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                  は じ め に 

 

 本財団では、「ものづくり都市 川崎」として蓄積された技術や人材をさらに発展・継承させ

るため、若者のものづくり登竜門としての総合技術的なロボットの製作を通じ、青少年におけ

る具体的なものづくりを体験する場の提供と次世代産業を担う技術者の育成、技術力の向上を

図ることを目的として、かわさきロボット競技大会を実施しております。 

 第12回目を迎えました「バトルロボットトーナメント」は、ロボットに「移動用の脚構造」

と「攻撃用の腕構造」を備えていることを特徴とする競技大会ですが、今回からロープの撤去

や場外部の設置、スタート台からの競技開始、駆動部モーター数の制限解除等、大幅な規則の

見直しを行い参加者の創意工夫を広げる大会といたしました。 

 また、昨年に引き続き市内小中学生を対象に、未来の創造性豊かな技術者を育てるべく、ロ

ボットの製作から成果発表までを一貫して行う「Jr.ロボット競技大会」を開催いたしました。 

    さらには、ロボット製作に関連する技術（ノウハウ）を有する中小企業が、自社の技術力・

製品を展示やプレゼンテーションする「ロボット加工技術ミニ見本市」を大会期間中開催した

他、マイコンや各種センサー・CCDカメラの使用を義務付けたバトル知能ロボット製作コンク

ールも行い、いずれも盛況の内に終了することができました。 

本報告書は、バトルロボットトーナメントに出場したロボットの試合結果や、Jr.ロボット競

技部門、バトル知能ロボット製作コンクールの内容などをとりまとめたものです。 

 おわりに、大会実行委員長である芝浦工業大学の佐藤先生をはじめ、実行委員の皆様、また

、多大なる御支援をいただきました協賛企業の皆様、競技の運営を担当していただきました芝

浦工業大学の学生の皆様、ボランティアスタッフとしてご参加いただいた皆様など、多数の方

々に感謝申し上げます。 

                                    

    平成17年10月 

 

 

                               財団法人川崎市産業振興財団 

                               理事長 井 上 裕 幸 
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                    概 要 
 
1 開催趣旨    本大会は、ものづくり技術の人材・産業基盤をさらに発展・継承させるため

、メカニクス、エレクトロニクス、コンピュータ技術等を融合する総合技術的

なロボットの製作を通して、青少年における具体的なものづくりを体験する場

の提供と次世代産業を担う技術者の育成、技術力の向上を図ることを目的とし

た競技大会を開催する。 
 
2 開 催 日   ①Jr.ロボット競技大会 

平成17年8月19日(金) 
②バトルロボットトーナメント／バトル知能ロボット製作コンクール 

         平成17年8月20日(土)・21日(日) 
         
3 会 場     川崎市産業振興会館 (所在地：川崎市幸区堀川町66番地20) 
 
4 内 容 
 ・バトルロボットトーナメント 

・Jr.ロボット競技大会 
・バトル知能ロボット製作コンクール 
・ロボット加工技術ミニ見本市 

 
5 入場者数  3日間延べ約1,500人 
 
6 主 催 等 
  主催：(財)川崎市産業振興財団 
  共催：川崎市 
  運営：第12回かわさきロボット競技大会実行委員会 

協賛：協育歯車工業㈱、JFE技研㈱、日本工学院専門学校・日本工学院八王子専門学校、 

㈱サンナイオートメーション、東海技研㈱、㈱東芝、川崎南法人会青年部、富士通㈱、 

ユーケーテック㈱、㈱ミクロスソフトウェア、川崎信用金庫、双葉電子工業㈱、 

テック電子工業㈱、㈱夢現工房、東京ガス㈱、㈱延山製作所、㈱タミヤ、 

オリエンタルモーター㈱、㈱さいか屋、川崎マリーンロータリークラブ、味の素㈱、 

㈱パトライト、三菱ふそうトラック・バス㈱ 

後援：(社)日本ロボット工業会、川崎市教育委員会 
 

7 実行委員会 
実行委員長  芝浦工業大学 ｼｽﾃﾑ工学部機械制御ｼｽﾃﾑ学科助教授  佐藤 晟 

   副 委 員 長  ㈱グリーンテクノ代表取締役  田中 實 
    〃     ㈱川崎市産業振興財団専務理事  君嶋 武胤 
   委   員  ㈱オーム社 ﾛﾎﾞｺﾝﾏｶﾞｼﾞﾝ編集長 竹西 素子 

川崎市立川崎総合科学高等学校校長  椿 道雄 

国際レスキューシステム研究機構 事務局長 石黒 周 
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㈱サンナイオートメーション代表取締役  内藤 孝輔 
鈴木無線電機㈱代表取締役  鈴木 克己 
セントラル電子制御㈱代表取締役  桂田 忠明 
千葉工業大学 未来ﾛﾎﾞｯﾄ技術研究ｾﾝﾀｰ室長 先川原 正浩 
東海技研㈱代表取締役  川久保 洋 
ユナイト㈱代表取締役  渡邉 喜與一 
川崎市経済局長   植松 了              ＝敬称略＝ 

 
8 各賞と受賞者 
 ①  バトルロボットトーナメント 

○優 勝  賞状・賞金500,000 円   ロボット名：舞姫(学生) キャプテン：工藤 卓馬 

○準優勝  賞状・賞金200,000 円   ロボット名：たんぽぽ(社会人) キャプテン：今井 泰蔵 
○第３位  賞状・賞金100,000 円   ロボット名：stinger(学生) キャプテン：須藤 弘章 

(他の受賞者については「競技結果・各賞の受賞者」のページを参照) 
 

② Jr.ロボット競技部門 
 ○優 勝 賞状・トロフィー 
   中野島中Ｅ（川崎市多摩区） 操縦者 中嶋 有介 
 ○準優勝 賞状・トロフィー 
   中野島中Ａ（川崎市多摩区） 操縦者 石田 雄貴 
 ○第３位 賞状・トロフィー 
   塚越中学校２（川崎市幸区） 操縦者 諸隈 壮哉 

 ○第４位 賞状・トロフィー 

中野島中Ｂ（川崎市多摩区） 操縦者 渡辺 祥平 

  

 ③ バトル知能ロボット製作コンクール 

 ○努力賞 賞金50,000 円  ロボット名：ＩＲＩＳ（学生）キャプテン：伊藤 直也 

 

9 その他 
●ロボットづくり体験学習教室の開催 

かわさき新産業創造センター（略称：KBIC）にて市内小中学生を対象に、脚・腕構造を

持つ「かわロボレギュレーション」に基づくロボットキットを提供し、ロボットの基礎知識

から基盤・フレームの取り付けなど実際の組み立て作業に至る一連の体験学習を行った。ま

た、参加した16チームによる成果発表の場として8月19日（金）にJr.ロボット競技大会を開

催した。 
●ロボット加工技術ミニ見本市の開催 
  加工技術並びに、プログラムやコンピュータ技術・部品の調達も含めたロボット製作に関

連する技術を有する企業が、自社の技術力・製品を展示やプレゼンテーションによりＰＲし

、大会参加者や関連企業、来場者とのマッチングを行う機会の創出を目指した。 

○ 出展企業 ７社 
●インターネット利用 

参加募集、予選トーナメント抽選結果の掲載、参加チームへのリンク、 
ロボット写真集・ビデオの掲載、当日のインターネット中継 他 
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バトルロボットトーナメント 
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                開催趣旨・内容 
 
