
九州⼤学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC)

8 情報通信技術ICT（Webﾋﾞｼﾞﾈｽ
を含む）／ICT リッツィ市場: 外国⼈にやさしいeコマース Forhad Hossain システム情報科学府 情報理⼯学専攻 D2

9 その他 歌えよNOW 池⽥　翔太 ⼯学部 Ⅵ群 B1

6 アグリ／ヘルスケア／Agriculture
／HealthCare ポストコロナ時代のストレスを和らげるハグマシーン Shibaki Camargo

Giovanni 共創学部 共創学科 B3

7 アグリ／ヘルスケア／Agriculture
／HealthCare アクアポニックスの新市場開拓に向けて 伊尻　秀徳 農学部 ⽣物資源環境 B2

4 その他 ⾳楽のための部屋: 歩き回り、⾳楽を奏でよう Sabrina Suhaimi 共創学部 共創学科 B3

5 情報通信技術ICT（Webﾋﾞｼﾞﾈｽ
を含む）

⼤学⽣の、⼤学⽣による、⼤学⽣のための履修計画・要件確
認システム 陳　樺逍 ⽂学部 ⼈⽂学科 B4

その他 最強の便器で世界を救え︕︕︕TOTOへの挑戦状︕︕︕ 中村　⼤輝 法学部 B2

3 その他 魅⼒価値⼯学 ⼭上　理貴 経済学部 経済⼯学科 B2

 2022 アイデア・バトル_2nd   採択者
テーマ領域 提案テーマ 代表者名 学府・学部 専攻・学科 学年

1 アグリ／ヘルスケア／Agriculture
／HealthCare

免疫状態からがん発症を診断する超早期診断のための簡易検
査キットの開発 ⾦⼦ 諒右 ⼯学府 応⽤化学専攻 D１

2



10 その他／Others ⾃動販売機を⽤いた若者の読書習慣の促進 ⼤⻄健新 ⼯学部 機械航空⼯学科 B3

アグリ／ヘルスケア／Agriculture
／HealthCare

廃棄野菜も美味しくいただく︕地域密着型6次産業化プロジェ
クト 杉本 雄哉 農学部 ⽣物資源環境学科 B1

9
情報通信技術ICT（Webﾋﾞｼﾞﾈｽ
を含む）／ICT, ビッグデータ（統
計解析）／BigData

ギブアンドテイク 堀下 真奈美 ⽂学部 ⼈⽂学科 B2

5 情報通信技術ICT（Webﾋﾞｼﾞﾈｽ
を含む）／ICT 九⼤宣伝丸 浦⽊ 勇瑠 共創学部 共創学科 B3

九州⼤学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC)

6 情報通信技術ICT（Web ﾋﾞｼﾞﾈ
ｽを含む）／ICT ⽇本における外国⼈向けeコマースマーケットの可能性と課題 Forhad Hossain システム情報科学府 情報理⼯学専攻 D1

7 アグリ／ヘルスケア／Agriculture
／HealthCare

低コストで導⼊可能な中規模アクアポニックスの制作と運⽤実
験 ⾜⽴ 朋範 農学部 ⽣物資源環境学科 B4

8

3
グリーンテック（環境技術）／
GreenTech, その他／Others
（具体的に／Details︓)

