！エコ＆
ダイエット村」
■横谷 有香さん（代表）
グループ名：山羊っ子（広島県立庄
原実業高等学校３年）
◇「山羊草刈り隊株式会社」
第５回（2006年度）入賞作品
ニュービジネス賞グランプリ（１作品）
■土野 麻衣子さん（田園調布雙葉中学
高等学校３年）
◇「次世代チャリティー<JC Let’
s!!>」
インターネットを用いて、参加者同
士がコミュニケーションをとりな
がら、
「 自分ができることを提供す
る」チャリティーを組織化する。イ
ンターネットが新たなコミュニケー
ションツールとして発展する時代背
景を的確に捉え、相互扶助を現代的
な形で高めるコミュニティ・ビジネ
スを提示している。
準グランプリ（２作品）
■内倉 健一朗さん（大阪市立天王寺商
業高等学校３年）
◇「言ノ葉便（ことのはびん）」
■曽田 美佳さん（岡山県立岡山東商業
高等学校１年）
◇「映画ナビ」
審査員特別賞（９作品）
■稲員 裕美さん（代表）
（山口県立長府
高等学校２年）
◇「バスライド」
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■鎌倉 未奈さん（代表）
グループ名：タオル班（福島県立福
島商業高等学校３年）
◇「プッチンタオル」
■黒田 彩加さん（代表）
グループ名：トマト’S（広島県立呉
宮原高等学校１年）
◇「バンダー」
■鹿山 大樹さん( 京都府立木津高等学
校３年）
◇「デジタル・レストラン」
■高野 実貴子さん（清真学園高等学校
１年）
◇「adDICT」
■中村 璃絵さん（代表）
グループ名：ピ☆カソ（京都明徳高
等学校３年）
◇「IC（安心）Children」
■濱崎 雄三さん（代表）
グループ名：ヌーピー会社（大阪府
立柴島高等学校２年）
◇「トーキングプッシュ（音声読み上
げ機能付き自動販売機）」
■南川 知奈美さん（代表）
グループ名：牛津っ娘（佐賀県立牛
津高等学校２年）
◇「子育て中のお父さん・お母さんの
お出かけをサポートする『クッショ
ンつきスリングとベビーカーリユー
スシステム』」
■吉田 みなみさん（兵庫県立神戸商業
高等学校１年）
◇「タクシーNEW ビジネス」
地域や社会を元気にするビジネス賞
グランプリ（１作品）
■光田 裕也さん（広島県立三次高等学
校２年）
◇「農村地帯の活性化プラン～ニート
問題と高齢化社会問題解決のために
～」
高齢やその他の理由で耕作されなく
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なった農地を組織化し、それを主に
若者に就業機会として供給するとい
う企画。高齢者には、農業アドバイ
ザーとして関与してもらい。高齢者
の生きがいを生むのみならず、日本
農業の将来や食料自給率まで視野に
入れている。
準グランプリ（２作品）
■梅岡 美穂さん（京都府立京都すばる
高等学校３年）
◇「ドキドキ！秘密の京都ツアー」
■荻原 惇平さん（富山県立富山商業高
等学校２年）
◇「商店街利用促進隊」
審査員特別賞（５作品）
■一番ヶ瀬 加織さん（代表）
グループ名：牛津高校 調理師コース
Ａグループ（佐賀県立牛津高等学校
３年）
◇「自分が収穫した野菜が料理になり
ます。」
■高木 富美子さん（代表）
グループ名：飯坂盛り上げ上げ隊（福
島県立福島商業高等学校３年）
◇「けんか神輿おこし」
■早崎 真一さん（京都府立京都すばる
高等学校３年）
◇「京都風カラオケ」
■矢口 睦さん ( 東京都立荒川商業高等
学校３年）
◇「第二青春学校」
■山津 恵理子さん（京都府立山城高等
学校１年）
◇「傘ふれあうも多少の縁」
第６回（2007年度）入賞作品
ニュービジネス賞グランプリ（１作品）
■嵯峨 恭子さん（兵庫県立洲本実業
高等学校３年）
◇「脳活性化 !? 遊園地」

最近流行しているゲームやテレビ番
組をヒントに、そのエッセンスをミ
ニ・テーマパークの運営へと応用し
ている。近年の遊園地の経営動向に
も言及し、その課題に対応する処方
箋を豊かな着想で示している。
準グランプリ（１作品）
■玉田 勇太さん（大阪市立中央高等学
校３年）
◇「お年寄りに優しい熱中症対策の扇
風機」
審査員特別賞（５作品）
