


第１０回 Ｕ-16 旭川プログラミングコンテスト開催ならびに 

第７回 U-16 プログラミングコンテスト北海道大会にあたって 

 

 

U-16 旭川プログラミングコンテスト        

実行委員長 高橋 薫（旭川工業高等専門学校 校長） 

 

日本全体をあげて情報教育、プログラミング教育への熱が高まっています。これは ICT（情報

通信技術）において日本が世界から立ち遅れている現状に加え、デジタル技術の普及によって、

超少子化及び人口減少の社会において、人々がより便利に幸せに暮らしていくための必然の方向

性だと感じています。 

本コンテストはこのような方向性に対して、高等教育に至る前の若年層、言い換えると、若い

芽のうちから情報、特にプログラミングという ICT の基幹技術を将来支える人材を発見し育てる

という大変によい機会を与えるものと信じています。もちろん、パソコンを扱うことが好きな子

どもたちの夢や目標となる場所の提供、大人たちがそれを見守り後押しをする機会の提供にもな

っています。 

 本年のコンテストは新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、会場に一堂に会した開催は

行えず、基本的にオンラインでの開催となります。大変に残念ではありますが、アイディア出し

や競技への情熱は変わりがないはずです。逆にいい思い出になるコンテストになると信じていま

すので、大いに盛り上がってください。 

コンテストに参加する皆さんにはぜひ頑張っていただき、よい成績をあげることを願っていま

す。また、見守る保護者等の方々、さらに、ご協力をいただく企業等の団体には、本コンテスト

開催に対して代表して感謝を申し上げます。 

 

沿革（抜粋） 

2011.04.27    U-16 旭川プログラミングコンテスト実行委員会設立準備委員会 

2011.05.20    U-16 川プログラミングコンテスト実行委員会設立 

2011.05.25  第１回 U-16 旭川プログラミングコンテスト実行委員会開催 

2011.09.10  第１回大会開催（会場：旭川市科学館「サイパル」） 

2012.10.13  第２回大会開催（会場：旭川市科学館「サイパル」） 

2013.10.13  第３回大会開催（会場：旭川市民文化会館 小ホール） 

2014.11.15  第４回大会開催（会場：旭川市科学館「サイパル」） 

2015.11.14  第５回大会開催（会場：旭川市科学館「サイパル」） 

2016.11.06  第６回大会開催（会場：旭川市科学館「サイパル」） 

2017.11.05  第７回大会開催（会場：旭川市科学館「サイパル」） 

2018.11.03  第８回大会開催（会場：イオンモール旭川駅前 イオンホール） 

2019.11.03  第９回大会開催（会場：イオンモール旭川駅前 イオンホール） 



第１０回 Ｕ-16旭川プログラミングコンテスト 兼 

第７回 Ｕ-16プログラミングコンテスト北海道大会 開催概要 

 

主   催 Ｕ-16旭川プログラミングコンテスト実行委員会 

 

協   力 全国情報技術教育研究会、埼玉県工業教育研究会、 

U-15長野プログラミンコンテスト実行委員会、 

北海道旭川工業高等学校 情報処理部、 

旭川工業高等専門学校 最先端テクノロジー同好会・パソコン部 

 

後援・協賛 旭川市、旭川市教育委員会、NPO法人ITジュニア育成交流協会、株式会社BCN、 

イオンモール旭川駅前、サイボウズ株式会社、株式会社ラック、道北eスポーツ協会、 

旭川ICT協議会、旭川産業創造プラザ 

 

 

 

目   的 パソコンが好きな子どもたちの夢や目標となる場所を提供するため。 

情報技術を生業としている大人が子どもたちの作品を評価し、褒め称える場所を提

供するため。 

情報技術を通じた子どもたちの健全育成のため。 

将来のＩＴエンジニア育成のため。 

 

期   日 令和 2 年 11 月 3 日（火） 

 

会   場 イオンモール旭川駅前 4Fイオンホールからオンライン配信 

 

参加対象  U16旭川プログラミングコンテスト 

旭川市及び近郊の教育機関に在籍している16歳以下(高校1年生以下相当)の者 

U16プログラミングコンテスト北海道大会 

北海道各地区の予選勝者、もしくは各地区実行委員会の推薦を得た者 

 

部   門 競技部門、作品部門、IoT 部門 

 

参加者受付方法 当コンテストWebサイトにて登録する。 

http://www.procon-asahikawa.org 



コンテストタイムテーブル 

競技部門 配信開始 9:55 ～ 10:00 

開会式・競技説明 10:00 ～ 10:30 

競技部門 旭川大会予選 10:30 ～ 12:00 

昼食休憩 12:00 ～ 13:30 

競技部門 旭川大会決勝 兼 北海道大会 13:30 ～ 16:20 

表彰式・閉会式 16:30 ～ 17:00 予定 

 
 