濡れない履きやすいサステナブルなスニーカー ⻑⽥　章嗣 理学部 地球惑星科学科 B3

4 アグリ／ヘルスケア／Agriculture
／HealthCare ルナリエ 〜⽣理⽤ナプキン無料提供サービス〜 仲村　怜夏 共創学部 共創学科 B4

1 情報通信技術ICT（Webﾋﾞｼﾞﾈｽ
を含む）／ICT ローカル５G環境下での環境計測システムの⾃作・構築 坪井　良憲 農学部 ⽣物資源環境学科 B2

2 情報通信技術ICT（Webﾋﾞｼﾞﾈｽ
を含む）／ICT, 夢の育てるインタラクティブなウェブサイト Liu　Yuer 共創学部 共創学科 B2

 2022 アイデア・バトル_1st   採択者
テーマ領域 提案テーマ 代表者名 学府・学部 専攻・学科 学年



5 情報通信技術ICT（Web ﾋﾞｼﾞﾈ
ｽを含む）／ICT ⼤学⽣の夢のSNS 浦⽊ 勇瑠 共創学部 共創学科 B2

 2021 アイデア・バトル_2nd   採択者
テーマ領域 提案テーマ 代表者名 学府・学部 専攻・学科 学年

1 情報通信技術ICT（Web ﾋﾞｼﾞﾈ
ｽを含む）／ICT 九⼤⽣のためのライドシェアマッチングアプリ 岩川 翔太 ⼯学府 機械⼯学専攻 M2

2 情報通信技術ICT（Web ﾋﾞｼﾞﾈ
ｽを含む）／ICT

3 情報通信技術ICT（Web ﾋﾞｼﾞﾈ
ｽを含む）／ICT アイデアを⽣み出すアプリケーション 桑原 和輝 ⼯学部 ⼯学科 B2

⼈⽂学の⾳声配信サービス 後藤 圭佑 ⽂学部 ⼈⽂学科⽐較宗教学研究室 B3

4 情報通信技術ICT（Web ﾋﾞｼﾞﾈ
ｽを含む）／ICT 漫画×英語学習 荻⽥ 翔太 経済学部 経済⼯学科 B3

九州⼤学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC)



学年

B4

M2

B3

B1

B1

B2

B3

B1

B2

B1

M1

⾦⽊  王 かねき    おう 経済学部 経済⼯学科

2021 アイデア・バトル_1st   採択者
テーマ領域 提案テーマ 代表者名 ふりかな 学府・学部 専攻・学科

1 その他 真空技術を使わずに壁に吸着するロボットの脚の開発 清瀬  ⼀志 きよせ   かずし ⼯学部 電気情報⼯学科

7 その他 UNI O STRAW ⾦  志憲 きむ   じほん 共創学部 共創学科

2 その他 「  Shopbot 」  を活⽤した団地住⼾のための什器設計の⾃
動化⼿法の構築 ⽮野尾  左⼭ やのお   さざん ⼈間環境学府 都市共⽣デザイン専攻

3 その他 ストリート園景 岩崎  桃⼦ いわさき    ももこ 共創学部 共創学科

4
情報通信技術I CT
（  Webﾋﾞ ｼﾞ ﾈｽを含む） インスタントフィクション掲⽰板

5 アグリ ／ヘルスケア Qber  Eats 河崎  瑛介 かわさき    えいすけ ⼯学部 電気情報⼯学科

6
情報通信技術I CT
（  Webﾋﾞ ｼﾞ ﾈｽを含む） 防霜ファンの異常を⾃動で検知し端末に通知するシステム 加藤  豊⼤ かとう    とよひろ 農学部 ⽣物資源環境学科

8
情報通信技術I CT
（  Webﾋﾞ ｼﾞ ﾈｽを含む） コミュニケーションの輪が広がるブラウザーSNS ⽮野  優貴 やの   ゆう き ⼯学部 六群

9 アグリ ／ヘルスケア 上質なヘアケア⽤品で旅⾏の体験を最⼤化するサービス 綾部  希 あやべ   のぞみ 経済学部 経済・  経営学科

10
情報通信技術I CT
（  Webﾋﾞ ｼﾞ ﾈｽを含む） 町おこしをしたい⾃治体、 個⼈団体と専⾨家のマッチング 末廣  友佑⾺ すえひろ    ゆうま 経済学部 経済経営学科

11
情報通信技術I CT
（  Webﾋﾞ ｼﾞ ﾈｽを含む） 既存賃貸物件情報に対する環境的な評価指標の作成 ⼭岸  将⼤ やまぎし    しょうだい ⼈間環境学府 空間システム専攻

九州⼤学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC)



学年

M2

B3

B4

B2

M1

B2

M1

B1

B2

2020 アイデア・バトル_2nd   採択者

原 美咲

提案テーマ 学府・学部 専攻・学科

システム情報科学府 情報知能⼯学専攻

⽂学部 社会学・地域福祉社会学

⼯学部 建築学科

5

6 ⼤学⽣図鑑 和⽥ 千夏

3

4

1

2

介護施設における「歩く」活動中の歩き⽅から⾼齢者の健康状態を予⾒するシステ
ム開発 吉野 弘毅

⼈と本の邂逅のアップデート 宗像 穂乃⾹

空き家、被災家屋等の解体後廃材を再利⽤し記憶を残すフォリー ⼭岸 将⼤

Econtainer〜再⽣プラスチックから作る折り畳み式コンテナハウス〜 ⾚岩 良紀

情報共有型の健康管理プラットフォーム

代表者名 ふりかな

よしの　こうき

むなかた　ほのか

やまぎし　しょうだい

あかいわ　よしき

はら　みさき

わだ　ちなつ

ふなおか　よしきクオリア教育法を⽤いた新たな⾼校数学の電⼦教科書の作成

経済学部 経済経営学科

経済学府 産業マネジメント専攻

教育学部

⼯学府 機械⼯学専攻

芸術⼯学部 芸術⼯学科未来構想デザイ
ンコース

九州⼤学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC)