■前田 光穂さん ( 京都府立京都すばる
高等学校３年）
◇「STANDEN ～長年乗車可能軽自動
車～」
■福田 彩夏さん（東京都立荒川商業高
等学校３年）
◇「RC MUSIC」
■橋田 楓さん（宮崎県立宮崎商業高等
学校１年）
◇「ラクラク・トレルン」
■加藤 千枝さん ( 山口県立青嶺高等学
校１年）
◇「SEA-Shopping Electric Adviser-」
■田村 皐さん（代表）
グループ名：STL（山口県立長府高
等学校２年）
◇「Home パネル」
地域や社会を元気にするビジネス賞
グランプリ（１作品）
■麻田 恵利さん（京都府立京都すばる
高等学校３年）
◇「和菓子とともに、あの人のあの場
所を廻るプラン」
歴史上の人物をデザイン化した和菓
子を、その人物ゆかりの地を中心に
販売する作品で、和菓子と歴史とい
う京都の地域資源を生かしている。

販売期間も限定し、在庫を少なくす
るよう配慮もされている。また、採
算性も緻密に計算されている。
準グランプリ（１作品）
■小林 茉菜さん（代表）
グループ名：横浜お試しイロハハハ
計画（横浜市立横浜商業高等学校３
年）
◇「大商売ビジネス甲子園」
審査員特別賞（５作品）
■篠﨑 桂さん（代表）
グループ名：青空 2000（愛媛県立大
洲高等学校２年）
◇「Hi School 国内交換留学」
■志賀 美咲さん（代表）
グループ名：CM ガールズ（大分県
立中津商業高等学校２年）
◇「進化する街（ゼネ・タウン構想）」
■髙橋 恵美さん（代表）
グループ名：え２< えのにじょう >（共
愛学園高等学校３年）
◇「大学に高校生をどう集めるか？」
■三次 康友さん（清真学園高等学校１
年）
◇「C.R.O.N.A ～新聞販売店からの地
域再生～」
■沖 奈緒美さん（代表）
グループ名：11 匹の渡り鳥
（広島県立呉宮原高等学校１年）
◇「渡り鳥プロジェクト」
奨励賞（３作品）
■白石 瞳里さん（代表）
グループ名：商業研究部（下関市立
下関商業高等学校３年）
◇「産業廃棄物『ふぐの骨』を使った、
地域と地球を活性化する商品の開発
提案」
■小林 寛子さん（代表）
グループ名：深谷カンパニー（筑波
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大学附属坂戸高等学校２年）
◇「Dear：Junior high school
students」
■添田 修さん（代表）
グループ名：絵本研究チーム（栃木
県立高根沢高等学校３年）
◇「地域の隔たりを埋める情報ビジネ
ス」
第７回（2008年度）入賞作品
グランプリ（１作品）
■野口 雅貴さん（清真学園高等学校・
中学校１年）
◇「防災セット点検サービス」
配置薬のシステムを利用した災害時
に備える防災セット（防災袋・非常
袋）の点検や取替えを行う新しいビ
ジネスサービス。
準グランプリ（２作品）
■小河 哲さん（岡山県立岡山東商業高
等学校１年）
◇「警報機付き点字ブロック」
■大箸 貴宏さん（静岡県立天竜林業高
等学校２年）
◇「アイディア調味料入れ」
審査員特別賞（４作品）
■村中 晃輝さん
グループ名：ガンバローズ（愛媛県
立三崎高等学校２年）
◇「なりきりスタジアム」
■山田 智子さん（広島県立尾道商業高
等学校３年）
◇「超便利 !!! 自転車の使用範囲を広め
よう」
■水田 伊織さん（愛知県立一宮商業高
等学校３年）
◇「帽子型ヒエピタ」
■萩原 亜季さん
グループ名：中商ガール（大分県立
中津商業高等学校２年）
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◇「バイバイ乗り過ごし」
第８回（2009年度）入賞作品
グランプリ（１作品）
■湯澤 薫さん（清真学園高等学校・中
学校１年）
◇「音楽療法配信サービス」
準グランプリ（１作品）
■中 有香さん（奈良県立五條高等学校
３年）
◇「起きたの知らせます。」
審査員特別賞（５作品）
■横川 翔さん ( 東京都市大学付属高等
学校１年）
◇「壁紙プロパガンダ」
■三上 光さん・深川 瞳さん・藤尾 朱
里さん・永井 美邑さん
グループ名：かあちゃんにとっては
ね、子供はみんなかあちゃんの子供 !!