1 開催趣旨  近年、ロボット技術は従来の工業用といった生産現場から、環境、福祉、医療、サー

ビス、エンタテイメント等の分野まで広がっており、生活支援を目指したロボット開発

が活発になり、まさに「人とロボットの共生」の時代を迎えようとしている。また、I
T産業の発達や情報インフラが充実しロボットを構成する環境が変化しこれを支える産

業的な裾野の広さも期待され、これからのロボット産業は「21世紀の成長産業」とし

て注目されている。 
本川崎においてもこれまでに蓄積されてきたものづくり技術の人材・産業基盤を活か

し「ロボット」「ＩＴ」等の最先端技術を中心とした新産業への新たな可能性を大きく

広げていく必要がある。 
こうした背景を踏まえ「ものづくり都市」として培ってきた人材や技術をさらに

発展・継承させるため、また、環境や生活産業へのロボット技術の応用も視野に入

れ、メカニクス、エレクトロニクス、コンピュータ技術等と融合する総合技術的な

ロボットの製作を通して、青少年における具体的なものづくりを体験する場の提供

と次世代産業を担う技術者の育成、技術力の向上を図ることを目的とした競技大会

を開催する。 
 
2 開催経過 
 (1)第12回かわさきﾛﾎﾞｯﾄ競技大会検討委員会：平成16年12月20日(月)午後6時30分～午後8時30分 

(2)第１回実行委員会    ：平成17年2月24日(木)午後3時00分～午後5時00分 
 (3)説明会        ：  〃 3月24日(木)午後2時00分～午後6時00分 

(4)第２回実行委員会   ：  〃 5月18日(水)午後3時00分～午後5時00分 
 (5)予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄ抽選会   ：  〃 6月14日(火)午後6時00分～午後19時30分 
  (6)練習走行       ：  〃 8月13日(土)午前9時00分～午後5時00分 
 (7)予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄ      ：  〃 8月20日(土)午前9時30分～午後6時30分 
 (8)決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ        ：  〃 8月21日(日)午前9時30分～午後5時00分 
 
3 競技内容  脚・腕構造を持つラジコン型ロボットによる異種格闘技戦 
 
4 競技方法  トーナメント方式(予選トーナメント１本勝負、敗者復活戦あり) 
                (決勝トーナメント３本勝負) 
 
5 ロボット条件  大会実行委員会の指定する部品(モータ・プロポ)を使用し、重量3,500グラム以内、

大きさ幅25㎝以内・奥行き35㎝以内・高さ自由とする。 
 
6 応募資格  高校生以上とし、原則1チーム4名とする。 
 
7 参 加 費  社会人 10,000円／学 生   8,000円 
 
8 募集期間  平成17年4月1日(金)～5月10日(火) 
 
9 応募チーム数  225チーム（前回217チーム） 
 
10 出場チーム数  204チーム(社会人53・学生151)・(市内11・市外193) 

※決勝出場チーム数32チーム（特別戦出場8チーム） 
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                 試  合  規  則 
              第１章 試合の定義 
  第1条 試合は、試合者（１台のロボットに付き原則として４名でチームを組み、キャプテ

ン・ドライバ・エレキ・メカニックを登録する。）双方が試合規則（以下「この規則」と

いう。）に従って、定められたリング内において独自に製作したロボット（無線式手動操

縦＝ラジコン型ロボット〔以下「ロボット」という。〕）を用い、審判の判定によって勝

敗を決めるものとする。 
 
              第２章 リングの規格 

第２条 リングは高さ（側面）８センチメートル、一辺１９０センチメートルの木製板の

上に黒色の硬質ゴム（あるいは天然ゴム）を張り合わせた正方形とし、周囲に各辺が同一

幅の場外部を設ける。 
  ２ リング内には、不定形で高さ６センチメートル以内の小丘陵を、５個以上設置する。 
  ３ 場外部の各コーナー４カ所には、直径５センチメートル、高さ２５センチメートルで、

赤・白・青・黄に彩色された支柱を立てる。その支柱の中心線に沿って場外部上面より高

さ１０及び２０センチメートルの箇所にロープを張るものとする。 
  ４ リング内の外縁には、幅５センチメートルの区画線（白色線）をひく。 
  ５ 区画線内に高さ２．２センチメートルで、断面が半楕円形のエッジバンクを設ける。エ

ッジバンクには黒色の硬質ゴム（あるいは天然ゴム）を使用する。ただし、スタート台か

らの入場部分には設けない。 
第３条 リング内とは、１９０センチ四方内をいい、リング外とは、リングの側面部分を

含む場外部及びその他の場外をいう。 
  第４条 赤及び青コーナーの場外部分にスタート台を設置する。 

２ スタート台は幅３５センチ×４５センチ、高さはリング表面と同じ高さとし、４５セン

チの面をリングに接することとする。 
３ スタート台の表面はリング内に使われる黒色の硬質ゴム（あるいは天然ゴム）を使用す

るものとする。 
 
              第３章 ロボットの規格 
  第５条 外形は、幅２５センチメートル、奥行き３５センチメートル、高さ自由の四角形の

枠内に収まることとする。ただし、試合開始後ロボット本体、付属部品等が伸縮すること

は、反則にならないが、本体が複数個に完全分離した形状は反則とする。 
２ ロボットの質量は、３，５００グラム以内とする。 
３ ロボットの操縦には、本競技大会実行委員会が規定するコントローラを用い、ロボッ

ト１台に付き１台とする。 
  ４ ロボットの移動には、脚構造を用いるものとし、その主駆動に使用するモーターは本競

技大会実行委員会が規定したものとするが、使用する数量に制限はないものとする。 
  ５ ロボットには、アームの機構を備えるものとする。駆動機構を有し、機構・動力は自由

とする。アーム作動面は、初期姿勢においてリング上面より２０センチメートルの高さと

する。 
  ６ 周波数設定用受信クリスタルは、ロボットの外部から容易に交換可能な位置にセットす

る。 
 
              第４章 禁止事項 

第６条 故意に妨害電波等を発生させ、相手のコントロールを乱してはならない。 
２ 脚裏にリング上を傷つける滑り止め類及び汚す部品等を使用してはならない。 
３ 液体、粉末及び気体を内蔵した吹き付ける装置をセットしてはならない。また、発火

装置は、これを内蔵してはならない。 
４ 物を飛ばす、投げる等の装置をセットしてはならない。 
５ 駆動機構に必要な液体、気体等を内蔵することは妨げないが、試合中にこれを補充、
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交換してはならない。 
６ この他、相手のロボットを故意に壊す装置をセットしてはならない。 

