
 

 
SPAJAM2018 本選を開催！ 
「WheelFree!」を開発した 

「まどや」が最優秀賞に決定！  
 

2018年 7月 9日 

スマートフォンアプリジャム 2018実行委員会 

一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 

 

一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム主催の国内最高峰のアプリクリエイター競技会であ

る、スマートフォンアプリジャム 2018（以下、SPAJAM2018）の本選が 7月 7日(土)から 8日(日)にかけ

て、COLONY 箱根（神奈川県足柄下郡箱根町）にて開催されました。 

本選では「モビリティ」というテーマが設定され、24 時間でアプリを開発するハッカソンを開催した結

果、SPAJAM2018審査委員会（委員長 村上 臣 LinkedIn 日本代表）による厳正なる審査により、本日、以

下のように最優秀賞、優秀賞、審査員特別賞が発表され、豪華賞品が授与されました。 

 

最優秀賞 

・チーム名 … まどや（東京 A予選代表） 

・アプリ名 … WheelFree! 

・チームメンバー … 西中 智樹、山崎 好洋、玉木 英嗣、鈴木 歓喜、安藤 祐貴 

・アプリの内容 … 車椅子利用者が、より鉄道を利用しやすくするための支援アプリ「WheelFree!」を開

発。スマフォから入力した行き先情報や鉄道経路を、Twillio を利用し自動音声で駅員に伝える機能を

実装した。必要最低限の入力情報と、鉄道・電話という旧来のインフラを簡単に接続することにより、

利用者が、毎日出かけやすくなる仕組みを提供することが可能となった。 

モビリティというテーマ性への合致性、明日からでも使える利便性・実装力の高さ、明るさを意識し

たユニバーサルデザインが評価され、最優秀賞を獲得。 

          

   

 
最優秀賞チーム「まどや」 開発アプリ「WheelFree!」 

 

 

賞チーム

 

【広報資料】 



 

優秀賞 

・チーム名 … おなかすいた（東京 D予選代表） 

・アプリ名 … JUMTRIP 

・チームメンバー … 松尾 卓朗、神武 里奈、最上 聖也、平田 章、馬場 南実 

・アプリの内容 … 仮想世界でのモビリティ体験を、現実のモビリティへ繋げるアプリを開発。THETA な

どで撮影された 360度画像と、機械学習を用いた Visionフレームワークで自撮りを合成することでユニ

ークな体験を提供した。シェイクセンサでジャンプをトリガーとすることで心地よい UX を実現している

上に、位置情報を利用した発展形のサービスまでの実装を実現した。画像合成に関してはまだチューニ

ングが必要なレベルであったが、ARKit、CIDetector、Vision を比較検討して最適解を導きだすという

正しい開発アプローチを採用していたことも高い評価を得て、優秀賞となった。 

 

優秀賞 

・チーム名 … 温泉行きたいチーム＠React Native（優秀賞枠：東京 D予選より選出） 

・アプリ名 … #RETRAVEL 

・チームメンバー … 小笠原 寛明、灰田 直史、野口 千紘、池田 達哉、猪狩 蓮汰朗 

・アプリの内容 … 何度でも旅にでようと言うコンセプトで、移動のお供として起動し、移動の後に思い

出や感情を再現したマップを作成し、共有、思い出の追体験を促すアプリを開発。Twitter でツイート

された旅の体験をすごろくのマスとしてプロットすることで、旅の思い出を追体験できる。Google map

と cloudinaryの APIを利用して、カスタマイズしたデザイン性の高い UI/UX を提供している。すごろく

で旅を追体験するというユニークさとともに、デザイン性の高さが評価され、優秀賞となった。 

 

審査員特別賞 

・チーム名 … 卍（スワスティカ）（札幌予選代表） 

・アプリ名 … どこなのさしすせそ 

・チームメンバー … 会津 慎弥、矢野 颯太、高畑 孝輝、池田 俊輝、永井 智大 

・アプリの内容 … 家庭の調味料がどこにあるのか、調味料自体が動き教えてくれる「どこなのさしすせ

そ」を開発。スマフォからのタップ、音声認識、OpenCV を利用したゼスチャーの 3つの方法で、砂糖、

塩、酢、醤油、味噌の 5つの調味料の容器を RaspberryPIを使い自ら振動させることで位置を示す機能

を実装した。調味料の場所が分かることで、近くにいる人同士の円滑なやりとり・関係性の活発化も狙

っている。モビリティというテーマから、調味料が動くに発想を転換した点、時間内に持てる部材でガ

ジェットを実装した点、動きの可愛さが評価され、審査員特別賞を獲得。 

 

ファイナリスト賞 

・チーム名：WD（ワールドドミネーション）（仙台予選代表） 

・アプリ名：コメイプ 

・チームメンバー：吉田 統、生田目 智也、大川 恭平、谷津 悠久、早川 祐希 

 

・チーム名：パーカーズ（東京 B予選代表） 

・アプリ名：FollowMe 

・チームメンバー：木所 隼人、都筑 一希、鈴木 太一郎、喜楽 智規 

 



・チーム名：三度の飯より将棋好き（東京 C予選代表） 

・アプリ名：chatwalk 

・チームメンバー：大森 翔太朗、佐藤 翔太、榊原 隆文 

 

・チーム名：逆襲の餃子とビールと○○（東海予選代表） 

・アプリ名：コイモビ 

・チームメンバー：小澤 孝幸、大塚 信祐、市川 雅明、加藤 守洋  

 

・チーム名：チーム宇宙平和（大阪予選代表） 

・アプリ名：TORUTABI 

・チームメンバー：北 哲也、佐藤 慧太、諸岡 侑加、桝矢 由貴、山田 健太 

 