船岡 佳⽣

オンライン上で柔軟なコミュニケーションを可能にするボイスチャットサービス ⼭⽥ 悠介 やまだ　ゆうすけ

7

8

9 QSIP(Qdai sixth industrial project) 張替 創太 はりがい　そうた 農学部 ⽣物資源環境学科⽣物⽣
産環境⼯学分野



学年

B2

B2

B2

B3

B4

M1

M2

D2

D3

D3

Research
Student

テーマ領域 提案テーマ 代表者名 ふりかな

8 グリーンテック（環境技術）／
GreenTech

Development of adsorbent material and device for
water harvesting from low humidity air JAHAN ISRAT ジャハン  イスラット

11 事業構想 Business Creation Silas Habimana サイラス  ハビマナ Chemical Systems and
Engineering Chemical Engineering

10 ⾃由テーマ カイコとアリと⼈のcoworking system 池永  照美 いけなが  てるみ ⽣物資源環境科学府 ⽣命機能科学専攻

3 その他 モビリティwebメディア 葦津  稀⼀ あしづ  きいち 共創学部 共創学科

経済学部 経済⼯学科

2 その他 コインランドリーを利⽤する洗濯の委託サービス Sa Junyoung サ  ジュンヨン ⼯学部 機械航空⼯学科航空宇宙
⼯学 コース

1 情報通信技術ICT
（Webﾋﾞｼﾞﾈｽを含む） オンライン完結の恋愛プラットフォームを提供 桐原  徹真 きりはら  てっしん

7

9 グリーンテック（環境技術）／
GreenTech

Development of adsorption and PV assisted
integrated system for harvesting hydrogen
gas from seawater

Rocky Kaiser
Ahmed Mechanical Engineering Thermal Science

農学部 ⽣物資源環境

5 その他 ⾼校⽣向けに多様な進路のロールモデルを提⽰するフリーペー
パーの制作・頒布 ⽊佐貫  伊央 きさぬき  いお 教育学部 学科なし

4 情報通信技術ICT
（Webﾋﾞｼﾞﾈｽを含む） 野菜をもっと便利に買う⽅法 Wang Yuening ワン  ユエニン

Mechanical Engineering Thermal Science

⾃由テーマ 作家とコンビニを繋ぐソーシャルデザインのプロトタイピング 清⽔  淳史 しみず  あつし 統合新領域学府 ユーザー感性学専攻

学府・学部 専攻・学科

 2020 アイデア・バトル_1st  採択者⼀覧

6 情報通信技術ICT
（Webﾋﾞｼﾞﾈｽを含む） オンライン上での⼤学⽣向けディスカッションの場を⽴ち上げ 本庄  勇介 ほんしょう  ゆうすけ ⼯学府 ⽔素エネルギーシステム専攻

九州⼤学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC)



学年

B1

B3

D1

D1

D3

D3

Researc
h

Student

Graduate School of
Engineering

Chemical Systems and
Engineering

6
情報通信技術I CT
（  Webﾋﾞ ｼﾞ ﾈｽを含 む）  I CT
／ビッグデータ（  統計解析）

Smart Position Notifier for A Healthy Body Aam Muhar am
Department of Applied
Science for Electronics
and Materials (ASEM)

学校と地域社会をつなぐ web上のマッ チングサービスの開発 ⼭   凌汰 やま　りょうた

2 情報通信技術I CT
（  Webﾋﾞ ｼﾞ ﾈｽを含む）  ／I CT 電池の性能評価シミ ュレーショ ンソフト の開発・販売 徳丸   貴哉 とくまる　たかや ⼯学部 エネルギー科学科