  ７ アーム及び脚構造において、相手機体をネットで絡めたり、覆ったりする行為を禁止と

する。また、針、刃など相手機体及び周囲の者に危害をおよぼすおそれのあるものの使用

も禁止とする。 
 
             第５章 試合の方法 

第７条 試合は、予選トーナメント（以下「予選」という。）と本選トーナメント（以下

「本選」という。）により行われ、予選は１試合１ラウンド１本勝負、本選は１試合３

ラウンド３本勝負とする。 
２ 予選、本選とも決められたラウンド内に勝敗が決しないときは、延長戦を行う。 
第８条 敗者復活戦を行うこともある。 

 
              第６章 試合時間 

第９条 試合時間は、予選においては１ラウンド３分間とし、本選においては１ラウンド

３分間で３ラウンド計９分間とする。延長戦は予選、本選とも３分間とし、予選は計６

分間を本選は計１２分間を原則とする。 
第１０条 審判員が何らかの判断で試合中止の宣告をし、試合再開までに要した時間は、

試合時間とみなさない。 
 
    第７章 試合の開始・中止・再開及び終了 
  第１１条 試合は、試合者双方が審判員の指示に従い、リング場外で立礼した後スタート台

の上にその枠内に収まるように計測時の姿勢でロボットを置き、次項の方法で開始される

。 
２ 審判員の開始の通告で、コントローラの操作を開始することによって試合が開始される。 

  第１２条 試合は、試合中の審判員の中止の通告で中止し、再開の通告で再開する。 
  第１３条 試合は、審判員の勝敗の宣告で終了する。 
 

第８章 リング内への入場ついて 
  第１４条 リング内への入場とは試合開始後スタート台から機体の最後尾が越えた時点とす

る。 
２ 試合開始後、入場前のロボットの展開は許可する。 
３ リング入場後、スタート台をチームのメンバーが取り除くものとする。 
第１５条 試合開始後、30秒以内にリングに入場できなければ失格とする。 
第１６条 相手への攻撃はリングへ入場し、スタート台を撤去した後に開始できるものとす

る。 
２ 自らのロボットが入場する前に相手の攻撃を受けた場合に限り、入場するための押しや

攻撃を許可する。 
 
              第９章 修理 

第１７条 修理とは試合によるロボットの故障及び破損箇所について、これを試合開始の

状態と同等に復元することを言う。 
２ 試合者は、試合中止の宣告から試合再開までの時間、ラウンド間、及びラウンドと延

長戦の間に修理を申請することができる。 
３ 修理に要する時間は申請があった時点から計測し、１試合を通じ試合者双方とも累計

各５分間以内とする。 
 

第１０章 勝敗の定義 
第１８条 試合は、ラウンド内に相手を倒すか、リング場外部に相手機体を押し出した方

に１本を与える。 
２ ラウンドごとに勝敗を決定する。 
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  ３ 予選においては１ラウンド内、本選においては３ラウンド内に、勝敗が決しないときは

、延長戦を行い、先に１本取った者を勝ちとする。ただし、判定により勝敗を決める。あ

るいは、取り直しをすることもある。 
  ４ 判定により勝敗を決した場合は、その勝者に対して１本与える。 

５ 試合開始時間に遅れた者は、不戦敗とする。 
６ 戦意無しと見なされる行為（３０秒間移動動作を停止）をした場合は、相手に一本を

与える。 
第１９条 第７条の３本勝負とは、３ラウンド内に２本先取した者を勝ちとする。 

  第２０条 判定により勝敗を決する場合は、次の各号の順で判断する。  
（１）試合中の反則の数。 
（２）攻撃の優位性による。 
（３）ロボットの動作等の技術力。 
（４）当該ロボットチームの試合中の態度。 
（５）コイントス。（前１号から４号の順による判定が困難な場合） 

第２１条 次の各号の場合は、試合を中止し取り直しとする。 
（１）双方のロボットが接触した状態で３０秒間歩行・走行を停止した場合。ただし、

審判の判断により３０秒より前に命じることがある。 
（２）双方のロボットが接触しないままリング上を３０秒間停止又は歩行・走行をした

場合。ただし、一方が停止状態の場合は、戦意無しと見なし歩行・走行していた方を

一本とする。 
（３）両者入場前の入場進路妨害は禁止とし、進路妨害があった場合。 
（４）第１６条第２項の攻撃により相手を倒したり場外に押し出した場合。 
（３）双方のロボットが同時に倒れたり、場外に出た場合。 

 
 
              第１１章 反則 
  第２２条 試合者が第５条の各項に示す規格を満足しないロボットを作成した場合、及び第

６条の各項に示す禁止事項に該当する行為を行った場合は、反則とする。 
  ２ 試合者が相手または、審判員の人格を無視するような言動及び当該ロボットに同様な音

声発生装置を内蔵したり、文字を書き込んだりすること。 
  ３ 第１１条第１項の規則による初期姿勢で試合を開始しない場合。 
  ４ 試合中にリング場内に入ること。ただし、審判員から一本の宣告、中止等の通告を受け

当該ロボットをリング場内外に移動する場合を除く。 
なお、リング場内に入るとは、試合者の身体の一部が完全にリング場内に入ること、及

びリング場内に工具等を入れてロボットを支えることをいう。 
５ 試合中、正当な理由がなく試合の中止を要請すること。 
６ 再開時間が３０秒を超えること。 
７ 審判員の試合開始の通告前にロボットの動作を開始させること。 
８ その他、試合の公正を害すると思われる行為をすること。 

 
 
           第１２章 罰則 

第２３条 前条第１項から第３項の反則を犯した試合者は負けとし、審判員は退場を命じ

る。 

２ 前項について審判員は、相手側に予選については１本を、本選については２本を与え

る。 
３ 前項・前々項について審判員は、相手側に予選については１本を、本選については２

本を与える。 
４ 前条第４項から第８項の反則行為を犯した場合、１回毎に反則とし２回犯したときは

、審判員は相手側に１本を与える。 
第２４条 第２２条第４項から第８項の反則は、１試合を通じて積算する。 
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   第１３章 試合中負傷又は事故が生じた場合 
第２５条 試合者は、試合中に負傷したり、ロボットの事故等のため試合を継続すること

ができなくなった場合は、試合の一時中止を要請することができる。 
第２６条 負傷及び事故によって試合が継続できないときは、その原因が一方の故意及び

過失による場合は、その原因を起こした方を負けとし、その原因が明瞭でないときは、

試合不能者又は試合の中止を申出た者を負けとする。 
  第２７条 負傷及び事故で試合を継続することの可否判断は、審判員及び大会実行委員の総

合判断によるものとし、その処理に要する時間は５分とする。 
  第２８条 第２６条の勝者は、予選の場合１本勝ち、本選の場合２本勝ちとして記録される

。また、延長戦の場合は、予選、本選とも１本勝ちとして記録される。ただし、これによ

る試合敗退者がすでに１本を取っていた場合は、その旨記録する。 

 
 
