
回 年　　度 キャッチコピー 開催地 主幹校 応募部門 予選通過部門 宇部高専出場タイトル名 全国成績（特別賞等含む） 指導教員 備　　考

1 平成２年度 やる気と脳にいい汗かこう 京都市

1990

2 平成３年度 大胆していいよ 大分市

1991

3 平成４年度 やさしさは技術から 仙台市

1992

4 平成５年度 やさしさは技術から 名古屋市 豊田高専

1993

5 平成６年度 ええ！コンピュータって、 富山市 富山商船高専

1994 こんなことができるの！！

6 平成７年度 ええ！コンピュータって、 函館市 函館高専

1995 こんなことができるの！！

7 平成８年度 コンピュータにKISSできる？ 北九州市 北九州高専

1996

8 平成９年度 絢爛ゴーカイ、技術の祭典 長岡市 長岡高専

1997

9 平成10年度 ルネッサンスの予感 明石市 明石高専

1998

10 平成11年度 若きブレインによる新世紀 呉市 呉高専

1999 への序章

11 平成12年度 技術はミレニアムを超えて 津市 鈴鹿高専 課題部門 生態系シュミレータ 敢闘賞 屋附　秀司

2000

12 平成13年度 人ねっと創造＠IT新世紀 鶴岡市 鶴岡高専

2001

13 平成14年度 あいであ百万石 金沢市 石川高専

2002

14 平成15年度 汗とアイデア二刀流 八王子市 東京高専 課題１，自由２ 自由部門 インタラクティブビデオシステムエンタくん 敢闘賞 櫻井　建成

2003 競技１ 競技部門 はこのひらき 特別賞 屋附　秀司

15 平成16年度 アイデアを潮風にのせて 新居浜市 新居浜高専 課題１，自由１ 自由部門 速報！曲の広辞苑 敢闘賞 武藤　義彦

2004 競技１ ハミングからの楽曲検索・作曲

競技部門 ざ・Seiretsu 田辺　誠

16 平成17年度 きみのハートは１００G 米子市 米子高専 課題１，自由１ 自由部門 ３D－Mouse 審査員特別賞 内堀　晃彦

2005 （がいな）Hz！ 競技１ 高次元型新世代ワーキングマウスの提案

競技部門 こころん 田辺　誠

17 平成18年度 「広がる思い水平線を越えて」 ひたちなか市茨城高専 課題１，自由１ 競技部門 UZAS 田辺　誠

2006 競技１ －あんりみてっど　ぜろたいむ　あんさー　しすてむ-
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18 平成19年度 「天守閣　めざすアイデア 津山市 津山高専 自由１，競技１ 競技部門 オレンジ 文部科学大臣賞　優勝 江原　史朗

2007 愛いっぱい」

19 平成20年度 ｢掘り起こせ！未知なる能力
パワー

｣ いわき市 福島高専 課題１，競技１ 課題部門 ホワイトフィルタ 敢闘賞 江原　史朗

2008 競技部門 機動七課 田辺　誠

20 平成21年度 集まれ手作りの未来たち 木更津市 木更津高専 課題１，自由１ 競技部門 ロコール 田辺　誠

2009 ―海を越え！翔けろ！橋になれ！― 競技１ 江原　史朗

21 平成22年度 集えプロコン！IT維新の志士たち 高知市 高知高専 課題１，競技１ 競技部門 常盤が動く時は 田辺　誠

2010

22 平成23年度 KIZUNA2011 舞鶴市 舞鶴高専 競技１，課題１ 競技部門 GAIST 準優勝 田辺　誠

2011 課題部門 旅クエスト 武藤　義彦

23 平成24年度 プロコンやるバイ!元気にするバイ! 大牟田市 有明高専 競技１ 競技部門 常盤は賽を振らない 文部科学大臣賞　優勝　 田辺　誠

2012 情報処理学会若手奨励賞

24 平成25年度 いでよ!新時代のICTカムイ! 旭川市 旭川高専 課題１，競技１ 競技部門 常盤の賽断－領域超越の神経論理回路－ 敢闘賞 江原　史朗

2013 課題部門 ハートコンタクト－時計でつながる心とココロー 敢闘賞 田辺　誠

25 平成26年度 とどけよう、イーハトーヴの風 一関市 一関高専 課題１，競技１ 課題部門 SKcAP-空から支える復興支援- 敢闘賞 田辺　誠

2014 ～僕らが創る希望郷～ 競技部門 Puzzle & Procons 敢闘賞 江原　史朗

26 平成27年度 発想（つの）だせ!技術（やり）だせ!ずくだせ! 長野市 長野高専 競技１ 競技部門 　ワンダープロコン 敢闘賞 江原　史朗

2015

27 平成28年度 輝く真珠は僕らの発想(アイディア) 鳥羽市 鳥羽商船 競技１ 競技部門 メガ欠片ワクイレルシュート 敢闘賞 江原　史朗

2016

28 平成29年度 ＩＴ志士たち，よーけ集まるであります周南市 大島商船 競技１ 課題部門 車椅子の王子様 江原　史朗

2017 競技部門 Unityで切り開く明るいプロコン競技部門 敢闘賞 江原　史朗
28 平成30年度 ITの未来はここにあるでないで！ 阿南市 阿南高専 競技１ 競技部門 司令塔の指示を優先する？ 江原　史朗

2018 さてはオメー人力だな