3
情報通信技術I CT
（  Webﾋﾞ ｼﾞ ﾈｽを含 む）  I CT
／ビッグデータ（  統計解析）

E-Parking, IoT based real time cloud parking
management system ADITYA BARASKAR バラスカ　アディティア

アイデア・バトル2019 2nd  採択者⼀覧 （応募総件数 10件)

教育学部

テーマ領域 提案テーマ 代表者名 ふりかな 学府・学部 専攻・学科

1

SCHOOL OF AEROSPACE
ENGINEERING ASTRONAUTICS - SSPS

Department of Urban
Design, Planning and
Disaster Management

Urban and Regional
Planning

4 アグリ /ヘルスケア 細胞培養技術を⽤いた新奇⾷材の創出   〜エビステーキの開
発〜 松吉   祐児 まつよし　ゆうじ ⽣物資源環境科学府 資源⽣物科学専攻

5 その他
Hybrid Model for Automatic Detection and Monitoring of
Slums in the Less Developed Countries from Very High-
Resolution Satellite Imagery

MUHAMMAD
SALEM SAI D
MUHAMMAD

ムハンマド　サリム  サイド ムハンマ
ド

Interdisciplinary
Graduate School of
Engineering Sciences
(IGSES)

九州⼤学ロバート ・  フ ァ ン/アント レプレナーシッ プ・  センタ ー（QREC)

7 その他
Website business for marketing and selling Japanese
brands of building materials, engineering & construction
hardware and fittings on the emerging African markets

Silas Habimana ハビマナ　サイラス



学年

B3

B3

B1

M2

B1

D3

B3

B1

テーマ領域 提案テーマ 代表者名 ふりかな 学府・学部 専攻・学科

1
情報通信技術ICT
（Webﾋﾞｼﾞﾈｽを含む）
／ICT

BIM データ利⽤の先駆けとなる家具シミュレーションアプリの開
発と運⽤実験 ⼭岸 将⼤ やまぎし しょうだい ⼯学部 建築学科

アイデア・バトル2019 1st  採択者⼀覧 （応募総件数 15件)

4 その他 ⾃分の⼼に（物理的に）触れられるウェアラブルメンタルヘルス
デバイス“Cocochi” ⽥中 孝佳 たなか たかよし 総合理⼯学府 ⼤気海洋環境システム学専

攻

5
情報通信技術ICT
（Webﾋﾞｼﾞﾈｽを含む）
／ICT

「預ける版フリマ」による空きスペースの共有 宮崎 凌 みやざき りょう 経済学部 経済・経営学科

経済学部 経済・経営学科

3
情報通信技術ICT
（Webﾋﾞｼﾞﾈｽを含む）
／ICT

公共交通機関内における広告収⼊に基づくwi-fi提供サービス 池上 慶悟 いけがみ けいご 経済学部 経済⼯学科経済⼯学科

2 その他 ⼀⼈旅案内誌・サイトによる地域活性化促進 古川 拓⾺ ふるかわ たくま

8 その他 最適なモチベーション提供 志呂威 帆迅 しろい はんす 法学部 法学科

総合理⼯学府 量⼦プロセス理⼯学専攻

7 その他 ⼿話の逆引き辞典 墨⽥ 知世 すみだ ちせ 芸術⼯学部 ⼯業設計学科

6
情報通信技術ICT
（Webﾋﾞｼﾞﾈｽを含む）
／ICT

Smart Position Notifier for A Healthy Body Fahed Elsamnah Fahed Elsamnah

九州⼤学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC)



学年

B1

B2

B3

B3

B4

B4

M1

D1

3

4

5

1

2 建築学科

専攻・学科

芸術情報設計学科

いのうえ  そうた

機械航空⼯学科機械⼯学
コース

環境設計学科

経済⼯学科

安価で創意に富んだおもちゃのような家具の製作、販売 岸川  明⾹⾥ きしかわ  あかり 芸術⼯学部

個別化医療時代に向けた、多因⼦疾患の治療最適化モデルの構築 井上  聡太

6

7

8

⾼性能銀ナノ微粒⼦インクを⽤いた「切り貼り可能な透明フィルム型電源コード」の
開発・販売 千葉  佳祐 ちば  けいすけ 理学府

セルフメディケーション達成のための、オンライン・ファーマシー事業 松原  由造 まつばら  よしぞう 薬学府

九州⼤学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC)