            第１４章 異議申立て 
  第２９条 審判員の判定に対し、だれも異議申立てすることはできない。 
  ２ この規則の実施に関して疑義がある場合は、その試合終了までに当該ロボットチームの

キャプテンは、大会実行委員会に対し異議の申立てすることができる。 
 
 
            第１５章 審判旗等の規格 
  第３０条 審判旗は、２５センチメートル四方の布地で、直径１．５センチメートル、長さ

３５センチメートルの柄に取付けたものとし、赤色及び青色の２本を用意する。 
  第３１条 ロボットの標識は、赤コーナーの待機者は赤色、青コーナーの待機者は青色とし

て直径２センチメートルのシールをロボット本体の２カ所に貼付する。 
 
 
            第１６章 その他 
  第３２条 大会の規模、内容等の改訂事情がある場合には、この規則の精神を損なわない限

り、これによらないことができる。 
  第３３条 大会参加者及びその関係者は、大会の基本精神を尊重し、不適当な表現を行わな

いものとする。 
第３４条 この試合規則のほか、必要な事項については、第１２回かわさきロボット競技

大会実行委員会の決議によりこれを定める。 
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平成 17 年 8 月 20 日（土） 
  

  

バトルロボットトーナメント 

予選トーナメント 
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予選トーナメント（8月20日（土）） 

大会進行スケジュール 
 

          会            場  
 時   間 

           （Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄリング） 

  7：30  スタッフ集合 

  8：00 
 
  8：30 
  
   

 参加チーム受付(1階ロビー) 
 
 実行委員会 
 
＊参加チーム受付は原則9：30で終了。（状況をみて時間延長） 
  

  9：30  開会式 
 
 １ 挨  拶：川崎市産業振興財団理事長 
 ２ 挨  拶：実行委員長 
 ３ 関係者紹介 
 ４ 試合規則の説明と注意事項：実行委員会副委員長 

  10：00  試合開始 
（本  戦） 
 Ａﾘﾝｸﾞ～Ｄﾘﾝｸﾞ  1回戦25試合 2回戦13試合 
 

 
  13：00  休  憩 

  13：30 試合開始 
（本  戦） 
 Ａﾘﾝｸﾞ～Ｄﾘﾝｸﾞ  3回戦6試合 4回戦1試合 
＊決勝トーナメント出場チーム：24チーム選出(1リング6チーム) 
 (敗者復活戦) 
 Ａﾘﾝｸﾞ～Ｄﾘﾝｸﾞ   

1回戦12試合 2回戦2試合 3回戦第12試合 
4回戦第6試合 5回戦第6試合 6回戦3試合 

＊決勝トーナメント出場チーム：8チーム選出(1リング2チーム) 
 
 

  18：00 結果発表 
 
 １ 決勝トーナメント出場チームの発表 
 ２ 決勝トーナメント特別戦出場チームの発表 
 ３ 予選トーナメントの総括：実行委員長 

  18：30  終  了 

 

  



登録番号 種別 市内 ロボット名 キャプテン名 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回

1 社会人 SundaySilence 西條 明子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 社会人 ネオマネキ 三堀 浩徳 ○ ○
3 社会人 黒龍輝 小林 正幸 ○ ○ ○ ○
4 社会人 稲城 永峰 康太 ○ ○ ○ ○ ○
5 学生 百鬼夜行 井上 諒 ○
6 学生 らんちゅう☆ぷらいまる 中村 俊輔 ○
7 学生 とよかぜ 音村 昌輝 ○
8 学生 そうる 小佐々　昌
10 学生 ∴～ゆえに～暴れヌンチャク 金井 裕樹
11 学生 幻夢　Last Order 近藤 隆路 ○ ○
12 学生 バッタン 宮藤 茂樹
13 学生 亀　板夫 安藤 輝
14 学生 温羅 秋山 雄亮 ○ ○
15 学生 鬼ｹ島　参号 難波 芳樹 ○ ○ ○ ○
16 学生 RISER箒星 門脇 廉 ○
17 学生 忍 長澤 和樹
18 学生 飛龍ＮＸ－０１ 三枝木　祐人 ○
19 学生 ユーラス 木ノ内 隆幸
20 学生 まてんろう 弓田 陸人
21 学生 デスティニーダンゴムシ 間中 亮介
22 学生 瞬光 門馬 行宏 ○ ○
23 学生 疾風 長谷 修
24 学生 らぶりーＶ 三村 鉄矢
25 学生 舞姫 工藤 卓馬 ○
26 学生 雷電ver3 峰尾 和樹 ○ ○
27 学生 ○ 低重心　アルミオン 柳田 徹 ○ ○ ○ ○
28 学生 ホルスタイン弐号 高橋 恒平 ○ ○
29 学生 ○ Baroque　GG 内山 良治 ○ ○ ○ ○
30 学生 stinger 須藤 弘章 ○ ○
31 学生 Ｓｃｏｒｐｉｏ 加藤 功士 ○
32 学生 夢＠ピエロ 飯田 薫 ○ ○ ○ ○
33 学生 YUME-POKA 徳増 信哉 ○ ○ ○ ○
34 学生 KSTMD 吉野 成仁
35 学生 ○ 炎神TANK’ 渡壁 航平 ○
36 学生 ○ 日出処の戦士 町田 聡 ○
38 社会人 本土決戦一億玉砕 廣瀬 貴世 ○ ○ ○ ○
39 学生 Phantom 増田 裕一
40 学生 蚊とんぼ 大西 憲太 ○
41 学生 デュラン 吉田 知司 ○ ○
42 学生 サリッサ 村上 昌志 ○
43 社会人 トライアンフ 山本 真意 ○ ○ ○ ○
44 社会人 FieldStarⅡ 小西 弘晃
45 社会人 ＴＨＥ・遊 水原 一徳 ○ ○
46 社会人 ＧＩＺＥＮ 井田 雅巳 ○ ○ ○
47 社会人 燐　URC 二戸 勇樹
48 社会人 燐　eclipse 三宅 巧馬 ○ ○ ○ ○
49 学生 whiky 伊藤 誠崇
50 学生 テオイちゃん1号 新谷 宏
52 社会人 MIYAKE 樋口 裕士 ○ ○
53 社会人 ○ JUMBO7号 高橋 一樹 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
54 社会人 K314-43's 牛久 貴雅 ○ ○ ○ ○
55 社会人 うみねこ 樫山 武士 ○ ○ ○
56 社会人 貂華 成田 耕一 ○ ○ ○ ○ ○
57 社会人 電龍ＫＷ03＋ 佐々木　宏一 ○ ○ ○ ○
58 社会人 Ｒｅｄ　Ｅｙｅ 笹田 敦子 ○ ○ ○ ○ ○ ○
59 社会人 ファイティングさとぼ（改） 佐藤 豊 ○ ○ ○ ○
60 社会人 軍狼 柴田 善広 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
61 社会人 Hell-Antique 小野 隆治 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
62 社会人 Antique-Xtreme 小野 靖治 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
63 社会人 勇華turbo 狗飼 冬太 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

