
 

 
 
 

SPAJAM2019 本選を開催！ 
「Posted」を開発した 

「RAISE UP」が最優秀賞に決定！  
 

2019 年 7 月 16 日 

SPAJAM2019 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、

SPAJAM2019の本選が 7月 13 日(土)から 14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「ホーム」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、

SPAJAM2019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、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 … RAISE UP（優秀賞枠：東京 B予選より選出） 

・アプリ名 … Posted 

・チームメンバー … 工藤 卓也、矢野颯太、岩見建汰、川島奨大、村山竜次 

・アプリの内容 … 自宅のポストに投函された郵便物を撮影、画像解析し、スマホに通知するスマートデバ

イス「Posted」を開発。ハガキ、不在届、チラシを RaspberryPiカメラで画像解析・分類し、不在届の場

合には外出先から再配達の依頼ができる。読み取った郵便物を仕分ける IoT プロトタイプを短時間に完成

させる高い実装力、ライブデモを伴う安定した動作とわかりやすいプレゼンが評価され最優秀賞を獲得。 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【広報資料】 

最優秀賞チーム「RAISE UP」 開発アプリ「Posted」 

 

 

賞チーム

「WD」



優秀賞 

・チーム名 … NemuinGO（福岡予選代表） 

・アプリ名 … ビジュアルーム 

・チームメンバー … 野口 和宏、大坪 敦、前田 恵里 

・アプリの内容 … 片付けが苦手な人向けに片付け・掃除のモチベーションを高めるアプリ「ビジュアルー

ム」を開発。スマホを定点に設置してカメラで部屋を撮影。独自に実装した差分検出器により、キレイな

状態に対しての散らかり具合を数値化する。人がカメラ内で動いているときには数値を記録しない。片付

けという課題設定とそれを解決するアイデア、ライブデモを伴う安定した動作、高い技術力が評価され優

秀賞を獲得。 

 

優秀賞 

・チーム名 … ダイオウグソクムシ研究所（東海予選代表） 

・アプリ名 … シェアター 

・チームメンバー … 服部 魁人、世古口 英大、中川 樹 

・アプリの内容 … 離れている家族・友人と YouTube 動画を同期再生・視聴するアプリ「シェアター」を開

発。YouTubeの URLと RoomID をセットすると、2台以上のスマホで同時に動画を再生開始する。定期的に

スマートフォンカメラから視聴者の顔を撮影し、感情分析。それらのデータを元に、特に感情の起伏が大

きかったタイミングをダイジェスト動画として後から振り返ることができる。感情分析を伴う動画視聴の

アイデアと同時再生の高い技術力、将来の発展性が評価され、優秀賞を獲得。 

 

審査員特別賞 

・チーム名 … ヤバミオブザイヤー（優秀賞枠：東京 A予選より選出） 

・アプリ名 … mamakara 

・チームメンバー … 藤井 陽介、紀 小凡、土田 悠輝、小林 由依、瀧川 理香子 

・アプリの内容 … おふくろの味を娘に伝えるための動画コミュニケーションアプリ「mamakara」を開発。

料理中の録画は近接センサを用いて、スマホに触れることなく動画を分割。音声認識した字幕を付け、セ

クションごとに分割された動画を閲覧する。事前収録されたわかりやすいユースケース動画と会場を大き

く盛り上げるプレゼンが評価され、審査員特別賞を獲得。 

 

ファイナリスト賞 

・チーム名：ニッポンダイナミックシステムズ（札幌予選代表） 

・アプリ名：家事ゃいる 

・チームメンバー：大橋 真吾、岡田 秀悟、妹尾 一弘、堤 祐次朗、山本 淳 

 

・チーム名：Fishers（仙台予選代表） 

・アプリ名：COMILY 

・チームメンバー：大西悠貴、市川将太郎、林大悟、鈴木蒼生 

 

・チーム名：おやすみ（東京 A予選代表） 

・アプリ名：撮リセツ 

・チームメンバー：神武里奈、兼原佑汰、渡部椰也、岩佐晃也、成塚雅樹 

 



・チーム名：ERAIZA（東京 B 予選代表） 

・アプリ名：relief 

・チームメンバー：野口 千紘、羽柴 彩月、藤木 良祐、白鳥 亜美、荒川 陸 

 

・チーム名：ぅゅ…ぷんぽぷんぽ（関西予選代表） 

・アプリ名：Duel 

・チームメンバー：飛田 一貴、高橋 秀明、柿元 俊也、田中 蒔音、中村 航 

 

エキシビションチーム 

・チーム名：俺の屍を越えていけ（歴代優勝者混成チーム） 

・アプリ名：エンクルム 

・チームメンバー：市川希美、五十嵐太清、山崎好洋、西中智樹 

 

本選概要 

・日程：2019年 7月 13日（土）～ 14日（日） 

・会場：COLONY箱根 

・参加チーム数：9 チーム（40名）他エキシビションチーム（4 名） 

・テーマ：ホーム 

・審査委員会 

[委員長]村上 臣    LinkedIn 日本代表 

[委 員]栗田 穣崇   (株)ドワンゴ 専務取締役 COO 

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  Product Founder & Engineer 

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 

村上 明子   日本アイ・ビー・エム(株) ワトソン開発 部長 

一般社団法人情報支援レスキュー隊 理事 

金子 友希   スヴェンソンスポーツマーケティング(株) デザイナー/プランナー 

（SPAJAM2016 優勝者） 

鈴木 歓喜   ヤフー(株) デザイナー（SPAJAM2018 優勝者） 

・賞品 

[最優秀賞 賞品（RAISE UP）] 

・深セン・上海スペシャルツアー 

・箱根町提供：木像嵌（もくぞうがん）の楯 

・(株)ドワンゴ提供：Animelo Summer Live 2019 ご招待 

・(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 

[優秀賞 賞品（NemuinGO）] 

・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 

[優秀賞 賞品（ダイオウグソクムシ研究所）] 

・（株）バンダイナムコエンターテインメント提供：アイドルマスターグッズ 

[審査員特別賞 賞品（ヤバミオブザイヤー）] 

・(株)DeNA提供：横浜 DeNA ベイスターズ観戦＋サイン色紙付き 

[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。 

・「SPAJAM2019」公式サイト URL … https://spajam.jp/ 

 

＜SPAJAM とは＞ 

今年で 6回目を迎える SPAJAM2019 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。 

予選は全国 6 地域 7 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＞ 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株)、(株)ドワンゴ 

(株)カオナビ、(株)ディー・エヌ・エー、LINE(株) 

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

IT media、ケータイWatch、ソーシャルゲームインフォ、ファミ通 Apps、4Gamer.net、LIGARE、リセマム 

(株)アカツキ、(株)エーアイ、温泉むすめ、関西大学、Google、旅の宿、ニフクラ、FaBo、monaca、 

(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 91社(2019年 4月 30 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 

東京都渋谷区恵比寿 4-4-5第 3伊藤ビル 603  〒150-0013 

Tel：03-5449-6409   Fax：03-6456-2956 

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 

本選開発風景

 

本選集合写真

 