電気情報⼯学科

経済学部

次世代の⽣体認証を⽤いた利便的⾼度物理セキュリティシステムの提供 吉野   弘毅 よしの  こうき ⼯学部

化学

創薬科学専攻

提案テーマ 代表者名 ふりかな 学府・学部

浅海底の３Dマップ 冨⽥  真以 とみた  まい 芸術⼯学部

iOSが備える「AR計測」の機能を⽤いた空間のL×W×H計測と、その空間にぴった
りの家具を提案してくれるアプリ ⼭岸  将⼤ やまぎし  しょうだい ⼯学部

デジタルとアナログを融合させたプログラミングを学べるスマートトイ 松本  忠⼤ まつもと  ただひろ ⼯学部

アイデア・バトル2018 2nd 採択者⼀覧    （応募総件数15件）



学年

B1

B2

B4

B4

B4

B4

B4

B5

M1

M1

D2

D3

5

※6

※7

松浦  悠平 まつうら  ゆうへい ⼯学部

アイデア・バトル2018 1ｓｔ 採択者

2

3

4

8

9

※
10 学⽣クリエイターによるテクノロジーとデザインの融合したまちづくり 宮⽥  和弥 みやた  かずや 芸術⼯学府

ひぐち  ゆうき 経済学部

※
11

12

※のチームは、C&C2018応募から採択したチームです。

1

Magic music box Hyunho  Kim きむ  ひゅんほ IUPE Agriculture Bioresource and
Bioenviroment

グループデートマッチングアプリ「Utagaki(仮)」 髙橋  遼 たかはし  りょう

安國  鉄平 やすくに  てっぺい ⻭学部 ⻭学科

プログラミングによる課題解決能⼒を持つ⼈財の育成

提案テーマ 代表者名 ふりかな 学府・学部 専攻・学科

アプリリクエスト 松本  悠椰 まつもと  はるや 理学部 物理学科

地球環境⼯学科

全天球カメラとディープラーニングを⽤いたAI⻭科診断アプリの開発 ⾦⾕  勇希 かなや  ゆうき ⻭学部 ⻭学科

Shopbot（CNCミリシングマシン）を利⽤した住環境・まちづくりへの取り組み ⽮野尾  左⼭ やのお  さざん ⼯学部 建築学科

“やりたい”が集まるWebメディア「ファンラボ」 樋⼝  佑樹

デザインストラテジー専攻

集中⼒維持システムを導⼊した⾃習室の構築・検証 ⽵内  啓⼈ たけうち  ひろと システム⽣命科学府 システム⽣命科学専攻

“先延ばし”を解決するための対話型カレンダー&ToDo リストアプリケーション 董  欣 とう  きん 地球社会統合科学府 地球社会統合科学専攻

九州⼤学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC)

経済⼯学科

インドへの⼦供向けプログラミング教室導⼊ 志村  朋⼈ しむら  ともひと システム情報科学府 情報知能⼯学専攻

⼯学部 電気情報⼯学科

健康⽇本を担う将来世代の教育絵本づくり  〜予防医療を広める⻭学⽣の積極
的実践〜



学年

B4

M1

D5

提案テーマ 代表者名

システム⽣命科学専攻

ふりかな

アイデア・バトル2017 spring  採択者
学府・学部 専攻・学科

1 Big Future プロジェクト 冨永  晃輝 とみなが  こうき 医学部 医学科

2 地図型アプリケーションを利⽤した伝統⾷⽂化の継承に関するデータベース作成 新⼭  慎太郎 にいやま  しんたろう システム情報科学府

九州⼤学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC)

