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Lecturer's profile
講師プロフィール

1975 年､兵庫県生まれ。筑波大学大学院 ビジネス科学研究
科 経営システム科学専攻 博士前期過程修了。日本電信電話
株式会社に約10年在籍。
NTT では、産官学連携による研究事業のプロジェクト推進、
コンテンツビジネスのビジネス開拓､編成､企画､プロデュー
ス業務に従事。
2007 年 1 月に創業し、クリエイティブビジネスのコンサ
ルティングおよびプロデュース事業を行っている。通信と劇
場連係､通信と放送連係、ネットメディアを活用したクロス
メディア環境におけるプロデュース作品多数。
2008 年より沖縄での ICT 関連事業や新ブランド構築事業、
観光事業にも携わっている。
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トークセッション

森下　浩行
(総務省 沖縄総合通信事務所長 )

嘉数　啓
(公立大学法人名桜大学 理事長 )

株式会社ガーコ 代表取締役社長

淵上　英敏　氏

トークテーマ

主催者あいさつ

最優秀賞
優秀賞
特別賞
U-18賞の発表

授賞式

上映会

淵上 英敏 氏

株式会社ガーコ
代表取締役社長

“時代参上” 
～プロデュースの時代、
　戦略が必要な時代、
　　編集が必要な時代～

【CM部門】
No. 作品タイトル 制　作　者　名 団　体　名

1 妖怪あんら変化 西平　健人 専修学校インターナショナルデザインアカデミー

2 Ｏ．Ｋ．Ｉ
新崎 真理香、與古田 桜、磨 千夏、
平良 未来、栄門 恵莉加

具志川商業高校

3 地デジカ、住んでますか？ 石原 玲奈 浦添商業高校

4 うちなー特産物 石川 絵里菜 浦添商業高校

5 沖縄の海
知念 茄奈子、山口 瑞希、
内間 麻衣、玉栄 伶奈

具志川商業高校

6 おきなわの自然 天願 沙百合、新里 愛梨、稲福 令香 具志川商業高校

7 オーシャン 瑞慶覧 優、仲宗根 充己、仲尾 勇亮 具志川商業高校

8 友の誘い
金城　里奈、金城　梨奈、
金城　亨、城間　晴香

国際電子ビジネス専門学校

9 ヤンバル物産センター 村上 かじ、金城 亨、津嘉山 隆太 国際電子ビジネス専門学校

10 思い立ったニセ、吉日 泉　香菜美
国際電子ビジネス
専門学校

11 プロジェクトＸ～紅芋の一生～ 紺野　貴裕 浦添商業高校

12 魅力の物産センター 金城　亨、村上　かじ、津嘉山　隆太 国際電子ビジネス専門学校

13 地デジMOVIE 佐村 ﾄﾗｳﾞｨｽ　幹久 浦添商業高校

14 ＯＫＩＮＡＷＡ旅行～！！ 上地 姫乃 浦添商業高校

15 太陽人の沖縄旅行 又吉　美海 浦添商業高校

16 ちゅらゴーヤー
仲西 勇人、新垣 幸二、金城 美保、
本岡 飛、前原 亜理寿

豊見城南高校

17 ＯＫＩＮＡＷＡ
畠中 しおり、上原 飛、金城 成美、
金城 健太、嘉陽 桃子

豊見城南高校

18 清めの塩 川北　貢輔 専修学校インターナショナルデザインアカデミー

19
豊南戦隊
ちんすこう編

吉田 裕一、糸数 大智、  上原 めぐみ、上原 涼子、
長嶺 絵美、仲座 詩織、長嶺 澄香

豊見城南高校

【超短編部門】
No. 作品タイトル 制　作　者　名 団　体　名

1 ユメウツツ 比嘉　幸乃 那覇情報システム専門学校

2 オニヒトデだけじゃない 勝美 智子 ヒューマンアカデミー那覇校

3 麗桜学園100人斬～入学編～ 下地 雅 国際電子ビジネス専門学校

4 ポイすて 比嘉 葉月 ヒューマンアカデミー那覇校

5 パソコンの中で 丸山　称矢 国際電子ビジネス専門学校

6 Ｃｌｉｐ 上地 彩絵羅 浦添商業高校

7 ＴＨＥ進軍。 與座　一樹 那覇情報システム専門学校

8 僕と猫 佐久間 見空、上原 美弥菜、田中 美菜子 国際電子ビジネス専門学校

9 ぶながやん 稲福　政範 一般

10
The god of the highest 
heaven

中村 有作、伊敷 喬、齊藤 香織、
山川 宗美

国際電子ビジネス専門学校

11 春の訪れ 村田　千尋 那覇情報システム専門学校

【短編部門】
No. 作品タイトル 制　作　者　名 団　体　名

1 クスチリバイ 諸見里　真 沖縄県立芸術大学

2
アニマル
サーキュレーション

幸地 賢也、仲地 渉、新里 浩、
瑞慶覧 誠也、丸山 称也

国際電子ビジネス
専門学校

3 Ｄｏｏｒ
川上 真依、渡久地 恵梨子、
宮里 智恵、外間 暖菊

国際電子ビジネス
専門学校

4 琉雀門 新里　浩 国際電子ビジネス専門学校

5 BANABANAFRIENDS 当真　一茂 沖縄県立芸術大学

6 ショーコの恋 勝美 智子、比嘉 葉月、長尾 翔平 ヒューマンアカデミー那覇校

7 オンナノコトピン 山城　沙織 沖縄県立芸術大学

8 コガネヒグルマ 伊是名　陽子 沖縄県立芸術大学

9 けしごむの削れ方 上原　未久 那覇商業高校

10 Little friends 古謝 悠、伊差川 直子、山内 夏美 国際電子ビジネス専門学校