エントリーロボット名簿

★第1回～第11回は過去の出場状況をあらわしています。
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登録番号 種別 市内 ロボット名 キャプテン名 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回

65 学生 TUVAME-SA 五十嵐　達也 ○
66 学生 Ｂｕｌｌｄｏｇ 平出 敏雄
67 学生 玉露 関野 悟
68 学生 からくりボビー 仲山 秀平 ○
69 学生 関口 飯塚 崇行 ○
70 学生 サーフ 古瀬 喜之
71 学生 オロゴン 遊佐 広和
73 学生 ROBOΩ 山田 和俊
74 学生 Atlas 田原 敏策
75 学生 ザボン 飯塚 大輔 ○
77 学生 ARK 加藤 裕憲
78 学生 La＋ 小玉 祐輝 ○ ○
79 学生 maxwell 三浦 俊宏 ○ ○
80 学生 JURY 前田 慎弥
81 学生 知之 針山 拓人 ○
82 学生 ライオンパンダ 櫻井 悠太 ○ ○ ○
83 社会人 女王様 酒井 澄子 ○ ○ ○ ○
84 社会人 闘神皇STRIKER 東　めぐみ ○ ○
85 社会人 空神皇spec-C 臼井 章郎 ○
86 社会人 武神皇　V-spec 大久保　敬太 ○ ○ ○
87 社会人 巨神皇GENESIC 東　浩昭 ○ ○ ○ ○ ○ ○
88 社会人 殺神皇 乾　慎太郎 ○ ○
89 社会人 TAMAGAWA 花岡 秀樹 ○ ○ ○ ○ ○ ○
90 社会人 ○ AZ 和田 雅暢
91 社会人 Ｆマイスター 高田 文人 ○ ○ ○ ○ ○
92 社会人 ぶるーばっく（反応なし） 梶原 一宏 ○ ○ ○ ○ ○
93 社会人 めかも380 牧田 祐紀 ○ ○ ○ ○
94 社会人 ダイゲキガー（試作型） 内田 敏徳 ○ ○ ○
95 学生 ○ エーベルバッハ 田中 貴照 ○ ○ ○ ○ ○
96 学生 くろえす　Ⅱ 太田 慧
97 学生 兜ムシ 朝生 悟史
98 学生 疾風迅雷 島田 亮宏
99 学生 NOAHSARK 岩永 智秀 ○ ○ ○
101 学生 レグォ 菊谷 浩司
103 学生 マックン 鈴木 隼人
107 学生 ILEX 荒木 泉 ○ ○ ○ ○
110 社会人 ○ 若旦那零式 古金谷　友彦
111 学生 シオマネキ 富田 博貴 ○
112 学生 牙決斗 古谷 純平 ○ ○
113 学生 Ｓ・Ｇ・Ｒ 長谷川 信 ○
115 学生 イザナミ 杉山 広祐
116 学生 イザナギ 近藤 寛之
117 学生 カンタンク3 森竹 康雄 ○ ○
118 学生 ＢＢＦ 小林 鎮
119 社会人 ○ たんぽぽ 今井 泰蔵 ○ ○ ○ ○ ○ ○
120 社会人 カトレア 弓納持　充代 ○ ○ ○ ○ ○ ○
121 学生 Spiral Breaker 斎藤 秀伸 ○ ○ ○ ○ ○
122 学生 Acrobat Breaker 前田 力
123 学生 Now or Never 下村 慧 ○ ○
124 学生 ブレイブブレイカー 窪澤 允人
125 学生 ○ 希望 島村光太郎
126 学生 Ａｓｓａｕｌｔ　ｂｒｅａｋｅｒ 河原 慎弥 ○
128 学生 KASA.MkⅡ 滝澤 光 ○
129 学生 Ustralis-改 桑原 大明
130 学生 デスブレイカー 小野 元寛 ○ ○
131 学生 リミットカズラ 田崎 勇一 ○ ○ ○ ○ ○
132 学生 追浜号「流星」 臼木 優
133 社会人 しろやぎ05 磯山 隆 ○ ○ ○ ○ ○
134 学生 キノバ 大石 奨
135 学生 ブラスミーティア 宮木 拓自
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登録番号 種別 市内 ロボット名 キャプテン名 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回

136 学生 Sleipnir 石山 達郎
137 学生 狂戦士 宇野 俊一
138 学生 逆天号 沼尻 寛史
139 学生 鉈騎 戸塚 修平
140 学生 ピカソ 光武 祐太
141 学生 LOTUS 小野 裕也
142 学生 くらふと小魔人 野口 禎史
143 学生 村雨-Blade 佐藤 和寛 ○
144 学生 GIGAマイスター 井谷 剛士 ○
145 学生 魁蓮 中西 松彦 ○
146 学生 BENZO 河南 知希
147 学生 ドライバー 山縣 正幸 ○ ○
148 学生 団地妻卓球部 貫井 勇一 ○ ○ ○ ○
149 学生 ウズベキスタン通い妻 嘉藤 友美
150 学生 メカニック 金子 泰之 ○ ○
151 学生 銀輪ニ号機 高橋 慎治 ○
152 学生 機械 黒岩 宏明 ○ ○ ○
153 学生 月影 大篭  渉 ○ ○ ○
154 学生 アルシオーネTDX 井上 博之 ○
155 学生 アミノη 比企 成光
156 学生 REBEL 藤木健史 ○
157 学生 ジェントルマン 関野 光紘 ○ ○
158 学生 シャウエッセン 角田 大輔
159 学生 marsh:mallow 御所園 空也 ○
160 学生 シンプル 矢内 修平
161 学生 ドゥブァブクロ 榊原 健人 ○ ○
162 学生 七草燕 本多 洋平 ○ ○
163 学生 Berkut・enforcer 市川 幸也
164 学生 メカネコ 金子　林太郎 ○ ○ ○
165 学生 水河 村岡 大河 ○
166 学生 咒牙武 梅田 和宏 ○
167 学生 アルトヴァイエルン 池尾 智
168 学生 イグニッション２ 藤咲 大輔 ○ ○
169 学生 砕牙 五十嵐　光太 ○ ○
170 学生 KA-MA-TA Remix 古川 豊 ○
171 学生 キングベンガー 入部　祐太郎 ○ ○
172 学生 鈍 国吉 貴行 ○ ○
173 学生 ネメシス 小清水　大介 ○ ○
175 学生 UNI 國見 喬嗣 ○
176 学生 黒鉛号 永田　真一郎
177 学生 ＴＮＴ 本田 裕規
178 学生 Avalanche-β 西連寺 亮 ○
179 学生 運河一号 伊藤 稔久
180 学生 ラザニア 荻野 貴司 ○ ○ ○ ○ ○ ○
181 社会人 ROCKY7 柴田 康一 ○ ○ ○ ○ ○ ○
182 社会人 アペタイザー4。1 水澤 義和 ○ ○ ○
183 社会人 alpha 宮城 仁一 ○ ○ ○
184 学生 ＡＩＲ 大貫 悦宏
185 学生 ぼくの夏休み 貝賀 信也
186 学生 隼 星　高陽
187 学生 龍神 長谷川 毅
188 学生 ブレイド 宮沢 直樹
189 学生 RIPPLE-eco 並木 理
190 学生 黒子（投げっぱなし型） 糸平 卓朗
191 学生  マドカル☆マドカ♪ 宮島 孝幸 ○ ○
192 学生 アンシャンブンブン 木村 直嗣
193 学生 邪辺鱗 玉木　伸之介
194 学生 勘弁してよ 渡部 洋平
195 学生 PLANET EXPLORER Ⅳ 高橋 智 ○ ○
196 学生 トールハンマー・スーパーモード 板垣 吉信
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登録番号 種別 市内 ロボット名 キャプテン名 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回

