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22 歳以下限定

（金）17 時必着
平成 26 年 8 月22日

応募締切

［各賞］経済産業大臣賞／

35th

※平成4年（西暦1992年）
4月2日以降に生まれた方

（日）開催
［最終審査会］日時：10月5日

経済産業省商務情報政策局長賞／CSAJ会長賞／
スポンサー企業賞 ／クラウド賞／モバイル賞など

会場：秋葉原UDX GALLERY NEXT（UDX4F）
※一般の方も聴講いただけます。

副賞付き
すべての産業、すべてのサービスはプログラミングによって革新が起きています。

2014
公式Facebookページ
SNSで
http://www.facebook.com/u22procon
情報
発信中！ twitter で フォロー ➡ @u22procon

若者にプログラミングの機会を与え、日本の未来を創るU-22プログラミング・コンテスト。
たくさんのご応募お待ちしております。 実行委員長・サイボウズ株式会社

株式会社オービックビジネスコンサルタント

http://www.u22procon.com
首都圏コンピュータ技術者株式会社

賛

日本事務器株式会社

プラチナスポンサー

日本マイクロソフト株式会社

ハンズラボ株式会社

株式会社豆蔵ホールディングス

ゴ ールドスポンサー（ 五 十 音 順 ）

株式会社インテリジェント ウェイブ
トレンドマイクロ株式会社

青野 慶久

応募要領・宛先など詳細は「U-22プログラミング・コンテスト」Webサイトへ！

協

サイボウズ株式会社

代表取締役社長

ピー・シー・エー株式会社

シル バ ースポンサー（ 五 十 音 順 ）

ニフティ株式会社

ネクストウェア株式会社

コーエーテクモホールディングス株式会社
株式会社フォーラムエイト

L I N E 株式会社

ブ ロンズ スポンサー（ 五 十 音 順 ）

■主催：U-22プログラミング・コンテスト実行委員会 ■後援：経済産業省、総務省、文部科学省、独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）
、一般社団法人情報処理学会
（IPSJ）
（A.JITEP）／ 一般社団法人 情報サービス産業協会(JISA) ／ 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会
（JIPDEC）／ 一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会
（JUAS）／
■協力団体：特定非営利活動法人 ITジュニア育成交流協会
一般社団法人 コンピュータエンターテインメント協会
（CESA）／ 一般社団法人 日本オンラインゲーム協会（JOGA）／ 一般社団法人 日本教育情報化振興会
（JAPET&CEC）／ 一般社団法人 全国地域情報産業団体連合会
（ANIA）
■問合せ：U-22プログラミング・コンテスト運営事務局 TEL : 03-6435-5991 FAX : 03-3560-8441 e-mail : u22-info@csaj.jp
■運営事務局：一般社団法人コンピュータソフトウェア協会
（CSAJ）

熱戦必至の「プロコン」
、開催！
今年からU-22に応募資格が拡大された「プロコン」、経験は一切不問。
日本の次世代を担うプログラマーによる熱き闘いに、キミも参戦してみないか!

2013 年度

受賞作品

秀作ぞろいの 2013 年度。これらを超える作品を目指せ！

詳しくは、WEB をご覧ください。
※受賞者の記載内容は2013年度受賞時のものになります。

経済産業大臣賞

経済産業省商務情報政策局長賞

Arrow Judge 矢倉 大夢

Cuick 新美 和生

JISIN GETTER 大谷 孟宏

Either Either制作チーム 立野 達也／西澤 恭平

Fulyn 佐藤 雄太

タッチくん タッチ君鉄道運輸部 赤松 龍寛／小菅 裕太

Labアルデ 羽生 徹

ポイッとメッセージ 香川県立坂出商業高等学校ビジネススキル部

〜もしもの時の安心アプリ〜 SHelper(シェルパー)
プロジェクトチーム SAFE(せーふ)
佐々木 康汰／白幡 祐士／浅野 恵汰／樋口 優太

香川県立坂出商業高等学校

学校法人灘育英会 灘高等学校 普通科 2年

鈴鹿工業高等専門学校 電子情報工学科 3年

学校法人聖学院 聖学院中学校 2年

学校法人新潟総合学院 新潟コンピュータ専門学校

学校法人開成学園 開成高等学校 普通科 1年
福島県立郡山北工業高等学校 情報技術科 3年

宮城県工業高等学校 情報研究部

学校法人電子学園 日本電子専門学校 高度情報処理科

久保 洸貴／土井 康裕／萱原 佑紀／岡川 瑞希

和魂漢才 Let's learn enjoy!

CCH-IPC-A(千葉県立千葉商業高等学校 情報処理部A班）
鈴木 優太／髙橋 佑太／赤羽 諒真／木村 将太／武藤 祐佳里
千葉県立千葉商業高等学校 情報処理部

今年から、CSAJ 会長賞、スポンサー企業賞、クラウド賞、モバイル賞が追加！
クラウド型プラットフォームが利用可能

（五十音順）

クラウド提供社名

プラットフォーム名

cloudpack powered by AWS（アマゾン データ サービス ジャパン株式会社、アイレット株式会社）

Amazon EC2 サーバ

さくらインターネット株式会社

さくらのクラウド

GMO クラウド株式会社

GMO クラウド Public ALTUS または Photon Cloud

株式会社セールスフォース・ドットコム

Heroku

ニフティ株式会社

NIFTY Cloud または NIFTY Cloud C4SA

日本マイクロソフト株式会社

Microsoft Azure

ご利用については、U-22 プログラミング・コンテスト WEB サイトで確認してください。

資料請求申込書
下記□欄の必要な
ものに✓
（チェック）
を入れてください。

申込者名
送付先

ポスター

TEL:

メルマガ登録

学校

〒
自宅
（いずれかをチェック）

FAX:

E-mail:
U-22プログラミング・コンテストに関する内容やスポンサー企業からのお知らせなど、WEBサイトの更新情報
とともに最新情報をお届けいたします。是非ご登録ください。https://www.csaj.jp/u22mailmaga/index.php

応募の詳細・最新情報は「Ｕ−２２プログラミング・コンテスト」Ｗｅｂサイトへ！
運営事務局

fax:03-3560-8441

所属学校名

応募要領

※ポスターを掲出いただける場
合は、両方に✓を入れてください。

このまま切らずにお送りください。

http://www.u22procon.com

〒107-0052 東京都港区赤坂1-3-6 赤坂グレースビル4階
U-22プログラミング・コンテスト運営事務局 一般社団法人 コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)
TEL:03-6435-5991 FAX:03-3560-8441 E-mail:U22-info@csaj.jp

（本案内の記載内容は平成26年4月現在の情報です）

