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【コンテスト実施概要】

• 日程：
　　　2021年11月26日（金）、27日（土）、12月5日（日）

• 参加者数：
　　　380名　

• 参加チーム数：
          65チーム

• 予選通過率：
           全参加チーム合計：23％

• 参加者所属大学：

北京工業大学，西南財経大学，南開大学，済南大学，ジョージ・メイソン

大学，江西財経大学，南京農業大学，中国医科大学，臨沂大学，山東工商

学院，西北工業大学，中央财経大学，京都大学，爱媛大学，南京航空航天

大学，華南理工大学，アモイ大学，広東工業大学，東南大学，青島大学，

奈良先端科学技術大学院大学，中国政法大学，上海大学，マハーサーラカ

ーム大学，パリ高等電子学院 ，広島大学

• 参加者出身・地域：
日本・中国・タイ・ギニア・パキスタン・ベンガル・ネパール
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審査員（予選）11月27日（土）

氏名 役職 所属

高瀬　進 審査員 （一社）日本エフェクチュエーション協会　
理事　

福田　若菜 審査員 BizWorld Japan(IKIRU LLC.)   共同創業者  

銭　学鵬 審査員 上智大学 地球環境学研究科   教授

林　廣茂 審査員
元同志社大学ビジネスクール 教授
西安交通大学      客員教授  
（一社）事業継承学会　 名誉会長

黄   俊凯 審査員 Sunhope Venture Capital　
エンジェルファンド マネージャー
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審査員（決勝戦）12月5日（日）

氏名 役職 所属

稲垣　繁博 審査員 京都商工会議所 常務理事 

竹口　尚樹 審査員 京都信用金庫 　常務理事 

河野　慎吾 審査員
京都銀行グループ　　　　　　　　　　　　
京銀リース・キャピタル株式会社　　　　　
投資部　部長代理　 

萩原　孝一 審査員 京都市産業観光局 
産業イノベーション推進室 室長

松浦　太郎 審査員 （一社）京都知恵産業創造の森　　　　　　
産学公連携推進部長　 

福田　若菜 審査員 BizWorld Japan(IKIRU LLC.)   共同創業者  

佐々木 智一 審査員 （一社）京都試作ネット 代表理事 

三ツ木 隆将 審査員 Three trees design デザイン カタリスト 
TEDxKyoto ライセンス＆オーガナイザー

牧野　直史 審査員
JETRO　デジタルマーケティング部
デジタルマーケティング課
デジタルテックコンテンツ事業班 主幹　

スシ スズキ 審査員 京都工芸繊維大学　准教授
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スケジュール
日程 時間　 内容 開催場所

11月26日
（金）

13:00
-

15:30

13：00～14：00
主催者挨拶・ガイダンス

共催者アナウンス
【京大オリジナル株式会社　鬼頭　巧実】

共催者ガイダンス
【JETRO京都　Joseph　Kyoda】

14：00～15：30 講演会
高瀬　進博士

（一社）日本エフェクチュエーション協会　
理事　

京都大学 
国際科学イノベーション棟
シンポジウムホール 

予選
11月27日

（土）
（参加必須）

10:00
-

16:30

10：00〜10：10
開会挨拶＆審査員紹介

京都経済センター　7階
京都商工会議所　会議室

10：10〜16：00
プレゼンテーション（15チーム）　

16：00〜16：30　
結果発表

決勝戦　　
12月5日
（日）

（参加必須）

10:00
-

17:00

10:00〜10：05　
スタート

京都リサーチパーク
アトリウム 

10：10 〜10：15
主催者代表あいさつ

【委員長　生田　泰宏】
　

共催者代表あいさつ　
【京都リサーチパーク株式会社　
代表取締役社長　小川　信也】

審査員紹介

10：15〜 16：00
プレゼンテーション（10チーム） 

16：30〜17：00　
 表彰式

KYOTO International Entrepreneurship Contest for University students 2021 online



12月5日　決勝戦

表彰式に京都商工会議所　常務理事　稲垣 繁博様より審査委員代表挨拶し、　
閉会式には、京都市産業観光局　地域企業イノベーション推進室長　
萩原 孝一様よりご挨拶されました。

賞状授与式ゲスト：
京都商工会議所　    常務理事　稲垣 繁博氏
京都市産業観光局    産業イノベーション推進室長　萩原 孝一氏
京都リサーチパーク株式会社　代表取締役社長　小川 信也氏
京都知恵産業創造の森　産学公連携推進部長　松浦 太郎氏
京都試作ネット　代表理事　佐々木　智一
京都信用金庫　常務理事　竹口 尚樹氏
京都銀行グループ　京銀リース・キャピタル株式会社　
                               投資部　部長代理　河野 慎吾氏
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12月5日　表彰式
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一等賞
・京都市長賞 （副賞　賞金30万円）
　南京農業大学（中国）
「Third Party Testing Service for Pet Health」

二等賞
・京都リサーチパーク賞（副賞　賞金20万円）＊重複受賞
 　南京航空航天大学（中国）・パリ高等電子学院（フランス）
「VISLIP——Indoor Visible Light Positioning System Innovator for Industrial 4.0 
Internet of Things」

三等賞
・京都信用金庫賞（副賞　賞金10万円）　
　京都大学（日本）
「Get healthier, and receive a full refund+α!」

・京都知恵産業創造の森賞（副賞　賞金10万円）
　奈良先端科学技術大学院大学（日本）
「3D AIO (A new generation of near-eye light field VR/AR equipment)」

・京都試作ネット妾（副賞　賞金10万円）＊重複受賞
　 南京航空航天大学（中国）・パリ高等電子学院（フランス）
「VISLIP——Indoor Visible Light Positioning System Innovator for Industrial 4.0 
Internet of Things」

・大学生グローバルベンチャーコンテスト実行委員会委員長賞（副賞　賞金10万円）
　マハーサーラカーム大学（タイ）
「 Buffalo Halloumi Cheese」

特別賞
・京都商工会議所K-CAP賞 （起業サポート　副賞　賞金10万円）
　京都大学（日本）
「Get healthier, and receive a full refund+α!」

・JETRO京都賞（スタートアップビザ支援）＊重複受賞
　奈良先端科学技術大学院大学（日本）
「3D AIO (A new generation of near-eye light field VR/AR equipment)」

最終結果
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参加者の起業状況：

起業した学生団体の資金調達総額が7億円を超えています。
（＊2021年12月現在）

No 分野 参加者所属大学 参加者国籍 概要

1 Eスポーツ 日本 中国

参加者は在学中に起業したEスポーツの会社
です。現在日本国内最大級のeスポーツ施設
であり、日本国内のトップレベルのEスポー
ツ大会も運営します。

2 IT 日本 日本

ロボットアプリケーションの開発やロボット
導入支援等を行っている。現在ソフトバンク
グループの子会社向けの介護用のロボットア
プリを開発しています。

3 ドローン 中国 中国 ドローンを利用して、地形の検査を行うサー
ビスを提供しています。

4 サービス 日本 日本

新しいスタイルの成人式 を企画・運営して
います。2020年以降、外国人を支援のため、
日本で不動産賃貸や購入時のトラブル回避の
ため、新しいサービスを提供しています。

5 材料 シンガポール 中国 船体船底の特殊塗料を開発しています。

6 IT 日本 ウクライナ 妊婦の健康状況を監視するためのアプリケー
ションを開発しています。
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大学生グローバルベンチャーコンテスト実行委員会

                          〒612-0029　

                          京都府京都市伏見区深草西浦町六丁目79-5

　　　　　　　 TEL: 075-286-3930   Email: info@kyoto.academy 
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