197 社会人 クワガタ 武田 栄蔵 ○ ○ ○ ○ ○ ○
198 学生 瞬光 田中 裕也
199 社会人 ××タロウⅨ 植村 千尋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
200 社会人 黒潮 村上 智彦 ○ ○ ○
201 学生 ＧＥＹＳＥＲ 杉木 俊亮 ○
203 学生 ○ izuna㌧㌦ 柳谷 幸輝 ○ ○ ○ ○
205 社会人 X☆BREAKER 萩原 正明
206 社会人 チャトラン＠量産型 須藤 晃
207 学生 武蔵E-Pro-V 馬目 照幸
208 学生 Φ成 野田 雅史 ○
209 社会人 やまだーんXray 山田 大介 ○ ○ ○ ○ ○
211 社会人 つば九郎 速水 実 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
212 社会人 サトラレン　Ｖｅｒ．４．０３ 安井 武夫 ○ ○ ○ ○ ○
213 社会人 きつつつき 見當 崇 ○ ○
214 社会人 Ｓｔａｒ　Ａｒｒｏｗ 小灘　聰一郎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
215 社会人 らぴすらずりⅩⅡ 小倉 環樹 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
216 学生 菊 小川　洋一郎
217 学生 珠 吉村 尚洋 ○ ○
218 学生 鴒 伊藤 智 ○ ○
219 学生 ㈲ 有賀 裕晃
220 学生 邪魔陀殿麒　鷹堕馬覇熾天 清水　自由理 ○ ○
221 学生 待魂 大信田　克哉
222 学生 無雲 蒲谷 和浩 ○
223 学生 Puppet Master 奥出　京司郎 ○ ○
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1次予選トーナメント本戦　＜Ａリング＞

登録番号 第１回戦 第２回戦 第3回戦 第4回戦 第3回戦 第２回戦 第１回戦 登録番号

第１ 第７

１２：０５ １２：３５

第1 決勝トーナメント 決勝トーナメント 第4

１３：３０ 150 205 １３：４５

第２ 第８

１２：１０ １２：４０

第３ 第９

１２：1５ １２：４５

第2 決勝トーナメント 決勝トーナメント 第5

１３：３５ 208 194 １３：５０

第４ 第１０

１２：２０ １２：５０

第５ 第１１

１２：２５ １２：５５

第3 決勝トーナメント 決勝トーナメント 第1

１３：４０ 173 120 １４：００

第６ 第１２

１２：３０ １３：００

第6

１３：５５

第１３

１３：０５
Ａ５１

207

第２５
１２：００

Ａ４９
31

Ａ５０
92

42

49

85

158

120

66

54

146

152

194

118

223

48

59

142

138

97

171

186

107

189

71

205

75

8
A２３ Ａ４７

第１２
１０：５５

第２４
１１：５５

84
A２４ Ａ４８

18
A２１ Ａ４５

第１１
１０：５０

第２３
１１：５０

67
A２２ Ａ４６

169
A１９ Ａ４３

第１０
１０：４５

第２２
１１：４５

206
A２０ Ａ４４

173
Ａ１７ Ａ４１

第９
１０：４０

第２１
１１：４０

129
A１８ Ａ４２

135
Ａ１５ Ａ３９

第８
１０：３５

第２０
１１：３５

190 Ａ１６ Ａ４０

208
Ａ１３ Ａ３７

第７
１０：３０

第１９
１１：３０

82
Ａ１４ Ａ３８

34
Ａ１１ Ａ３５

第６
１０：２５

第１８
１１：２５

128
Ａ１２ Ａ３６

69
Ａ９ Ａ３３

第５
１０：２０

第１７
１１：２０

126
Ａ１０ Ａ３４

Ａ２９

Ａ３０

Ａ３１

Ａ３２140

第１３
１１：００

第１４
１１：０５

第１５
１１：１０

第１６
１１：１５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

175

222

200

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

166

19

150

12

第１
１０：００

第２
１０：０５

第３
１０：１０

第４
１０：１５

Ａ２５

Ａ２６

Ａ２７

Ａ２８
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1次予選トーナメント敗者復活戦＜Ａリング＞
第1回戦 第2回戦 第3回戦 第4回戦 第5回戦 第6回戦

第1 16:50

第4 17：05

第5 17:10

. 第6 17:15

　

第1　17:20

第2　17:25

第3　17:30

4

3

1

2

17:35

17:30 決勝トーナメント 82

決勝トーナメント 84

82

126

84

85

　

　

200 A３０
207

97

A２９

A２５

171 Ａ１６ 第3回戦第4敗者

129 第1回戦第9敗者

92 第3回戦第6敗者Ａ１

59 A８ 第3回戦第5敗者

222
12

189

19

Ａ2

A３
A４

A２２

A７

Ａ５

Ａ１７

Ａ２０

第2　14:15

第2回戦第8敗者

第1回戦第2敗者

第1　15:20

第1　14:10
第1回戦第1敗者

第1回戦第3敗者

第2回戦第7敗者

第2　15:25
140 A６ 第1回戦第4敗者

107

82 A１０ 第1回戦第7敗者

69 Ａ９ 第1回戦第5敗者

223

第3　15:30
138 A１１ 第2回戦第9敗者

34 Ａ１２ 第1回戦第6敗者
第4　14:25

第3　14:20

54 A１９ 第2回戦第11敗者

第5　14:30
67 A１８ 第1回戦第11敗者

84 Ａ２３

第6　15:45
49

A３１

186

第6　14:35
8 A２１ 第1回戦第12敗者

第1回戦第10敗者

第3回戦第3敗者

206

第2回戦第12敗者

71 Ａ２４

A２８

第3回戦第2敗者

第2回戦第2敗者

第1回戦第15敗者

126

75 Ａ２７

175 第2回戦第1敗者

第7　14:40
第1回戦第13敗者

A２６

152 A３３

第1回戦第17敗者48 A３２
第1回戦第19敗者

A３５

118

128 A３４

A３６

A４２

第2回戦第5敗者

166 A３８

169 A４１

第1回戦第23敗者

66

146

A３９

第1　16:20

第2　16:25

第3　16:30

第4　16:35

42 A４０

第2回戦第3敗者

第1回戦第18敗者

第3回戦第1敗者

190 A３７

第1回戦第20敗者

142

85 A４５

158 A４３

18 A４４

31 A１４ 第1回戦第25敗者
第4　15:35

第1　15:10
135 A１３ 第1回戦第8敗者

A１５ 第2回戦第10敗者

第1回戦第21敗者

第2回戦第4敗者

第5　16:40

第1回戦第14敗者
第8　14:45

第1回戦第16敗者

第2回戦１３敗者

第9　14:50

第11　15:00

第10　14:55

　

