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トップ  > 起業家甲子園2012

全国の起業家卵を発掘・育成するための学生・若手向けビジネスコンテスト「起業家甲

子園」を開催します。各地から選抜されたチームが、2013年3月7日（木）に東京都内で

開催される「第2回 起業家甲子園」全国大会に出場します。

受賞者決定！！

■最優秀賞受賞

チーム☆ひとりでできるもん（電気通信大学大学院）の堀内さん

■審査委員特別賞受賞

ShinBunet（沖縄工業高等専門学校）の日熊さん、大西さん、兼城さん

開催決定！！

【開催日】 2013年3月7日（木）

【会 場】 株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ

（東京都港区赤坂）

【主催】独立行政法人情報通信研究機構

【後援】総務省、一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会、日本経済新聞社、

株式会社テレビ東京

【審査委員】

■佐藤 光紀氏（株式会社セプテーニ・ホールディングス 代表取締役社長）

■西田 隆一氏（ＡＯＬオンライン・ジャパン株式会社 テクノロジー部門統轄編集長）

■保科 剛氏（日本ユニシス株式会社 最高技術責任者）

■本間 真彦氏（インキュベイト・ファンド 代表パートナー）

※完全招待制となります。

参加者のメリット

✔ 選抜されたチームは、3月7日に行われる全国大会に招待されるほか、全国大

会に向け、「担当メンター（ICTメンタープラットフォームメンター）」からのアドバイス

や指導が受けられます。

✔ 多数のICT関連企業が協賛予定であり、協賛企業から贈られる特別賞として

「各社のインターンシップ参加権（関連費用含む）」「最新ICT関連商品」等が提供

される予定です。

起業家甲子園とは？

ICT分野における人材の育成、新規事業の

創出等に寄与することを目的に、高専学生

並びに高校生、大学生、大学院生、若手（企

業所属の社会人も可）を対象として、ICTに

係る商品・サービスの開発やPRプランの作

成等を通して全国の起業家卵を発掘・育成

するビジネスコンテストです。

コンテスト選抜枠

http://www.cyberagentventures.com/
http://www.septeni-holdings.co.jp/
http://www.aol.jp/
http://www.unisys.co.jp/
http://www.incubatefund.com/
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各地で開催されるコンテスト（ENTRY2012イベント）で選抜されたチームが出場しま

