
受付
番号

タイトル（テーマ） 学部・学科等 代表者氏名 代表者以外のメンバー

1 モバイルバッテリーロッカー 経済学部経営学科 野口冴輔 内尾俊介、Pham Thi Phuong dieu、趙仁静、張可

2 いまっぷ 経済学部経営学科 斎田りな 小嶋健太、金憲輝

3 履修が楽になるサイト“TUtopia” 経済学部国際経済学科 石川依知那  斎田りな、藤田海、井上涼太

4
学生のニーズを具現化する学割総合プラットフォーム
『NEST』

経済学部経営学科 荻野護彪

5 「日本文化のオーダーメイド動画を世界各国に」 文学部日本文化学科 渋澤宗作 工藤玲奈

6 Café “Conest” 経済学部経営学科 池野睦 牧野蓮

7 【ソッコー】新歯みがきガムタイプ
外国語学部（2019年度卒業
生）

塩浦美紀

8 コロナ禍での出会い 経済学部経営学科 田中宏樹 寺岡諒、笹本諒

9 ぞうきマンとあそぼう
医療技術学部スポーツ医療学
科

寺田 瑞輝
遠藤昌輝,、清水敦貴、 水原愛佳、 樟山裕樹、 髙橋梨
華、小川果梨、飯田紗衣、野田千夏、松村千帆

10 HY Sports apply
経済学研究科　経営学専攻
MBAコース

ZHANG XI（张茜）

11 「MIMULUS Café & Bar 経済学部経営学科 坂下まみ 徳弘奈津希

12
「理想の自分へ，楽しみながら運動習慣を身に付け
る」

文学部心理学科 鈴木貴之

13
「学生をメインとしたスキルのフリーマーケット
“SUKIMA”の実現化」

経済学部経営学科 飯妻愛 佐野美月

14
スポーツ推進基金を活用した野球を楽しめる公演環
境の構築

経済学部 経済学科 富山倫太郎

15 キャップ分別 文学部 岡田陽向

帝京大学ビジネスアイデアコンテスト　エントリー一覧



16 KutsurogiCafe 経済学部経営学科 栗原基気

17 お昼休みのコンビニ・食堂の混雑を緩和する！ 経済学部経営学科 庭山潤生 青井遼樹、森実光、横山隼人

18 発電遊具 法学部法律学科 森戸悠貴

19 「学食のサブスク化について」 経済学部経営学科 南谷友紀 宮川あかね、有賀夏生、福崎勇太朗、飯妻愛

20 帝京大学駅を作ろう！！ 経済学部経営学科 須崎絢也 川奈浩志、奈良原璃玖、神山慶悟、吉田蓮

21 シュルン【Shu-run】 経済学部経営学科 今井裕基 清水八都、持田野乃、竹内裕喜

22 Home Coming Day 経済学部国際経済学科 山本夏凜 Park Jiwon、野口実のり

23 農家のコンカツ応縁談 文学部社会学科 伊澤慧

24 LMS（アプリ版） 経済学部経営学科 渡邉黎 山條遥輝

25 自転車のハンドルとサドル部分から温風が出る 経済学部経営学科 齊藤英希

26 学生用課題管理アプリ 経済学部 佐藤豪 石丸英人、川鍋優太、海老澤光

27 帝京大学×部活×スポーツ教室 経済学部 長野来未 杉岡美沙季、武山英史、池田理沙、小浦方玲音

28 ペットの一時預かり 経済学部経営学科 栗原明日美

29
買い物がスムーズにできるAI 機能を導入した買い物
カゴとカート！！

経済学部 星野光輝 羽入田大雅

30 帝京大学に＂昼寝＂の場を作りたい！！ 文学部 佐藤千夏

31 帝京Movie Theater 経済学部経営学科 武井幸太朗 田口宏樹、原山颯太

32 スプーン要らずの計量キャップ 経済学部経済学科 伊藤亜弓 竹田海人、八木下陽、シュウテンシ

33
『学食の営業時間拡大による新たなサービスの提
供』

経済学部 唐木雅人 オウセイキ、小川僚介、中村悠人、荒木陸利



34 音の鳴らないコップの提案 経済学部経営学科 奥本侑

35 手を使わないで開ける「踏みドア」 経済学部 鈴木真生

36
一人からでも気軽に休める憩いの場として1人用の机
と椅子をソラティオ内に設置する。

経済学部 石北希美 小林哉太、二村光太、石垣智将、森川絵里加

37 オリーブを加えたハト 文学部心理学科 阿蘇晃司

38 帝京大学公式アプリ 経済学部経済学科 川内涼稀 坂口裕哉、山岸裕亮、菅野愁平、紺野悟志