過去の受賞者 

第９回 U-16 旭川プログラミングコンテスト 
競技部門： 

優 勝 妻沼 朔寿 （旭川市立愛宕中学校） 
準優勝 松浦 涼太 （北海道旭川工業高等学校） 
第３位 真鳥 純那 （北海道旭川工業高等学校） 
旭川市教育長賞 妻沼 朔寿 （旭川市立愛宕中学校） 
審判長特別賞 石黒 幹太 （富良野市立山部小学校） 

作品部門： 
金賞 金箱 一花 （旭川市立北星中学校） 
銀賞 村形 埜青 （旭川市立中央中学校） 
第３位 岩上 舞依 （北海道旭川商業高等学校） 

IoT 部門： 
審査委員長特別賞 石黒 幹太 （富良野市立山部小学校） 

 
第８回 U-16 旭川プログラミングコンテスト 

競技部門： 
優 勝 福田 華蓮 （旭川市立神居東中学校） 
準優勝 尾形 優伍 （旭川市立中央中学校） 
第３位 高橋 昊瑶 （旭川市立中央中学校） 
旭川市教育長賞 福田 華蓮 （旭川市立神居東中学校） 
審判長特別賞 澤田 侑希 （旭川市立中央中学校） 

作品部門： 
金賞 北川 優奈 （旭川市立中央中学校） 
銀賞 阿部 颯太 （旭川市立中央中学校） 
審査委員長特別賞 尾村 奏磨 （旭川市立中央中学校） 

 
第７回 U-16 旭川プログラミングコンテスト 

競技部門： 
優 勝 成瀬 有翔 （旭川市立愛宕中学校） 
準優勝 瀬戸 武蔵 （旭川市立愛宕中学校） 
第３位 藤川 峻 （富良野市立西中学校） 
旭川市教育長賞 成瀬 有翔 （旭川市立愛宕中学校） 
審判長特別賞 渡部 紘己 （旭川市立神居中学校） 

作品部門： 
金賞 北川 優奈 （旭川市立中央中学校） 
銀賞 神野 寛太 （北海道旭川工業高等学校） 
審査委員長特別賞 阿部 颯太 （旭川市立中央中学校） 



第１０回 Ｕ-16旭川プログラミングコンテスト 事前講習会 

期   日 令和 2 年 10 月 3 日（土）、10 日（土） 

会   場 旭川工業高等専門学校 情報処理センター 

 

概要 

 競技部門のプログラムを作成するための、Windows 環境での競技用サーバの操作方法と競技

プログラムのプログラミング講習会です。競技プログラムは、簡単に使うことが出来る「HSP 言

語」を使います。 

 2 日間とも同様のメニューです。 

① 基本操作 

② 競技プログラムの作り方の基本 

③ 作成したプログラムで対戦 

 

事前講習会 協力スタッフ 

旭川工業高等専門学校 最先端テクノロジー同好会・パソコン部 

 

 

   





 



 

１．支援内容 

実現したい夢はＩＴに関するものであれば特にテーマ･分野を問いま
せん。「こういうものを作りたいな」「こんなものがあると便利だろうな」
など、自由な発想で、当社審査員が思わずワクワクしてしまう夢のご応
募をお待ちしています。 
支援対象は、ご応募いただいた中で、ヒラメキ度がいちばん高い１件
です。提出された活動計画に沿い、その夢を実現するために必要な各種
支援を 1年間行います。主な支援内容は次のとおりです。 
 
・当社専門家による技術的な助言 
・ハードウェア、ソフトウェア、書籍などの購入費用の提供 
・国内外で行なわれる勉強会や協議会参加のための必要経費の提供 
・夢の実現に協力できる人や企業・団体の紹介 等 
 
 ※活動費用の支援総額は上限１００万円です（2019年度実績） 

２．応募資格 

今年度の募集につきましては、詳細が決まりましたらご案内致しますので、 
すごうで事務局までお問い合わせください。 

1. 次の①、②のどちらかに該当すること。 
① ITに関する技術力や ITを活用したアイデアを有する 20歳未満の方。 
② ①に該当する方が過半数を占めるグループ。この場合、グループ全体を支援対象とします。 

2. 保護者の同意が得られること。 
3. 本プログラムの支援により、実現したい目標および具体的な活動計画があること。 

３．応募方法 

ＩＴスーパーエンジニア・サポートプログラム“すごうで” 

セキュリティ分野のリーディングカンパニー 株式会社ラックは、ITに関する技術力やアイデアを持
つ若者の才能を開花させるため、2013年度から「ITスーパーエンジニア・サポートプログラム "
すごうで"」を実施しています。ITを使って世の中を便利にしたい、自分を成長させたいと願う若い
皆さんの夢の実現をお手伝いします。 