す。【本年度出場決定したチーム】 

チーム名「相田真吾」（会津大学大学院）
会津大学／会津産ＩＴ技術認定会議（北海道・東北地区：福島）

チーム名「アイティ」（デジタルハリウッド大学）
デジタルハリウッド大学／ベンチャー特論科目選抜（関東地区：東京）

チーム名「チーム☆ひとりでできるもん」（電気通信大学大学院）
電気通信大学／第16回 学生・一般アイディアコンテスト（関東地区：東京）

チーム名「今年の冬こそストイックに生きるって決めたから」（中央大学）
中央大学／野島記念Business Award2012（関東地区：東京）

チーム名「チームインキュベータ」（横浜国立大学）
横浜国立大学／YNUビジネスプランコンテスト（関東地区：神奈川）

チーム名「RE-JA 」（関西学院大学）
立命館大学／第9回 立命館大学学生ベンチャーコンテスト Vecon 2012（近畿地区：滋賀）

チーム名「モクとも」（同志社大学）
同志社大学／第9回 New Island Contest 2012（近畿地区：京都）

チーム名「米子高専プロコンチーム」（米子工業高等専門学校）
全国高等専門学校第23回プログラミングコンテスト

チーム名「ShinBunet」（沖縄工業高等専門学校）
全国高等専門学校第23回プログラミングコンテスト

2011受賞者コメント

最優秀賞受賞

安部 敏樹さん（一般社団法人リディラバ 代表理事）

起業家甲子園の良いところは、プレイヤーとして実際に事業に関わっている豪華なメンターたちとともに勝ちに行けるところ

です。自分たちでは気がつかない長期的視点や実際上の難しさを事前に指摘してもらうことができます。また“日本一”にな

れるというところも魅力的です。色々なコンテストがありますが、基盤のしっかりとした組織が中立性を持って全国的にビジネ

スコンテストを行っているというのはなかなかありません。リディラバは社会問題を共有するプラットフォームとしてTRAPROというサイトを運

営していますが、やはりその機能設計においてはメンターや他の審査員の方からのフィードバックを基にしました。みなさんのプランにもさら

なる彩りが加わることを願っています。

審査委員特別賞受賞

荒川ひかりさん（松江工業高等専門学校）

私は昨年度の全国高等専門学校プログラミングコンテストにてプロフェッショナルコネクターの勝屋さんに初めてお会いし、

本大会にお誘い頂きました。発表会場では、発表者が強い目標やモノ作り意欲を、作品と共に素晴らしいプレゼンテーショ

ンで語ります。

私も一生懸命作ったアプリケーションをプレゼンテーションで発信し、様々な企業の方から前向きな意見を頂けました。今まで緊張で辛かっ

たプレゼンテーションが、こんなに楽しいものだったんだ！と初めて感じる事ができた思い出深い大会です。

今年度発表される方々にも是非、作った作品や強い目標を熱く語って頂きたいです。心を込めて発信した分だけ、それに答えて下さる素晴

らしい方々が集まられています。

審査委員特別賞受賞

白石真さん(早稲田大学）

起業家甲子園では、サイバーエージェント・ベンチャーズの田島さんに2ヶ月間メンターとして、プランについての助言を頂い

たり、時には大学卒業後の進路の事など個人的な相談をしたり、お忙しい中何度も会って頂き、勉強になることを沢山教わ

りました。本当に感謝しています。

また、全国から学生が集まっていることで、それぞれの地域の学生との違いを感じました。例えば、松江高専チーム（MAPHIS ～歩いて広

がる歴史の世界～）が「歴史的な場所を訪れるのが楽しくなるアプリ」についてプレゼンしたのに対し、一方で私たちは「美容室業界の情報

http://www.venture.nict.go.jp/koshien/finalist2012
http://ridilover.sakura.ne.jp/
http://www.trapro.jp/
http://www.matsue-ct.ac.jp/
http://www.waseda.jp/rps/incubation/
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【賞名】

Akatsuki賞

【賞名】

アーキタイプ賞

を整理するウェブサービス」でした。ウェブサービスを考える時に地理的な違いがあってもあまり関係がないと思っていたのですが、実際

には感性や社会の見え方、出てくるアイデアも大きく違うのだなと実感できたことが、非常に有意義で印象に残っています。

協賛企業

株式会社アカツキ、アーキタイプ株式会社、アマゾン データ サービス ジャパン株式会社、インキュベイト・ファンド、株式会社クラウドワーク

ス、KLab株式会社、グリー株式会社、株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ、Sansan株式会社、株式会社セプテーニ・ホールディン

グス、日本ユニシス株式会社、MOVIDA JAPAN株式会社、株式会社VOYAGE GROUP

昨年度協賛企業インタビュー

昨年度開催された第1回「起業家甲子園」にご協賛いただいた企業様に昨年度参加された感想や特別賞の評価ポイント、受賞者のインター

ンシップ参加結果をお伺いしてきました。

■KLab株式会社 ■Sansan株式会社 ■株式会社セプテーニ・ホールディングス

協賛企業からのメッセージ

■株式会社クラウドワークス

クラウドワークスは、日本最大級のクラウドソーシングサービスです。起業家甲子園の理念に賛同し、協賛させて頂いております。不

足しているリソースを、クラウドワークスを活用することで補うことができる。起業を考えている方にもお役に立てるサービスであると考

えております。

■KLab株式会社

KLabは、大規模高負荷対応技術を基盤としてモバイルオンラインゲームアプリを開発・提供し、延べ登録者数は2000万人を突破して

います。現在は、グローバル市場への進出のため世界各国の拠点で新たな活動を展開しています。有志による勉強会開催の支援、

新規事業の子会社化制度、海外勤務の立候補制度等、社員の自発的なチャレンジを応援する文化があります。素晴らしいプレゼン

テーションを期待しています！

■Sansan株式会社

挑戦者の皆さん、誰もが感じていたもの、もしくは課題として気付けてなかったものを皆さんの力で変えていけると信じています。これ

までにない新たな価値を生み出して下さい。応援しています。

■日本マイクロソフト株式会社

マイクロソフトは、学生およびスタートアップ方々を、多種多様な形でご支援させていただいております。また、この機会をきかっけに、

皆さんとご一緒に新たな価値を生み出していく取り組みが出来れば幸いです。

■MOVIDA JAPAN株式会社

MOVIDAJAPAN（株）は、シリコンバレー型のエコシステムを東アジアに創出することを目標とし、革命的な起業家を支援しています。

資金提供だけではなく、独自のセミナーや交流会などを開催しております。

■株式会社VOYAGEGROUP

VOYAGEGROUPは事業開発会社として、世界を変えるようなスゴイことを成し遂げようと本気で考え挑戦し、成長し続けています。起

業家甲子園に協賛させて頂いたのは、そこに参加する皆さんのアツイ想いを直接感じてみたかったから。ぜひ頑張ってください！

賞

起業家甲子園では、次の賞を設けています。

✔ 最優秀賞

✔ 審査委員特別賞

✔ 特別賞

協賛企業各社の特別賞をご紹介します。

http://aktsk.jp/
http://archetype.co.jp/
http://aws.amazon.com/jp/
http://aws.amazon.com/jp/
http://aws.amazon.com/jp/
http://aws.amazon.com/jp/
http://aws.amazon.com/jp/
http://aws.amazon.com/jp/
http://aws.amazon.com/jp/
http://incubatefund.com/
http://www.crowdworks.co.jp/
http://www.crowdworks.co.jp/
http://www.klab.jp/
http://www.klab.jp/
http://gree.co.jp/
http://cyberagentventures.com/
http://www.sansan.com/
http://www.sansan.com/
http://www.septeni-holdings.co.jp/
http://www.septeni-holdings.co.jp/
http://www.unisys.co.jp/
http://www.movidainc.com/
http://www.movidainc.com/
http://voyagegroup.com/
http://voyagegroup.com/
http://www.venture.nict.go.jp/venture/Media/Files/node_38123
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【概要】