39 胃を大きくすることで、食を楽しみ、理想の体型へ 経済学部経営学科 栗田侑季

40 愛されキャラへ！！ 経済学部 末田帆香 小杉崚

41 「遊びたいを、スムーズに」暇ッチング 経済学部 座間健太朗 臼井拓海、小嶋健太、武井幸太朗、新井翔天

42 日常にもっと芸術を 経済学部 雨宮孝太郎

43 カップヌードルの蓋の形状、新たな固定方法 経済学部経済学科 宮本祥吾 石毛隆明、北井月乃

44 【 Anyone Can Say（誰でも発言）】 経済学部観光経営学科 橋本泰成 橋本大成、目黒悠輝、白井怜弥、平木亮太郎

45 学びの場 法学部政治学科 久保田大智 小澤太己、千頭和飛鳥、高橋遥菜

46 本の貸出配送サブスクリプション 経済学部経営学科 大町航太

47
ビジネスアイデアコンテスト帝京大生のみが利用する
ことができる資格・就職特化型コミュニケーションシス
テム

経済学部 宮田紘輝 向井卓、大久保耀貴

48 大学で快適な弁当販売 経済学部 Hui Man Lok 小川新、西原芹香

49 多目的自動販売機の企画案 経済学部 宋健太郎 石井祐人、伊藤春香、石川依知那

50 癒しの空間も勉強へ 経済学部経営学科 齋藤潤 中嶋優太

51 1限を受けるメリット 経済学部経営学科 柳原紗弥



52 英語を楽しく学んでもらう 経済学部経営学科 田口晃登

53
通学バスの無償化「あったらいいなぁスクールバ
ス！」

経済学部経営学科 高松歩美

54 スーパーデリバリー 経済学部経営学科 臼井拓海 TRANTHUHA

55 消しゴムに持ち替え不要のシャープペンシル 経済学部 伊藤采花

56 発電床の導入 経済学部経営学科 匿名をご希望

57
自炊が苦手な大学生に向けての弁当宅配サービス
～in多摩市～

経済学部経営学科 前島脩斗

58 教育現場に外部人材の活用支援”複業先生”
医療技術学部スポーツ医療学
科

山口 創 澤田悠世、阿部陽平

59 「コミュニティのあるロッカーPersonal」 経済学部経営学科 中井蓮登

60 面白い大学、魅力的なキャンパス 経済学部経営学科 WANG YEHAN

61 駅集合を簡単に！ 経済学部経営学科  三森千鶴

62 お漬物プロジェクト 経済学部経営学科 立岡 陸 外谷瑛章、⻄村大輝、保坂雅士、原田優哉

63 「学生向け相談SNS」 経済学部経営学科 藤井誠 鈴木駿佑、中津原隼太、松本遼

64 『T-com実現化について』 経済学部経営学科 松﨑稜 飯妻愛

65 「帝京行きのバスの円滑化」 経済学部経営学科 川島優 高野元志

66 サステナブルバー 文学部日本文化学科 高橋遥菜 千頭和飛鳥、久保田大智、小澤太己

67 GOAT EVENT 経済学部（2020年度卒業生） 伊藤春香
石井祐人、宋健太郎、石川依知那、黒崎匠悟、篠田祥
太、札木健太朗

68 シェア自転車 経済学部経営学科 SHI WEIYU（石玮钰）

69 コレビュー（仮） 経済学部 指宿良太



70 非掲載 経済学部経営学科 犬飼京香

71 帝京大学に潜在する10,000の可能性 経済学部経営学科 千葉航平

72 Shearebrella 経済学部経営学科 小澤太己 高橋遥菜、千頭和飛鳥、久保田大知

73 場×カフェ 経済学部 大日方伶名
大日方伶名、斎田りな、西田瑞季、岡田龍弥、宮川あか
ね、岩崎優梨

74 お菓子と健康を考える 経済学部 小林龍太

75 非掲載 経済学部経済学科 菊池啓斗 今村慶悟、原一輝

76 帝京オブジェクトFundraising form 経済学部経済学科 日下勝志 師岡将磨、坂下まみ、チョウハクカン

77 構内での学生のみ利用可能なカフェの作成 経済学部経営学科 末木翔也 水島利於

78 FST
医療技術学部スポーツ医療学
科

西尾貫太
西尾貫太、八木裕二、北原颯隼、島村龍太、杉山琉汰、
戸澤暖、中村聡希、村山勇平、屋部謙仁、遠藤尊

79 テーピングの可能性 医療技術学部 鈴木竣 佐藤希、竹重柊真

80 オンデマンド型講義の良質化 経済学部経営学科 渡邊瑛二  金井佳、松崎稜

81 「15分の時間を円滑に」 経済学部経営学科 松本健太郎

82