佐藤  ひかり さとう  ひかり システム⽣命科学府

情報学専攻

3 九⼤版  ライドシェアアプリケーションの開発



学年

B2

B1

B2

M1

D2

Research
Student

M2

B3

M1

B4

2

3

ビッグデータ（統計解析） バドミントン初⼼者に提供する練習効率化アプリ 吉⽥  起基 よしだ  ゆうき 経済学部

7

8

9

4

5

6 情報通信技術ICT（Webﾋﾞ
ｼﾞﾈｽを含む）／ICT Mobility service for the elderly Nuren Abedin

情報通信技術ICT（Webﾋﾞ
ｼﾞﾈｽを含む）／ICT Virtual “Bottle keep” System 王  シンシン

⾦川  久美⼦情報通信技術ICT（Webﾋﾞ
ｼﾞﾈｽを含む）／ICT

挽きたてコーヒーが研究サポートに!  九⼤珈琲と研究活動⽀援
のライブラリー創出

Mehdi Hasan

⽝を散歩してほしい⼈と散歩したい⼈のマッチングサービス「お散
歩わんわん」 中⼭  昌俊

1

アイデア・バトル2017 採択者⼀覧    （応募総数12件）
テーマ領域 提案テーマ 代表者名 ふりかな 学府・学部 専攻・学科

アグリ／ヘルスケア／
Agriculture／ HealthCare IOTで⻭科医療を変える。 松本  忠⼤ まつもと  ただひろ ⼯学部 機械航空⼯学科  機械コー

ス

Information Science

理学部 数学科

おう  しんしん 統合新領域学府 ユーザー感性学

経済経営学科

情報通信技術ICT（Webﾋﾞ
ｼﾞﾈｽを含む）／ICT 次世代ＳNSの開発 清⽔  淳史 しみず  あつし 芸術⼯学部 芸術情報設計学科

グリーンテック BIOTECHNOLOGY APPLICATION FOR ENHANCED
OIL RECOVERY/GHANA Eric Ansah Eric Ansah EARTH RESOURCE

ENGINEERING

アグリ／ヘルスケア／
Agriculture／ HealthCare Healthy Data - Healthy Life メディ ハサン Advanced Information

Technology

Advanced Information
Technologyヌレン  アベディン

Graduate School of
Information Science and
Electrical Engineering

経済経営学科

九州⼤学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC)

10 情報通信技術ICT（Webﾋﾞ
ｼﾞﾈｽを含む）／ICT ファストパストイレアプリ 重信  和宏 しげのぶ  かずひろ 経済学部

かねかわ  くみこ 統合新領域学府 ライブラリーサイエンス専攻

その他  （ペット業界における
シェアリングエコノミー） なかやま  あきとし



学年

B1

B1

B1

B2

B1

B2

B2

松本  崇⼈

アイデア・バトル2016 2nd  採択者⼀覧    （応募総数12件）

まつもと  たかと 21世紀プログラム なし

6 アグリ／ヘルスケア コラボ・ドナーカードによる臓器移植意思表⽰の⽅法改善と普
及 ⼩出  啓介 こいで  けいすけ 医学部 医学科

テーマ領域 提案テーマ 代表者名 ふりかな 学府・学部 専攻・学科

1 地⽅再⽣ 志賀島の地域活性化 北川  夏⼦ きたがわ  なつこ 農学部 ⽣物資源環境学科

2 コマーシャル活動 わくわくTシャツプロジェクト

経済・経営学科

4 情報通信技術ICT（Webﾋﾞ
ｼﾞﾈｽを含む）／ICT ⼈⼯知能秘書mine 相良  郁也 さがら  ふみや 21世紀プログラム なし

5 ライフスタイル 九⼤⽣が九⼤に誇りを持てる場づくり ⽵下  はるか たけした  はるか 農学部 ⽣物資源環境学科

3 情報通信技術ICT（Webﾋﾞ
ｼﾞﾈｽを含む）／ICT 履修登録⽀援サイト 近江  啓紀 おおみ  ひろき 経済学部

⽣物資源⽣産科学コース農
政経済学分野

九州⼤学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC)

7 観光振興、⾷農教育と地域活
性化 九⼤⽣が⾃然を楽しみ、農林⽔産業を応援する仕組みづくり 松原  ⾥紗 まつばら  りさ 農学部



学年

B3

B2

B1

B4

D2

B3

B3

国⽴⼤学法⼈九州⼤学  ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC)

