
SPAJAM2022本選を開催！

「おはよう通信」を開発した「JAPAN DRY」が最優秀賞に決定！
2022年11月22日

SPAJAM2022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、SPAJAM2022本選が、11月19日(土)から21日(月)にかけて長崎あぐりの丘高原ホテルにて開催さ
れました。

本選では「国際交流」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、
SPAJAM2022審査委員会（委員長 村上 臣 武蔵野大学アントレプレナーシップ学科客員教員）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、長崎賞、ファイナリスト賞、参加賞が
発表され、豪華賞品が授与されました。

最優秀賞
・チーム名 … JAPAN DRY
・アプリ名 … おはよう通信
・チームメンバー … 黒木菜美、村田大夢、小松﨑 迅斗
・アプリの内容 …毎日のアラーム設定時に別の国の人へおはようメッセージを送ることで国際交流のきっ
かけを作る「おはよう通信」を開発。日々のアラーム設定の習慣をそのまま国際交流のためのアクションに
することで、気楽に国際交流を始めることが可能になる。
少人数でのチームであったが、API GatewayとLambdaを使用したサーバーレスな構成をとるなど工夫を
し、限られたリソースでクオリティの高いアプリを実装。
シンプルで分かりやすいコンセプトのアプリかつ、普段から使いたいアプリであると審査員から実用性を
高く評価され、最優秀賞を獲得した。

　最優秀賞チーム「JAPAN DRY」　 　開発アプリ「おはよう通信」



優秀賞
・チーム名 … かゆみひけ
・アプリ名 … PiCCOM （読み方: ピッコム）
・チームメンバー … 田村克彦、足立 賢太郎、南 裕香、前口 美穂、真鍋 浩美
・アプリの内容 … 音声入力した文字をピクトグラムに変換し、楽しくコミュニケーションをとれるアプリ「
PiCCOM（ピッコム）」を開発。ピクトグラムは国ごとに意味合いが違うことから国別に表示する機能や、クイ
ズ機能を搭載している。
音声データのテキスト変換でGoogle Cloud Speech-to-Text APIを使用。言語の壁という国際交流にお
ける課題をピクトグラムによって解決し、新たなコミュニケーションとして活用できるエンタメ性が評価され、
優秀賞を受賞した。

優秀賞・長崎賞
・チーム名 …お久しぶり！
・アプリ名 … WorldBottle
・チームメンバー …七海龍平、大村優輝、日戸直紘、三好良弥、永井陽太
・アプリの内容 … 瓶に封じて海や川などに流された手紙ボトルメールをIT技術を駆使して再現したアプリ
「WorldBottle」を開発。
ボトルが海の上を流れているUIを経路探索アルゴリズム（RRT）を用いて実装し、到着した場所の国の言
語に翻訳するためにGoogle Cloud Translation APIを使用している。ボトルメールが海を流れる再現性
や、ボトルメール本来のエモさやワクワク感が評価され、優秀賞を受賞した。

審査員特別賞
・チーム名 … Volare Tokyo
・アプリ名 … InterQ
・チームメンバー … 岩崎裕輔、辻悠一郎、鶴見侑樹、佐藤彰真、藤田志穂
・アプリの内容 …各国の文化に関するクイズを通して自宅からでも海外の人と交流できるアプリ「InterQ」
を開発。
参加者の出身国の文化に関するクイズや，その答えを補足できる「エピソードトークタイム」を通してお互
いの理解を深めることができる．Websocketを活用したリアルタイムなコミュニケーションをはじめ，プレゼ
ンテーション力や高い完成度が評価され審査員特別賞を受賞した。

ファイナリスト賞
・チーム名 … チーム日本列島
・アプリ名 … トピ+プラ

・チーム名 …Flutter Lovers
・アプリ名 … 1km で始まる！国際交流 アプリ

・チーム名 … ゲーミング温泉
・アプリ名 …  Groove Connect

・チーム名 … ピコピコましまし
・アプリ名 … カタコト

・チーム名 … T-5
・アプリ名 … Matopy

本選 概要



・日程：2022年11月19日（土）～ 21日（月）
・大会形式：リアル開催
・参加チーム数：9チーム（42名）
・オブザーバー参加チーム数：1チーム(5名)
・テーマ：国際交流

・審査委員会
[委員長]村上 臣氏　武蔵野大学アントレプレナーシップ学科客員教員
[委　員]千代田 まどか氏　Microsoft Cloud Developer Advocate

 三淵 啓自氏　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
増井 雄一郎氏　Product Founder & Engineer 風呂グラマー
村上 明子氏　損害保険ジャパン株式会社 執行役員 CDO（チーフデジタルオフィサー）

DX推進部長、（一社）情報支援レスキュー隊 理事
山口 邦雄氏　株式会社バンダイナムコスタジオ エンジニア
岩城 進之介氏　株式会社バーチャルキャスト 取締役CTO
市川 希美氏　一般社団法人シビックテック・ラボ 理事 SPAJAM2017優勝者
三木 康暉氏　LINE株式会社 ディベロッパーエクスペリエンス開発チーム エンジニア
神武 里奈氏　株式会社マンガボックス エンジニア SPAJAM2020 優勝者
中岡 黎氏　株式会社ZOZO エンジニア SPAJAM2021 優勝者

