
      学生ビジネスプランコンテスト「JUMP」書類選考通過 / セミファイナリスト発表  (※順不同)    

チーム名 プラン名 代表者名 所属 チームメンバー

musbun
学生と福祉の情報サイト「ｍｕｓｂｕｎ」

～福祉体験を通して学生と福祉施設をむすぶ～
鈴村 萌芽 椙山女学園大学

松原 哲央（日本福祉大学）

宮坂 美玖（椙山女学園大学）

Yawovi Helton（名古屋工業大学）

Search Helping blind people to find misplaced items
Alexey

Vylegzhanin

Ph.D. student at OIST.

（沖縄科学技術大学院大学）
Sergey Zobnin  (Ph.D. student at OIST. )

東北大学

未来型医療創造卓越大学院

チーム

AILE

～離れていても繋がっている

新たな家族のカタチで目指すフレイル予防～

下川 大輝 東北大学大学院

横川 裕大 (東北大学大学院)

髙橋 健吾 (東北大学大学院)

平山 英幸 (東北大学大学院)

佐藤 志保 (東北大学大学院)

門脇 水樹

(University of California San Diego, Halıcıoğlu Data Science Institute)

株式会社I co.

街のワクワクをみんなで創る！

街歩きエンターテインメント共有プラット

フォーム「LandMark」

安西 崇 奈良先端科学技術大学院大学
立花 巧樹 (奈良先端大)

山田 理 (奈良先端大)

有限会社 大桑原つつじ園
花業界を変革する 香りに特化したブランド

花酵母低アルコールカクテル
渡邉 優翔 東京農業大学 / 大桑原つつじ園

穂坂 賢 (東京農業大学 教授)

宇野 賀津子 (公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター)

西塚 笑子  (郡山女子大学)

渡邉 裕也 (東京農業大学)

吉澤 冬悟 (東京農業大学)

鵜崎 そよ(フリーランス)

株式会社YORAKU イモスクリプション 片野 倫太郎 近畿大学
森本 翔 (株式会社YORAKU役員)

政木 大輝 (株式会社YORAKU役員)

upG(アップジー) 予定を創るスケジュールアプリ『upG』 中庭 健太 大阪府立大学 浅野 竣弥 (大阪府立大学院)

モリノエビ モリノエビで昆虫食の常識を覆す 若林 快卓 立命館アジア太平洋大学

プースカフェズ
飲食店排水溝から回収した油や残査物を

二次利用！
山手 健矢 九州工業大学院

中山 智志 (北九州市立大学）

若田 あきお (九州工業大学院）

P&A
光合成細菌由来の微細藻類活性化剤

「Algae Power」の製造・販売
中畑 敏哉 崇城大学

岩井 蘭子 (崇城大学大学院)

稲田 慶后 (崇城大学)

宮坂 均 (崇城大学/教授)

eMotto
演奏楽譜の読み書き共有を万人に開放する

プラットフォーム：ParoTone
三田 真志郎 大阪大学大学院

佐藤那由多

杉本俊一 (大阪大学)

藤元大河

藤本森峰 (大阪大学)

きゅうりトマトなすび
デジタルツイン温室によるスマート農業の核

となるシステムの開発および提供
佐々木 佑介 東京大学大学院

松井 誠泰 (東京大学大学院)

石塚 達也 (東京大学大学院)

Veggie Tech Veggie Factoryーplay to ‘earn’ your veggie 趙 慧美 慶應義塾大学
池田 颯 (慶應義塾大学)

江原 貴史 (慶應義塾大学）

JTバスターズ
JTバスター（ジャンボタニシ駆除装置）の

リースサービス
岩瀬 龍之介 北海道大学工学部

西原 由宇太

石川 昇龍

エスポワール
ジャンボタニシ食害と休耕田問題を解消する

スッポン養殖ビジネス
吉實 沙希 安田女子大学

GRow 『片手で作る、循環型農業 Next Agri Cycle』 切田 澄礼 奈良先端科学技術大学院大学

坪山 智香 (立命館大学)

吉越 萌 (立命館大学)

井ノ口 環 (同志社女子大学)

栗井 春奈 (立命館大学)

ゲーム学生たち

トレーナーやボディービルダーなどのコーチン

グを売れる環境を提案するビジネスプラン

『ハッセル』

小松 丈留 日本電子専門学校 村田 真翔 (日本電子専門学校)

whicker 高齢者の孤独を解決します 山本 智一 京都大学

衣笠 公陽 (京都大学 )

野崎 悠平 (立命館大学)

中野 りお (津田塾大学)

塩見 敦 (日本新薬)

梅木 星南 (京都大学)

MicroFarm

日本初

水稲直播栽培に適したバイオ肥料キットの

製造と販売

安掛 真一郎 東京農工大学大学院

CORiGO リンゴ農家向けリモート技術サポートサービス 堀内 孝治 九州大学大学院

佐藤 愛桔 (九州大学大学院)

成清 花菜 (九州大学大学院)

吉田 昌史 (九州大学大学院)

旭川高専デジタル

メディア局
AR技術で地方へ未来を届ける無限列車 林 諒亮 旭川工業高等専門学校 川﨑 大誠 (旭川工業高等専門学校)