第5　15:40

第2　16:55

第3　17:00

予選トーナメント敗者復活戦第６回戦の勝者（１．２．３）、予選トーナメント本戦第4
回戦第1の敗者の４チームから、２チーム選出。組合せは、抽選により設定

第2回戦第6敗者
第12　16:15

第4回戦第1敗者

第1回戦第24敗者
第12　15:00

第1回戦第22敗者

 第2　15：15

  第7　15:50

第6　16:45

第11　16:10

第9　16:00

第10　16:05

 第8　15:55
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1次予選トーナメント本戦　＜Ｂリング＞

登録番号 第１回戦 第２回戦 第3回戦 第4回戦 第3回戦 第２回戦 第１回戦 登録番号

第１ 第７

１２：０５ １２：３５

第1 決勝トーナメント 決勝トーナメント 第4

１３：３０ 11 144 １３：４５

第２ 第８

１２：１０ １２：４０

第３ 第９

１２：１５ １２：４５

第2 決勝トーナメント 決勝トーナメント 第5

１３：３５ 61 58 １３：５０

第４ 第１０

１２：２０ １２：５０

第５ 第１１

１２：２５ １２：５５

第3 決勝トーナメント 決勝トーナメント 第1

１３：４０ 39 153 １４：００

第６ 第１２

１２：３０ １３：００

第6

１３：５５

第１３

１３：０５ Ｂ５１
45

Ｂ４９
123第２５

１２：００
Ｂ５０

153

68
Ｂ２３ Ｂ４７

188第１２
１０：５５

第２４
１１：５５

181
Ｂ２４ Ｂ４８

99

115
Ｂ２１ Ｂ４５

16第１１
１０：５０

第２３
１１：５０

214
Ｂ２２ Ｂ４６

121

60
Ｂ１９ Ｂ４３

47第１０
１０：４５

第２２
１１：４５

192
Ｂ２０ Ｂ４４

147

39
Ｂ１７ Ｂ４１

1第９
１０：４０

第２１
１１：４０

177
Ｂ１８ Ｂ４２

83

61
Ｂ１５ Ｂ３９

130第８
１０：３５

第２０
１１：３５

111
Ｂ１６ Ｂ４０

201

79
Ｂ１３ Ｂ３７

65第７
１０：３０

第１９
１１：３０

103
Ｂ１４ Ｂ３８

17

52
Ｂ１１ Ｂ３５

58第６
１０：２５

第１８
１１：２５

216
Ｂ１２ Ｂ３６

164

89
Ｂ９ Ｂ３３

151第５
１０：２０

第１７
１１：２０

78
Ｂ１０ Ｂ３４

56

162
Ｂ７ Ｂ３１

2第４
１０：１５

第１６
１１：１５

55 Ｂ８ Ｂ３２ 145

44
Ｂ５ Ｂ２９

33第３
１０：１０

第１５
１１：１０

91

21
Ｂ３ Ｂ２７

155第２
１０：０５

第１４
１１：０５

11

Ｂ６ Ｂ３０
27

Ｂ４ Ｂ２８
139

22
Ｂ１ Ｂ２５

125第１
１０：００

第１３
１１：００

110
Ｂ２ Ｂ２６

144
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1次予選トーナメント敗者復活戦＜Ｂリング＞
第1回戦 第2回戦 第3回戦 第4回戦 第5回戦 第6回戦

第1 16:50

第4 17:05

第5 17:10

第6 17:15

　

2

第3　17:30

第2　17:25

決勝トーナメント 79

第11　16:10

第9　16:00

第4　16:35

第7　15:50

3

4第4回戦第1敗者

188 Ｂ４３ 第1回戦第24敗者
第12　16:15

第2　16:55

第3　17:00

115 Ｂ４４ 第2回戦第6敗者

147 Ｂ４２ 第1回戦第22敗者 第6　16:45
第12　15:05

1

1
17:40

181
決勝トーナメント 1

予選トーナメント敗者復活戦第６回戦の勝者（１．２．３）、予選トーナメント本戦第4
回戦第1の敗者の４チームから、２チーム選出。組合せは、抽選により設定

　
17:35

　 83

192 Ｂ４１ 第2回戦第5敗者

79

1 Ｂ４５

44 Ｂ３８ 第3回戦第1敗者

16 Ｂ４０ 第1回戦第23敗者

83 Ｂ３９ 第1回戦第21敗者
第11　15:00

第5　16:40
第10　14:55

201 Ｂ３６ 第1回戦第20敗者
第10　16:05

103 Ｂ３７ 第2回戦第4敗者

第1回戦第17敗者

164 Ｂ３５ 第1回戦第18敗者

第9　14:50
17 Ｂ３３ 第1回戦第19敗者

89 Ｂ３４ 第2回戦第3敗者

151 Ｂ３２
52 Ｂ３１ 第3回戦第2敗者

45

第7　14:40
27 Ｂ２５ 第1回戦第15敗者

181 Ｂ２３ 第3回戦第3敗者

125 Ｂ２４ 第1回戦第13敗者

第3　16:30

第6　15:45

Ｂ２０ 第1回戦第10敗者
第6　14:35

68 Ｂ２１ 第1回戦第12敗者

99 Ｂ２２ 第2回戦第12敗者

第5　15:40
47 Ｂ１９ 第2回戦第11敗者

第5　14:30
214 Ｂ１８ 第1回戦第11敗者

60

145 Ｂ１６ 第3回戦第4敗者

177 Ｂ１７ 第1回戦第9敗者

Ｂ１４ 第1回戦第25敗者
第4　15:35

130 Ｂ１５ 第2回戦第10敗者

第2　16:25
216 Ｂ１２ 第1回戦第6敗者

第4　14:25
111 Ｂ１３ 第1回戦第8敗者

第1　15:10123

第1回戦第7敗者
第3　15:30

56 Ｂ１１ 第2回戦第9敗者

65 Ｂ８ 第3回戦第5敗者
　

78 Ｂ９ 第1回戦第5敗者
第3　14:20

79 Ｂ１０

第1　17:20

第1　16:20

第2　15:25

Ｂ５ 第1回戦第2敗者
第2　14:15

162 B６ 第1回戦第4敗者

33 B７ 第2回戦第8敗者

第1　15:20
139 Ｂ４ 第2回戦第7敗者

第1　14:10
91 Ｂ３ 第1回戦第3敗者

21

121 Ｂ１ 第3回戦第6敗者

110 Ｂ2 第1回戦第1敗者

第8　15:55

55 B３０ 第2回戦第2敗者

155 Ｂ２７ 第1回戦第14敗者
第8　14:45

2 B２８

22 Ｂ２６ 第2回戦第1敗者

第2　15：15
第1回戦第16敗者

B２９ 第2回戦第13敗者
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1次予選トーナメント本戦　＜Ｃリング＞