（広島県立呉宮原高等学校１年）
◇「個人情報守るオカン（ヒロミ）」
■御前 春花さん（和歌山県立和歌山商
業高等学校１年）
◇「色分け DE 分別★ !」
■桑澤 柚香さん（静岡県立浜松大平台
高等学校３年）
◇「センサー付き障害者専用駐車ス
ペース」
■阪本 綾美さん（和歌山県立和歌山商
業高等学校１年）
◇「警報機付きベランダ手すり」
第９回（2010年度）入賞作品
グランプリ（１作品）
■古本 力さん・佐伯 流星さん・竹内
哲也さん・山下 一将さん
グループ名：パソコン部 B（愛媛県
立弓削高等学校１年）
◇「高齢者電話サービス（詐欺防止！
生活安心サービス）」

準グランプリ（２作品）
■浅見 祐美子さん（広尾学園中学高等
学校２年）
◇「オーダーメイド・ブックストア」
■中山 樹さん・園山 拓実さん・中田
美保さん・西岡 侑希子さん・野本
和歩さん
グループ名：核家族化対策班（兵庫
県立西宮高等学校１年）
◇「めぶきの家」
審査員特別賞（２作品）
■後藤 圭介さん ( 静岡県立伊東商業高
等学校１年）
◇「ご近所ペット」
■大橋 美月さん（滋賀県立大津商業高
等学校２年）
◇「災害おたすけナビ」
第10回（2011年度）入賞作品
グランプリ（１作品）
■横林 夕夏さん・吉原 晶穂さん・原
茉凛さん
グループ名：「YAM」（大阪市立淀
商業高等学校３年）
◇「NEW! 浴剤！」
準グランプリ（２作品）
■齋藤 友里菜さん・新村 有己乃さん・
奥山 詩織さん・内藤 優衣さん（静
岡県立浜松東高等学校２年）
◇「地域活性化事業 遊休農地の活用法
『ドリームファーム事業』」
■石田 雅人さん（愛知県立杏和高等学
校２年）
◇「マイマウス JFM」
審査員特別賞（２作品）
■小西 莉加さん・古米 博和さん・中
田 夏子さん（岡山県立高梁城南高等
学校１年）

◇「節約ポンプ」
■平野 朱華さん（福岡県立筑豊高等学
校３年）
◇「直方商店街、活性化大作戦 !!!」
第11回（2012年度）入賞作品
グランプリ（１作品）
■岡ノ谷 優貴さん（東京都市大学付属
中学校・高等学校１年）
◇「ザ・スマート駅’
s プレス」
準グランプリ（２作品）
■勝崎 実輝さん（静岡県立浜松東高等
学校３年）
◇「ジップパック」
■澤木 亜実さん（岡山県立岡山南高等
学校１年）
◇「みまもりポスト」
審査員特別賞（３作品）
■中沢 可南子さん（長野県塩尻志学館
高等学校３年）
◇「女性限定宅配サービス」
■清水 結衣さん（愛知県立杏和高等学
校２年）
◇「お知らせライトマン」
■前田 喜洋さん・冨田 宗馬さん・藤
井 貴也さん
グループ名：圧縮 BOY（愛知県立
豊橋工業高等学校３年）
◇「簡易型ゴミ袋圧縮装置『吸って Q』」
第12回（2013年度）入賞作品
グランプリ（１作品）
■伊藤 友一さん・野沢 祥太さん・小
川 卓哉さん・影山 裕紀さん・大羽
巧也さん
グループ名：豊橋工業課題研究班３
（愛知県立豊橋工業高等学校３年）
◇「BBQ を便利にするアイデア」
準グランプリ（２作品）