アイデア・バトル2016   1st   採択者⼀覧      （応募総数7件）
提案テーマ

島を丸ごと猫カフェに

スタートアップ紹介メディアの作成

九⼤アプリ

テーマ領域

その他︓地域振興と環協保全

その他︓メディア作成

情報通信技術ICT（Webﾋﾞ
ｼﾞﾈｽを含む）／ICT

学府・学部 専攻・学科

1 多伊良  夏樹 化学科

2 相良  郁也 ２１世紀プログラム ２１世紀プログラム

Doctor Bookings

国際交流で町おこし

減らせ⼼臓突然死︕〜あなたが繋ぐ、命のバトン〜

情報通信技術ICT（Webﾋﾞ
ｼﾞﾈｽを含む）／ICT

情報通信技術ICT（Webﾋﾞ
ｼﾞﾈｽを含む）／ICT

その他︓国際交流と町おこし

その他︓教育訓練

⼯学部 地球環境⼯学科

4

代表者名

3 清⽔  淳史

理学部

原⽥  ⼤輔 ⼯学部 電気情報⼯学科

5 Ahmad Syahrin Idris Interdisciplinary Graduate School of
Engineering Sciences

Applied Science for
Electronics and
Materials

6 藤島  悠貴 医学部 医学科

7 ⼭津  ヒカリ 医学部 医学科

授業の評判を集めたスマホアプリによる新たなエコシステム構築



学年

2

2

4

5

3

⼤径⽊市場を活性化する

アイデア・バトル2015   2nd Battle 採択者 ⼀覧 （応募総数６件）

2 情報通信技術ICT（Webﾋﾞ
ｼﾞﾈｽを含む） PickMe 吉川  環貴

代表者名

21世紀プログラム

3 情報通信技術ICT（Webﾋﾞ
ｼﾞﾈｽを含む）

テーマ領域 提案テーマ 学府・学部 専攻・学科

1 アグリバイオ／ヘルスケア 「医療×栄養」、糖尿病予防となる⾷品の開発 ⼭本  真輝 医学部 医学科

岩⽥  皆⼦ 21世紀プログラム

4 アグリバイオ／ヘルスケア ⻭ブラシの新しいカタチへの挑戦 原⽥  有理⼦ ⻭学部 ⻭学科

5 その他︓地域社会に根差した
住居斡旋サービス ⽼⼈と若者の住居に関するマッチング ⼩⾖澤  成治 ⼯学部 機械航空⼯学科

国⽴⼤学法⼈九州⼤学  ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC)



学年

B1

D1

B3

B5

B3

⼤学⽣による防災組織の設⽴

アイデア・バトル 2015   1st Battle  採択者 ⼀覧 （応募総数１３件）

3 その他

国⽴⼤学法⼈九州⼤学  ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC)

Abu Bakarr Jalloh

上野  貴史 理学部 地球惑星科学科

4 アグリバイオ／ヘルスケア 医療イノベーションを加速させる新規 IP scoring システムの開発 ⼩出  遼平 医学部 医学科

Faculty of Engineering/ Department of Earth
Resources Engineering

Resources Production and
Safety Engineering

5 その他 OTAKUコンテンツを⽤いた国際交流法の調査 佐藤  素安 21世紀プログラム

テーマ領域 提案テーマ 代表者名 学府・学部 専攻・学科

1 その他 主観的視点からの⾳楽ライブの疑似体験 ⻄⽥  騎⼣ 芸術⼯学部 ⾳響設計学科

2 情報通信技術ICT Offline SELF E-Learning Application Tool



学年

B1

B1

M1

B2

B3

B1

D3

B3

アイデア・バトル2014  採択者⼀覧

情報通信技術（ICT)

テーマ領域 提案テーマ 代表者名 学府・学部 専攻・学科

1 情報通信技術（ICT) 洋服のレンタルビジネス ⾵間  俊⼀ 21世紀プログラム

2 情報通信技術（ICT) 既存のWebサービスを的確にユーザーにマッチさせるサービス
「サービスエリア」の開発 ⽟津  宗太郎

ARガイドマップの作成

芸術⼯学部 芸術情報設計学科

国⽴⼤学法⼈九州⼤学  ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC)

元永  愛菜 芸術⼯学府 デザインストラテジー専攻

4 ビックデータ＆アグリ／ヘルスケア ビックデータによる健康改善促進アプリ 勝⽬  拓海 理学部 ⽣物学科

5 ICT＆アグリ／ヘルスケア 『病気の推定→近隣病院の提案・応急処置などの情報提供を⾏う』ヘ
ルスケアアプリケーションの提供 ⼩⽥原  周哉 21世紀プログラム

6 アグリ／ヘルスケア 圧電素⼦を利⽤した、⽣活の中での発電 和⽥  直樹 理学部 ⽣物学科

賈 楊

3

医学系学府 医学専攻

8 その他 ドローンを⽤いた防災・事故予防システムの構築 ⼤柿  卓之 ⼯学部 エネルギー科学科

7 アグリ／ヘルスケア ⽇本の⽼⼈ホームとその介護サービスを調査