・賞品
[最優秀賞 賞品]

・㈱フォレストコーポレーション提供：1泊2日軽井沢サードオフィスワーケーション体験
・フリュー㈱提供：初音ミク　BiCute Bunnies Figureー白うさぎ Baby Pinkー
・㈱バンダイナムコスタジオ提供：バンダイナムコスタジオ賞
・㈱コロプラ提供：コロプラ賞
・Google提供：Google I/O ギフトボックス（Tシャツ(M)、ステッカー、マグカップ）
・㈱ディー・エヌ・エー提供：川崎ブレイブサンダースチケット
・Microsoft提供：マイクロソフト特別賞（スタートアップ大応援プログラム）
・Microsoft提供：モバイルバッテリー
・Microsoft提供：ステンレスマグカップ
・ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱提供：千葉ロッテマリーンズ BSユニホーム
・㈱ドワンゴ提供：オリジナルモバイルバッテリー＆ワイヤレスイヤホン
・LINE㈱提供：LINE FRIENDSティーカップセット＆クッション
・メモリードグループ提供：グランピングリゾート　ＧＬＡＮＳＯ（グランゾ）

スイート　一泊二食付き宿泊券　往復航空券付き

[優秀賞 賞品]
・㈱バンダイナムコスタジオ提供：テイルズ賞
・㈱バンダイナムコスタジオ提供：アイドルマスター賞
・㈱コロプラ提供：コロプラ賞
・Google提供：特製ストロー
・損保ジャパン提供：ジャパンダオリジナルブランケット＆防犯ブザー
・Microsoft提供：マイクロソフト特別賞（スタートアップ大応援プログラム）
・Microsoft提供：ステンレスマグカップ
・ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱提供：千葉ロッテマリーンズ BSユニホーム
・㈱ドワンゴ提供：オリジナルモバイルバッテリー＆ワイヤレスイヤホン

[審査員特別賞 賞品]
・㈱バンダイナムコスタジオ提供：パックマン賞
・㈱エンバウンド提供：温泉むすめPERFECT GUIDEBOOK



・Microsof提供：ステンレスマグカップ
・ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱提供：千葉ロッテマリーンズ BSユニホーム
・㈱ドワンゴ提供：オリジナルモバイルバッテリー＆ワイヤレスイヤホン

[長崎賞 賞品]
・KMT提供：KMTオリジナルエコバッグ

[ファイナリスト賞 賞品]
・ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱提供：千葉ロッテマリーンズ BSユニホーム
・㈱ドワンゴ提供：オリジナルモバイルバッテリー＆ワイヤレスイヤホン
・Google提供：Google I/O マグカップ

[参加賞 賞品]
・LINE㈱提供：LINEポーチ
・㈱CAC提供：CACロゴ入りポーチ

アイデアソン風景 集合写真 表彰式

＜SPAJAMとは＞
今年で9回目を迎えるSPAJAM2022 は「温泉でハッカソン」を合言葉に、本選は温泉地で、予選はリアル

とオンラインとして開催いたしました。スキルを向上するための競技、交流と実践する場（リアルとオンライ

ン開発）を提供する国内最高峰のハッカソンです。

スポンサー及びご協力企業様には、リモート開発の実践、クリエイター等とのつながり、企業同士の新た

なアライアンス構築等を通してイノベーションを創出する最適な機会をご提供します。

今年も、学生を対象にした、エキスパートクリエイターとチーム開発できるプレミアムハッカソン「スパジャム

道場」と、地方創生を目的とした「DomaJAM week」も開催します。

<オンラインとリアルでハッカソン特別プログラム＞

新型コロナウィルス感染防止の観点から、2020、2021の予選はビデオ会議やチャットツール等のITツー

ルを活用しオンラインで開催しました。全国どこからでも参加できるなどのメリットもあり、今年は予選の開

催地をリアルとオンラインとで開催しました。



SPAJAM2022
https://spajam.jp/

＜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）ディー・エヌ・エー

（株）バンダイナムコスタジオ、（株）コロプラ、（一社）シビックテック・ラボ、LINE（株）、

（株）エムティーアイ、フリュー（株）、（株）チームミズキ、

IT media、ケータイWatch、gamebiz、ファミ通Apps、4Gamer.net、LIGARE、リセマム、

（株）フォレストコーポレーション、（株）エーアイ、（株）エンバウンド、Google、

ユニティテクノロジーズジャパン合同会社、FaBo、クラスター（株）、損害保険ジャパン（株）、

日本マイクロソフト（株）、日本ビジネスシステムズ（株）、テレビ長崎、テレビ熊本、

メモリードグループ、KMT（株）、（株）CAC、十八親和銀行、長崎国際観光コンベンション協会

▼本リリースのPDF版はこちら
https://www.mcf.or.jp/temp/spajam/mcf_release_20221122spajam.pdf.
※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。

◆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74社（2022年8月現在）

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

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
■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、中村、山﨑

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/

https://spajam.jp/
https://www.mcf.or.jp/temp/spajam/mcf_release_20221122spajam.pdf.