【提供】

（１）または（２）の選択制。

（１）Amazonギフト券５万円 又は

iTunes カード５万円

（２）Akatsuki 2daysインターン＆

ディナー（新規サービス開発プロ

セスを一貫して実践するインター

ンと美味しいディナーを食べれる

権利）

株式会社アカツキ

【概要】

【提供】

当社支援先起業家に聞く生々し

いスタートアップの現状と希望をヒ

アリング／等、受賞者と相談のう

え、決定。

アーキタイプ株式会社

【賞名】

【提供】

【概要】

アマゾンウェブサービス アーキテ

クト賞

AWS（アマゾンウェブサービス）の

無料使用権$500（約4万円）

AWSソリューションアーキテクトと

のアマゾンオフィスでのランチ権

（2年間有効。アマゾンの技術を

リードするソリューションアーキテ

クトが、アマゾン東京オフィスにて

ランチを囲みつつ、最新クラウドテ

クノロジー動向や、エンジニアとし

てのキャリアについてざっくばらん

にお話しさせていただきます。）

アマゾン データ サービス ジャパ

ン株式会社

【賞名】

【概要】

【提供】

インキュベイト・ファンド賞

インキュベイト・キャンプ参加権の

他、インキュベイト・ファンドが開

催するイベントへの１年間の参加

権を提供

インキュベイト・ファンド

【賞名】

【概要】

【提供】

クラウドワークス賞

Sphero（スマートフォンで操作して

遊ぶことができるボール）

株式会社クラウドワークス

【賞名】

【概要】

【提供】

KLab賞

（１）開発に役立つもの（キーボー

ド等）

（２）インターン、会社見学

KLab株式会社

【賞名】

【概要】

【提供】

グリー賞

Mac Book Air／iPad／iPad miniを

各1台

グリー株式会社

【賞名】

【概要】

【提供】

CAV特別賞

CAV特別賞に選ばれたチームに

合わせてその内容を決定します。

モノではなくSBC（Startup Base

Camp）という場所やミーティング

の時間などの提供になる予定で

す。

株式会社サイバーエージェントベ

http://aktsk.jp/
http://archetype.co.jp/
http://aws.amazon.com/jp/
http://incubatefund.com/
http://www.crowdworks.co.jp/
http://www.klab.jp/
http://gree.co.jp/
http://cyberagentventures.com/
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ンチャーズ

【賞名】

【概要】

【提供】

三三賞（インターン参加権）

夏休み期間に1～2週間程度、オ

フィスにて実施予定

Sansan株式会社

【賞名】

【概要】

【提供】

セプテーニ賞

代表佐藤氏との社食ランチ・陶芸

家の陶器（壺）

株式会社セプテーニ・ホールディ

ングス

【賞名】

【提供】

【概要】

マイクロソフトが贈る起業家サ

ポート

サービス開発に利用できる！マイ

クロソフトのソフトウェア何でもダ

ウンロード（MSDN Ultimate）

（仮）最新マイクロソフト製品

今後の起業・ビジネス推進のサ

ポート（日本マイクロソフト本社に

ご招待&ディスカッション）※遠方

の方は応相談

日本マイクロソフト株式会社

【賞名】

【概要】

【提供】

MOVIDA SCHOOL参加権

MOVIDA SCHOOLは、MOVIDAで

選抜した起業家を集め、週1回先

輩起業家などのプロフェッショナ

ルゲストをお招きしてセミナーを開

催。セミナー後には夕食もあり、

皆さんが交流を深める場を提供し

ています。

MOVIDA JAPAN株式会社

【賞名】

【概要】

【提供】

Island参加権

Island（無人島グループワーク）の

インターンシップ！予約も難しい

ほどの超人気インターンです。 詳

細は下記をご覧くださ

い。http://voyagegroup.com/internship/island/

※VOYAGEGROUPの都合で内容

が大幅に変更される可能性があ

ります。ご了承ください。

株式会社VOYAGE GROUP

一般公募枠

上記のENTRY2012イベントのほか、当ホームページでも応募を受け付けております。応募を希望される方は、こちらの応募方法をお読みい

ただき、お申込フォームよりご応募ください！

【応募締切】 平成25年1月20日（日）まで

誠に残念ながら今回は選出に至りませんでした。 ご応募頂きましてありがとうございました。

http://www.sansan.com/
http://www.septeni-holdings.co.jp/
http://www.microsoft.com/ja-jp/
http://www.movidainc.com/
http://voyagegroup.com/
http://voyagegroup.com/internship/island/
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