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Tongali 賞 

◆ チーム名： かしこ歯 

テーマ：  認知症早期検知に向けた革新的入れ歯 

代表者：  名古屋大学 小室 虎祐 

 

◆ チーム名： Zerony 

テーマ：  毛の悩みをゼロに 

代表者：  藤田医科大学 坂田 昂駿 

 

◆ チーム名： HAMON 

テーマ：  世界に“波紋”を巻き起こすボードゲーム『HAMON』 

代表者：  名古屋市立大学 前田 幹太 

 

◆ チーム名： bybanana 

テーマ：  捨てられるバナナから、フィリピンと世界を繋ぎ、社会問題に別解を。 

代表者：  岐阜大学 伊藤 思音 

※ 発表順 



 

オーディエンス賞 

チーム名： かしこ歯 

テ ー マ ： 認知症早期検知に向けた革新的入れ歯 

代 表 者 ： 名古屋大学 小室 虎祐 

海外チャレンジ賞 

チーム名： bybanana 

テ ー マ ： 捨てられるバナナから、フィリピンと世界を繋ぎ、社会問題に別解を。 

代 表 者 ： 岐阜大学 伊藤 思音 

奨励賞 

◆ チーム名： Sweating 

テーマ：  想い出を届ける、お菓子のパッケージングサービス 

代表者：  名城大学 鈴木 舞衣 

 

◆ チーム名： illusonal 

テーマ：  待ち時間可視化アプリ＿飲食業界に AR で見る見せるの関係を構築 

代表者：  名古屋国際高等学校 西川 貴徳 

 

◆ チーム名： ichie 

テ ー マ ： あなたのカレンダーに素敵な機会を 

代 表 者 ： 名古屋外国語大学 田場小 裕二 

サポーター賞 

東海東京証券賞 

チーム名： あむラボ 

テ ー マ： 5 教科を教えない！好奇心からはじまる社会とシンクロした体験をオーダーメイドで

小中学生に 



 

代 表 者： 静岡大学 小森 史靖 

トランコム賞 

チーム名： 修一 

テ ー マ： 今、高校生に 5 教科以外の勉強を 

代 表 者： 名古屋市立工業高等学校 長村 一輝 

名古屋銀行賞 

チーム名： かしこ歯 

テーマ：  認知症早期検知に向けた革新的入れ歯 

代表者：  名古屋大学 小室 虎祐 

三菱UFJ 銀行賞 

チーム名： カラフルダイエット 

テーマ：  体からのフィードバックが迅速＆簡単に。あなたのリスク食材がわかる！怠け者向け 

ダイエット成功アプリ 

代表者：  名古屋工業大学 上松 恵子 

JR 東海賞 

チーム名： woman action 2022 

テーマ：  世界の患者を幸せにするお菓子事業 

代表者：  朝日大学 纐纈 里奈 

大和証券賞 

チーム名： Zerony 

テーマ：  毛の悩みをゼロに 

代表者：  藤田医科大学 坂田 昂駿 

三菱商事賞 

チーム名： woman action 2022 

テーマ：  世界の患者を幸せにするお菓子事業 

代表者：  朝日大学 纐纈 里奈 

SMBC日興証券賞 

チーム名： IMPLE 

テーマ：  教員の働き方をシンプルに、時間割自動作成システム 

代表者：  名古屋大学 杉江 祐介 

三井物産賞 

チーム名： TZ-3 



 

テーマ：  故郷（FURUSATO）：外国人留学生に向けた故郷の味を運ぶ大学巡回アジア料理キッ

チンカー事業 

代表者：  中京大学 沖田 龍之介 

愛知県信用保証協会賞 

チーム名： かしこ歯 

テーマ：  認知症早期検知に向けた革新的入れ歯 

代表者：  名古屋大学 小室 虎祐 

右上がり賞 

チーム名： 修一 

テ ー マ： 今、高校生に 5 教科以外の勉強を 

代 表 者： 名古屋市立工業高等学校 長村 一輝 

OKB賞 

チーム名： woman action 2022 

テーマ：  世界の患者を幸せにするお菓子事業 

代表者：  朝日大学 纐纈 里奈 

北斗賞 

チーム名： D-Tech 

テーマ：  自宅でできるオンライン予防歯科 Dental Home from D-Tech 

代表者：  名古屋大学 澤田 悟 

名古屋市信用保証協会賞 

チーム名： HOURDIS 

テーマ：  HOURDIS・CARRY 

代表者：  名城大学 中西 玄 

丸紅賞 

チーム名： カラフルダイエット 

テーマ：  体からのフィードバックが迅速＆簡単に。あなたのリスク食材がわかる！怠け者向け 

ダイエット成功アプリ 

代表者：  名古屋工業大学 上松 恵子 

野村證券賞 

チーム名： with WEAR 

テーマ：  コンプレックスを活かすスタイリングサービス 

代表者：  名古屋市立大学 福森 暖 



 

あずさ監査法人賞 

チーム名： Agri Portal 

テーマ：  農産業におけるバリューチェーンの再構築 ～日本の農作物を海外へ～ 

代表者：  岐阜大学 杉本 稜太 

名鉄賞 

チーム名： Agri Portal 

テーマ：  農産業におけるバリューチェーンの再構築 ～日本の農作物を海外へ～ 

代表者：  岐阜大学 杉本 稜太 

名古屋電機工業賞 

チーム名： CrowU 

テーマ：  「苦労」を 0 にするカラス対策 

代表者：  愛知県立大学 小田 夢人 

博報堂プロダクツ賞 

チーム名： HAMON 

テーマ：  世界に“波紋”を巻き起こすボードゲーム『HAMON』 

代表者：  名古屋市立大学 前田 幹太 

テクノフジタ賞 

チーム名： HOURDIS 

テーマ：  HOURDIS・CARRY 

代表者：  名城大学 中西 玄 

 