“すごうで” これまでの支援実績 
・中高生で結成されたハッキングチームが、アメリカで行なわれる世界最高峰の CTF大会”DEF CON”に
参加するためのサポート 

・教育現場へのＩＣＴ導入を推進したいという中学 3年生に対し、イギリスの学校や企業を視察するため
のサポート 

・使いやすい Bitcoin Wallet を開発する夢を持った高校 1年生に対し、開発費用面、技術面でのサポー
ト 



 



旭川ICT協議会

人材育成を目指した教育研修事業を実施しています

地域のＩＣＴ技術レベルの向上を目指し、様々なテーマで研修会やセミナーを

開催しています。

新事業の創出と地域活性化を目指した活動を行っています

ＩＣＴを活用して地域課題の解決や新たな事業の創出を目指し、農業視察の実

施、行政・大手企業との情報交換等の活動を行っています。

【組織概要】
☆設 立： 平成１７年５月
☆会 長： 小川 博（東海大学国際文化学部デザイン文化学科 教授）
☆会員数： 法人会員２１機関、個人会員１４名
☆Ｈ Ｐ： http://www.a-ict2005.com/

【活動概要】

【事務局】
一般財団法人旭川産業創造プラザ

〒078-8801旭川市緑が丘東1条3丁目1-6旭川リサーチセンター
☎0166-73-9210 E-mail：arc-net@arc-net.or.jp

～「産・学・官」の垣根を越えて連携、交流する組織～



 



第 10 回 U-16 旭川プログラミングコンテスト実行委員会 

 

実行委員長  高橋 薫 旭川工業高等専門学校 校長 

 

委   員  以後 直樹 旭川工業高等専門学校 准教授 

委   員  伊勢谷 賢司 旭川工業高等専門学校 専攻科生 

委   員  磯島 巧 北海道旭川工業高等学校 教諭 

委   員  近江 雄哉 旭川工業高等専門学校 専攻科生 

委   員  小野寺 大地 日鉄ソリューションズ(株) 

委   員  木村 至孝 旭川工業高等専門学校 専攻科生 

委   員  小檜山 淳  北海道旭川工業高等学校 教諭 

委   員  坂口 学治 北海道旭川工業高等学校 教諭 

委   員  坂本 和士 KS システム 代表、(株)ジェイテックジャパン 

委   員  佐竹 利文 旭川工業高等専門学校 教授 

委   員  下村 幸広 (合)下村総合投資事務所 所長 

委   員  庄内 友美 イラストレーター 

委   員  鷹合 駿 (株)アクロクレイン 

委   員  戸村 豊明 旭川工業高等専門学校 准教授 

委   員  楢山 哲弘 (株)MIERUNE 

委   員  西原 翔太 サイボウズ(株)、(一社)LOCAL 理事 

委   員  橋本 将斗 北海道旭川工業高等学校 OB 

委   員  橋本 稚葉 ラジオパーソナリティ 

委   員  宮前 佑矢 (株)コンピューター・ビジネス    （五十音順） 

 

顧   問  小川 博 東海大学 教授 

顧   問  古川 正志 北海道大学 名誉教授 

顧   問  山本 雅人 北海道大学大学院情報科学研究院 教授 

顧   問  渡辺 美知子 北見工業大学 機械工学科 准教授 

顧   問  北條 孝三 (有)ビーインフォー 代表取締役 

 

支   援  中村 直樹 (株)スガイディノス 

支   援  横山 康也 (株)エキスパンド 代表取締役 

 

協   力  北海道旭川工業高等学校 情報処理部 

協   力  旭川工業高等専門学校 最先端テクノロジー同好会・パソコン部 

齋藤 唯翔、宮元 花、山口 尚太、加納 源基 他    



U-16 旭川プログラミングコンテスト 競技部門説明書 

 

競技部門対戦マップの一例 

①    ② 

 
 

③    ④ 

概要 

競技サーバに接続して、2 次元のタテ・

ヨコに広がる対戦マップで4種類の命令

(メソッド)を駆使しながら相手プログラ

ムと対戦する競技です。 

プログラミング 

プログラミングに必要な部品は準備され

ています。HSP、Java、C、C++、Ruby、

Python 等の多くの言語でプログラミン

グに挑戦できます。 

勝利条件 

(1)敵の上にブロックを置く 

(2)アイテムを敵よりも沢山集める 

(3)敵をブロックで囲う 

＊ブロック上に乗ったり、プログラミン

グに不備があると自滅負けになります 

予選・決勝 

予選は、実行委員会作成のクライアント

対決し、点数上位者が決勝進出します。 

決勝は、先行後攻入れ替えのガチンコ対

決勝負で勝敗を決定します。 


