


ソフトウェア部門 / 小学生の部

越智晃瑛 さん（小学 5年生）
「点字C#angerPU
（てんじチェンジャーピーユー）」

ソフトウェア部門 / 中学生の部

平田誠治 さん（中学 2年生）
「Snake Run」

ロボット・電子工作部門 / 小学生の部

伊藤晴哉 さん（小学 5年生）
「P-Ant Controller」

ロボット・電子工作部門 / 中学生の部

芝本都代加 さん（中学 3年生）
「振り込め詐欺 見張り番」



ソフトウェア部門 / 小学生の部

宇枝礼央 さん（小学 6年生）
「Color overlap」

ソフトウェア部門 / 中学生の部

荒島拓仁 さん（中学 3年生）
「ゲーム ペンキ屋さん / PAINT!」

ロボット・電子工作部門 / 小学生の部

原田悠生 さん（小学 5年生）
「九九でゲット ルーレット付き自動販売機」

ロボット・電子工作部門 / 中学生の部

辻健人 さん（中学 2年生）
「月面探査ロボット」



関根彪 さん（中学 1年生）
「Aqua Base Tycoon」

橋尾海 さん（小学 2年生）
「スーパーちゃくち」



大野晃太郎 さん（中学 2年生）
「Shooting Star / 流れ星」

角野優介 さん（中学 1年生）
「かんたんトロンボーンレッスン」

田中誠二郎 さん（中学 3年生）
「Dragon Adventure」

荒島拓仁 さん（中学 3年生）
「ゲーム ペンキ屋さん / PAINT!」

田中魁 さん（中学 1年生）
「Crazy Baseball」

Ignacy Kus さん（11 years old）
「I314」

星野泰誓 さん（小学 6年生）
「ブロック崩しシューティング」

北川幸輝 さん , 前田拓海 さん , 反保遼 さん , 
小池奏一朗 さん（中学 3年生）
「IchigoChat」



阿部廣介 さん（小学 2年生）
「3Dダーツ /3D Darts」

大氣周也 さん（中学 3年生）
「NYANGO」

平田誠治 さん（中学 2年生）
「Snake Run」

倉島海大 さん（小学 5年生）
「jump jump game!」

田中太朗 さん（小学 5年生）
「～元素学校～　酸素先生と元素を学ぼう！」

稲葉光紀 さん（小学 5年生）
「マッシロメイロ」

小林優文 さん（中学 3年生）
「一次関数式メーカー」

木本風豪 さん（中学 1年生）
「ネコの脱出劇」



小池奏一朗 さん（中学 1年生）
「タイピング de RPG」

深田直樹 さん（小学 6年生）
「しゃべくり自動ドア」

川合光 さん・吉野修吾 さん・倉島拓斗 さん・
五十嵐龍太郎 さん・新島讃人 さん（中学 2年生）
「UFOキャッチャー」

田中魁 さん（中学 1年生）
「Crazy Baseball」

星野泰誓 さん（小学 6年生）
「ブロック崩しシューティング」



アイ・オー・データ機器賞

越智晃瑛 さん（小学 5年生）
「点字 C#angerPU
( てんじチェンジャーピーユー )」



NSD賞

高橋理企 さん（中学 1年生）
「お家で歩こう ! 琵琶湖一周の旅」

さくらインターネット賞

芝本都代加 さん（中学 3年生）
「振り込め詐欺 見張り番」



aitendo 賞
市川タイガ さん（小学 6年生）
「TANBOT」

永和システムマネジメント賞
安東鷹亮 さん（小学 6年生）
「ASCII 動画コンバーター」

ZOZOテクノロジーズ賞
五島舜太郎 さん（小学 4年生）
「お家で楽しむクレーンゲーム」

PFU賞
野田舜也 さん（中学 2年生）
「視力わかーるセンサー」

mediba 賞
橋尾海 さん（小学 2年生）
「スーパーちゃくち」



アイティプロジェクト賞
高野大河 さん（中学 3年生）
「Mission Alpha」

秋月電子通商賞
辻健人 さん（中学 2年生）
「月面探査ロボット」

NEC ソリューションイノベータ賞
原田悠生 さん（小学 5年生）
「九九でゲット ルーレット付き自動販売機」

ALL CONNECT賞
宇枝礼央 さん（小学 6年生）
「Color overlap」

ケイ・ビー・テクニカ賞
垣花真希 さん（小学 4年生）
「たいこ名人「いこちゃん」」



共立電子産業賞
伊藤晴哉 さん（小学 5年生）
「P-Ant Controller」

ココロエデュケーションラボ賞
武田和樹 さん（中学 3年生）
「編模様 ( あもーよ ) イラスト手編み支援アプリ」

ジャムハウス賞
白川瑛士 さん（小学 5年生）
「イチゴ大戦争」

スイッチエデュケーション賞
白川瑛士 さん（小学 5年生）
「階段掃除ロボ ver.1」

ソリッドシード賞
桑原佳哉 さん（小学 6年生）
「RPG Battle Crash v7.3」



電子工作マガジン /マイコン BASIC マガジン賞
長島希果 さん（小学 6年生）
「謎解きゲーム」

ユニアデックス賞
鹿毛幸太 さん（小学 2年生）
「新幹線 3D シュミレーター 
 Shinkansen 3D simulatoer v2.0」

ワンダー L A B 大阪賞
星飛羽 さん（小学 6年生）
「ひみつ道具 de 安心ホーム」