・チーム名：PROPS（福岡予選代表） 

・アプリ名：PlugApp 

・チームメンバー：杉山 裕麿、佐藤 卓哉、本田 真久、中島 暢哉、長嶺 将平 

 

・チーム名：TEAM OBCN（優秀賞枠：東京 C予選より選出） 

・アプリ名：パーティドライブ 

・チームメンバー：岩瀬張 太士、朝日 勝雅、土屋 茉奈美、藏内 亮、平野 彩花 

 

・チーム名：甘えん坊将軍Ⅱ（優秀賞枠：福岡予選より選出） 

・アプリ名：街道奉行 

・チームメンバー：杉永 良太、長野 恭武、森松 祐樹、川端 伸弥、川上 恭亮 

 

本選概要 

・日程：2018年 7月 7日（土）～ 8日（日） 

・表彰式日程：2018年 7月 9日（月） 

・会場：COLONY箱根 

・参加チーム数：12チーム（56名） 

・テーマ：モビリティ 

・審査委員会 

[委員長]村上 臣    LinkedIn 日本代表 

[委 員]及川 卓也   フリーランス 技術アドバイザー 

千代田 まどか マイクロソフト テクニカルエバンジェリスト 

増井 雄一郎  (株)トレタ 開発部 CTO 

三淵 啓自   デジタルハリウッド大学大学院 デジタルコンテンツ研究科 専任教授 

栗田 穣崇   (株)ドワンゴ 取締役、カドカワ(株) 取締役 

山村 敬一   (株)ランドコンピュータ 常務取締役 

嶋田 悠介   関西電力（株） 経営企画室 イノベーション推進グループ 

粟野 由美   東京造形大学（メディアデザイン専攻領域） 教授 

市川 博之   市川電産/Code for ふじのくに CEO/代表 （SPAJAM2017 優勝者） 

 



・賞品 

[最優秀賞 賞品（まどや）] 

・シリコンバレースペシャルツアー 

・箱根町提供：木像嵌（もくぞうがん）の楯 

・箱根温泉旅館ホテル協同組合提供：箱ぴた 宿泊券 5万円分 

・(株)エムティーアイ提供：桃川日本酒大賞トリオセット計 6本 

 

[優秀賞 賞品（おなかすいた）] 

・(株)アカツキ提供：レジャー予約サイト そとあそび 一人最大 2万円キャッシュバック 

・(株)エムティーアイ提供：桃川日本酒大賞トリオセット計 6本 

 

[優秀賞 賞品（温泉行きたいチーム＠React Native）] 

・(株)DeNA提供：横浜 DeNA ベイスターズ観戦＋練習見学＋選手と記念撮影・サイン色紙付き 

・(株)エムティーアイ提供：桃川日本酒大賞トリオセット計 6本 

 

[審査員特別賞 賞品（卍（スワスティカ））] 

・(株)ドワンゴ提供：大相撲桝席観戦 

・(株)エムティーアイ提供：桃川日本酒大賞トリオセット計 6本 

 

[ファイナリスト賞 賞品（全てのチーム）] 

・Google Play ギフトカード、グッズ満載お楽しみ袋 

 

 

 

 

詳細は下記の公式サイトをご参照ください。 

・「SPAJAM2018」公式サイト URL … https://spajam.jp/ 

 

＜SPAJAM とは＞ 

今年で 5回目を迎える SPAJAM2018 は「温泉でハッカソン」を合言葉に、スキルを向上するための競技

と交流の場を提供する国内最高峰のハッカソンです。 

本選開発風景

 

本選集合写真

 



予選は全国 6 地域 9 会場（札幌、仙台、東京、東海、大阪、福岡）において、ハッカソン形式で開催

いたします。予選を勝ち抜いたチームが、温泉で開催する本選の参加資格を得ます。今年の本選会場は 

COLONY 箱根（箱根 仙石原）となります！ 

※ハッカソンとは … ハッキングとマラソンを掛け合わせた造語。SPAJAM ではスキルを競い合う競技として、テーマに沿ったア

プリを決まった時間内で企画、開発、発表して頂きます。 

 

＜協賛・協力企業＞ 

iino（(株)関西電力）、ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株)、(株)コロプラ、 

(株)Cygames、(株)ドワンゴ、富士通(株)、(株)アカツキ、(株)gumi、(株)ディー・エヌ・エー、 

(株)バンダイナムコエンターテインメント、(株)イオレ、(株)エムティーアイ、 

(株)サミーネットワークス、LINE(株)、IT media、ケータイ Watch、ソーシャルゲームインフォ、 

ファミ通 App、4Gamer.net、LIGARE、(株)エーアイ、温泉むすめ、関西大学、Google、旅の宿、Track、 

(株)モンテール、ユニティテクノロジーズジャパン合同会社 

 

◆一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム（略称：MCF） 

モバイルコンテンツ関連産業の健全な発展のため、消費者や関係団体等と円滑な関係を構築し社会との共

存共栄を目指して、業界及び会員の活動をサポートしていくことをミッションとして活動している業界団

体です。会員数はコンテンツプロバイダーを中心に 109社（2018年 5月 8日現在）

https://www.mcf.or.jp/ 

 

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞ 

※記事内での掲載はご遠慮ください 

■一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 

担当者：岸原 孝昌 前川 浩之 

東京都渋谷区東 3-22-8サワダビル４Ｆ  〒150-0011 

Tel：03-5468-5091   Fax：03-5468-1237 

E-mail：info＠mcf.or.jp   URL：https://www.mcf.or.jp/ 

■電話での連絡可能時間帯 10:00～18:00 