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■白坂 素晴さん（大阪商業大学高等学
校２年）
◇「らくらくレンジフードフィルター」
■松本 夏実さん（岡山県立岡山南高等
学校１年）
◇「キョロキョロかっぱ」
審査員特別賞（４作品）
■江連 秋さん（富山県立富山北部高等
学校２年）
◇「ゴロゴロイヤホン枕」
■髙畑 幸歩さん（愛知県立春日井商業
高等学校１年）
◇「よごれません」
■井上 侑紀さん（大阪府立登美丘高等
学校１年）
◇「リバーシブルマヨ」
■森氏 茉衣さん（大阪府立登美丘高等
学校１年）
◇「スマイリー☆レインコート」
第13回（2014年度）入賞作品
グランプリ（１作品）
■佐藤 光さん（東京都立六郷工科高等
学校３年）
◇「Ａｃｌｅ」
準グランプリ（２作品）
■真鍋 光希さん（広尾学園中学校・高
等学校１年）
◇「自転車の新しい錠前」
■小出 和輝さん・星野 武朗さん・小
瀬木 柊一郎さん
グループ名：橋工 idea man’s（愛知
県立豊橋工業高等学校３年）
◇「風で飛ばない紙コップ『フンバル
ンバ ! 』
（飛ばないシリーズ第二弾 !!）」
審査員特別賞（５作品）
■相澤 拓弥さん・海馬澤 永さん
グループ名：「短パンこぞう」（北海
道富良野緑峰高等学校２年）
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◇「3 Ｒ rice seasoning」
■北村 日向子さん・伊佐治 央子さん
グループ名：コロコロし隊（大阪府
立貝塚高等学校３年）
◇「ふせんコロコロ」
■喜多 光瑠さん（大阪府立八尾北高等
学校１年）
◇「代わりに話すインターホン」
■西田 賢司さん（大阪商業大学高等学
校２年）
◇「ファストフード店のドリンクのフ
タのアイデア」
■物部 祐季さん（岡山県立岡山東商業
高等学校３年）
◇「割り箸用バリアフリー箸クリップ」

■菰田 泰治さん・大村 拓巳さん
グループ名：「きれいに食べ隊」（愛
知県立豊橋工業高等学校３年）
◇「テーブル内蔵型（紙）神ナプキン」

第 14 回（2015 年度）入賞作品
グランプリ（１作品）
■鈴木 崇弘さん・今泉 拓海さん
グ ル ー プ 名：「TEST（Toyohashi
Engineer Students Try）」（ 愛 知 県
立豊橋工業高等学校３年）
◇「四季ファニチャー」
準グランプリ（2 作品）
■黒澤 忍さん・山際 瞬兵さん・武井
ゆずきさん
グループ名：「黒武山エクストリー
ム」（群馬県立安中総合学園高等学
校３年）
◇「Ladle change（レイドル チェンジ）」
■寺阪 花帆さん（大阪市立大阪ビジネ
スフロンティア高等学校１年）
◇「ラクドリー」
審査員特別賞（3 作品）
■近内 早紀さん（福島県立郡山商業高
等学校３年）
◇「ミラクルボウル」
■今溝 優香さん（長野県穂高商業高等
学校３年）
◇「色が変わる手洗い石けん」
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