ソラティオスクエア内トイレにおける衝突防止ミラー設
置に関する提案

教育学部初等教育学科 目黒光洋 川前優愛

83 比佐ゼミはちみつプロジェクト 経済学部 河野雄太
澤田尚、河野雄太、根岸将汰、佐々木海斗、松井悠夏、
山木楓、大山愛実、足立大成、南谷友紀、米川祐二

84 ＴeikyoDelivery 経済学部経済学科 牧野蓮 前田傑、牧野蓮

85 守るふたさん 経済学部経営学科 安藤優希

86 手作り売店 経済学部経営学科 松村瑠美花

87 大学までのバスの混雑を減らすためには 経済学部 山田和貴 松浦啓人



88 非掲載 経済学部 PHYOE WAI MYINT

89 One Morninng 経済学部 藤枝優太郎

90 非掲載 経済学部経営学科 加村和嗣 磯野海

91 帝京学生で学食やコンビニの数を増やそう！ 経済学部経営学科 三村海斗 根岸健太

92 シェアするサイクル〜通学に新たな一手を〜 経済学部経営学科 中村優斗 清水英徳、近藤大祐

93 JACK4GO 経済学部経営学科 松本修 SYAZANASALAMI

94 モバイルオーダーで学食を快適に 経済学部経済学科 濱田歩希 阿佐美、石澤、大野、濱田

95 あなたのお悩み自動販売機ちゃんに任せて！！ 経済学部観光経営学科 西田瑞季 グエンティアイン

96 UKTプロジェクト 経済学部経営学科 山田凌平

97 光る点字ブロック 経済学部 東谷嵐 臼倉麗斗

98 パウダールーム改造計画 経済学部経営学科 藤井里梨花 沼田勇羽　嶽崎尚平　中村航基　夏川戸綺奈

99 大切な人へ最後のおくりもの 経済学部 中嶋未来

100
電車で多くの人が座るにはどうしたらいいのだろう
か？

経済学部 佐藤結佳

101 「傘のレンタル化の促進」 経済学部経営学科 佐々木玲央

102 帝京大学 タクシー 経済学部 加藤聖

103 こども達とスポーツを通じて触れ合う場 医療技術学部 黒岩寿美
西村萌香、渡邉星奈、赤崎柊子、荒木香菜美、小川莉
奈、小林花奈

104 学食をキャッスレス決済に 経済学部 石原優梨奈 加力龍、宮本大椰、石原優梨奈、遠藤未菜

105 美味しい寿司を海外へ 経済学部 塚谷桐生



106 学内でおにぎりバーガー販売 経済学部 クォンジュンオ

107 街にゴミ箱を 経済学部 伊藤彰吾

108 SpiderWeb488 外国語学部 原田光基

109 ビジネスの場でも訛り・方言を改善セミナー 経済学部経営学科 関根瑞葵

110 スマートフォンを使った学生証出席確認アプリ 経済学部経営学科 小浦方玲音 山田裕貴

111 学生タクシー 経済学部経営学科 横山大夢

112 1人1マイボトルの環境対策 経済学部 白樫星陽 竜澤舜、白樫星陽、青栁光神、木下しおん

113 古着が守る環境 経済学部経営学科 志　京花 森日向

114
「大学生のための大学生（教えてもらいたいと教えた
いを繋ぐ）」

経済学部 塚本智 長嶋一、河野智紀

115 経営実習の授業 経済学部 野木亜美 佐藤直哉

116
どうすれば日本の外国人留学生を日本にもっと溶け
込ませることができますか

経済学部経営学科 ZHAOWEI（赵威）

117 「トイレ空き確認アプリ」 経済学部経営学科 後藤伶 藤田俊、増田大輔、大谷康次郎

118
サービスが終了したソーシャルゲームのストーリーを
読むことが出来るプラットフォーム

教育学部初等教育学科 鈴木陽斗

119 Tアポで始めるキャンパスイノベーション 経済学部 原田光瑠

120 喫煙所への新しい地図 経済学部経済学科 藤井優輝 三浦海斗、山口敦史

121 大人数(4人)以上で集まりたい人向けの月額制アプリ 経済学部 西川颯音 増井幹太

122 留学生交流アプリtumugi　witｈ帝京ガチャポン 経済学部 山口敦史 三浦海斗、藤井優輝



123
帝京大学内にロッカーを！〜みんなの荷物預かりま
す〜

経済学部 足立大成

木戸里咲、鈴木沙都、田中亜貴斗、原皆斗、日置あさ
み、松井悠夏、米川裕司、松坂梅衣、宮本和季、平塚美
音、宇野真理子、堀池勇輔、奥田夏帆、板垣真央、武藤
颯汰、渡辺萌映

124
ライブ当日の物販販売に事前予約制度を導入しサー
ビス向上を図る

経済学部 佐野汐音

125 DMP（ドリームマスクプロジェクト） 経済学部 大野陽

126 Silver kids 経済学部経営学科 太田大幹 川村慎太郎、中澤良太

127 メタバース×ブックスペース 経済学部経営学科 片岡壮太 柿沼拓実、JEONG JIWOON

128 主に昼食時の学食やコンビニの混雑緩和 経済学部経営学科 奥島康汰

129 スポール〜スポーツをスクールで〜 経済学部経営学科 北野裕也 大矢葵

130 決済をより便利に 経済学部 土屋楠 横川拓実、室伏誉継、岡田隼斗

131 違和感のないペースメーカーを 経済学部 匿名をご希望

132 スケートボードはどこでやるべきか 経済学部経営学科 橋本 直人 大崎空、二宮早貴

133
喫煙所　警備の強化・タバコに関する法律の改定or
強化

経済学部 東泰正 高島怜慈、岡本亮成、上村朋弥、根本豪太、天田剛規

134 Teikyo Eats 経済学部 大嶺亜莉珠

135
若者にオーガニック食品の店舗に足を運んでもらい
やすくするには？

経済学部経営学科 勝又渓斗 経済学部・奥光子郎、文学部日本文化学科・成瀬輝友

136 より良いカフェ活を 経済学部経営学科 神作明寿香

137 マイナースポーツを活用した地域交流 経済学部 森藤彩音　 岩田兼征

138 オンライン授業アプリ 経済学部 小澤春樹

139 各階に食品自動販売機を設置する 経済学部経営学科 古澤俊介 松平健児、田中海大



140
「将来の選択肢を増やす」大型商業施設における職
業体験

経済学部 長嶋一 塚本智、河野智紀

141 百貨店等の駐車場代の無料化 経済学部 吉末佳祐

142 Teikyo University　flea market 経済学部 原田多恵 植木優斗、根岸大河、町田颯汰、金田真美

143 レンタルロッカー 経済学部 黒川英紀
畠山爽弥、小寺啓太、矢田部拓斗、黒川英紀、河元慶
大

144 サントリー×帝京大学〜学内の水&お茶をタダに〜 経済学部経営学科 吉田麻人 落合雄太、柴田真子、清水翔、山崎百華、峯村翔

145 その言葉に「おもいやり」ありますか 経済学部 遠藤陽 佐藤碧

146 ノウレッジマウンテン 経済学部 張岩 榊 優一郎、荒川 遼

147 あの日見た混雑の原因を僕達は知っている 経済学部 宮前翔 今井大樹、右原佑貴、大野洸彰

148
Malice , pleasure and trash picking～悪意と愉悦とゴ
ミ拾い～

経済学部 原健斗

149 食堂アプリを使おう！！ 経済学部 NGUYEN THI ANH
NGUYEN THI HIEN、TRAN THU HA、LE DUY HOP、
NGUYEN THI LEN

150 LMS のアプリ化 経済学部 廣田挑歩 相模麗衣、鈴木茉琳

151 プリペイド機能付き学生証 ～SBR CARD～ 経済学部経営学科 紫藤咲楽
東海林洸希、江波⼾亮太、⽯井涼雅、⼭中蒼天、佐久
間翼、⽥村理奈

152 大学人気携帯アプリ作成計画 経済学部 LIYE

153 あにまるMAP 経済学部経営学科 関野心乃華

154
おすそ分け文化を元にしたのフードシェアリングサー
ビス

経済学部経営学科 玉城響 立岩陸

155 フリーマーケットについてのアイデア 経済学部 道上和 古川寿穏、寺⾨⿓⽃



156 あめんぼ～ず 経済学部 松坂梅衣

宮本 和季、松井 悠夏、鈴木 沙都、米川 裕司、田中 亜
貴斗、木戸 里咲、原 皆斗、平塚 美音、宇野 真里子、堀
池 勇輔、足立 大成、奥田 夏帆、板垣 真央、武藤 颯
汰、日置 あさみ、渡邊 萌映、藤井 誠、石和 亜梨紗、松
浦 祐太、蘭 将太、塚本 智、酒井 美鈴、岩崎 梨々香、
山田 凌平、鈴木 駿佑、西山 翔、今村 瑚太郎、林 美樹
嘉、神作 明寿香、山岸 恵斗、古川 結子、竹中 大介

157 学生×カフェ×留学企業 経済学部 米代舞 太田有紀、坂本千夏

158 帝京大学 学内コミュニティカフェ 経済学部 野口実のり  Park Jiwon、山本夏凛+B1A1:E160