登録番号 第１回戦 第２回戦 第3回戦 第4回戦 第3回戦 第２回戦 第１回戦 登録番号

第１ 第７

１２：０５ １２：３５

第1 決勝トーナメント 決勝トーナメント 第4

１３：３０ 219 148 １３：４５

第２ 第８

１２：１０ １２：４０

第３ 第９

１２：1５ １２：４５

第2 決勝トーナメント 決勝トーナメント 第5

１３：３５ 199 178 １３：５０

第４ 第１０

１２：２０ １２：５０

第５ 第１１

１２：２５ １２：５５

第3 決勝トーナメント 決勝トーナメント 第1

１３：４０ 197 25 １４：００

第６ 第１２

１２：３０ １３：００

第6

１３：５５

第１３

１３：０５ Ｃ５１
36

Ｃ４９
74第２５

１２：００
Ｃ５０

98

197
Ｃ２３ Ｃ４７

6第１２
１０：５５

第２４
１１：５５

50
Ｃ２４ Ｃ４８

81

35
Ｃ２１ Ｃ４５

62第１１
１０：５０

第２３
１１：５０

15
Ｃ２２ Ｃ４６

80

29
Ｃ１９ Ｃ４３

136第１０
１０：４５

第２２
１１：４５

187
Ｃ２０ Ｃ４４

57

38
Ｃ１７ Ｃ４１

53第９
１０：４０

第２１
１１：４０

176
Ｃ１８ Ｃ４２

25

199
Ｃ１５ Ｃ３９

7第８
１０：３５

第２０
１１：３５

141 Ｃ１６ Ｃ４０ 93

131
Ｃ１３ Ｃ３７

178第７
１０：３０

第１９
１１：３０

87
Ｃ１４ Ｃ３８

217

179
Ｃ１１ Ｃ３５

112第６
１０：２５

第１８
１１：２５

20
Ｃ１２ Ｃ３６

26

24
Ｃ９ Ｃ３３

40第５
１０：２０

第１７
１１：２０

77
Ｃ１０ Ｃ３４

170

161
Ｃ７ Ｃ３１

215第４
１０：１５

第１６
１１：１５

10 Ｃ８ 143

132
Ｃ５ Ｃ２９

5第３
１０：１０

第１５
１１：１０

219

198
Ｃ３ Ｃ２７

46第２
１０：０５

第１４
１１：０５

116

Ｃ２ Ｃ２６
113

Ｃ６ Ｃ３０
148

Ｃ４ Ｃ２８
183

Ｃ２５
195

Ｃ１

Ｃ３２

134第１
１０：００

第１３
１１：００

191
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1次予選トーナメント敗者復活戦＜Ｃリング＞
第1回戦 第2回戦 第3回戦 第4回戦 第5回戦 第6回戦

第1 16:50

第2 16:55

第4 17:05

第5 16:40

第6 17:15

　

2

1

第2　17:25

第1　17:20

第9　16:00

第2　16:25

予選トーナメント敗者復活戦第６回戦の勝者（１．２．３）、予選トーナメント本戦第4
回戦第1の敗者の４チームから、２チーム選出。組合せは、抽選により設定

決勝トーナメント 170

4

3

第10　14:55

第10　16:05

第5　17:10

第3　17:00

第12　16:15

決勝トーナメント 5

第6　16:45

17:40

17:35

第3　17:30

第11　15:00

第11　16:10

第12　15:00

第2回戦第4敗者

Ｃ３６ 第1回戦第20敗者

Ｄ４４ 第2回戦第6敗者

Ｃ４０ 第1回戦第23敗者

第3回戦第1敗者

第1回戦第18敗者

20

74 Ｄ４5 第4回戦第1敗者

136 Ｃ４２

87 Ｃ３７

5

　 74

　 170

15

176 Ｃ４１ 第2回戦第5敗者

第1回戦第22敗者

6 Ｄ４３ 第1回戦第24敗者

53 Ｃ３９ 第1回戦第21敗者

80

7

217 Ｃ３３

198 Ｃ３８

26 Ｃ３５

40 Ｃ３２ 第1回戦第17敗者
第9　14:50

第1回戦第19敗者

77 Ｃ３４ 第2回戦第3敗者

36 Ｃ２９ 第2回戦第13敗者

10 Ｃ３０ 第2回戦第2敗者

20 Ｃ３１ 第3回戦第2敗者

第4　16:35
183 Ｃ２７ 第1回戦第14敗者

第8　14:45
143 Ｃ２８ 第1回戦第16敗者

第2　15:15 第8　15:55

第7　15:50
191 Ｃ２６ 第2回戦第1敗者

第7　14:40
5 Ｃ２５ 第1回戦第15敗者

29 Ｃ２３ 第3回戦第3敗者

134 Ｃ２４ 第1回戦第13敗者

第3　16:30

第6　15:45

Ｃ２０ 第1回戦第10敗者
第6　14:35

50 Ｃ２１ 第1回戦第12敗者

62 Ｃ２２ 第2回戦第12敗者

第5　15:40
57 Ｃ１９ 第2回戦第11敗者

第5　14:30
35 Ｃ１８ 第1回戦第11敗者

187

46 Ｃ１６ 第3回戦第4敗者

38 Ｃ１７ 第1回戦第9敗者

Ｃ１４ 第1回戦第25敗者
第4　15:35

93 Ｃ１５ 第2回戦第10敗者

第1　15:1098

179 Ｃ１２ 第1回戦第6敗者
第4　14:25

141 Ｃ１３ 第1回戦第8敗者

第1回戦第7敗者
第3　15:30

112 Ｃ１１ 第2回戦第9敗者

170 Ｃ８ 第3回戦第5敗者
　

24 Ｃ９ 第1回戦第5敗者
第3　14:20

131 Ｃ１０

第1　16:20

第2　15:25

Ｃ５ 第1回戦第2敗者
第2　14:15

161 Ｃ６ 第1回戦第4敗者

215 Ｃ７ 第2回戦第8敗者

第1　15:20
113 Ｃ４ 第2回戦第7敗者

第1　14:10
132 Ｃ３ 第1回戦第3敗者

116

81 Ｃ１ 第3回戦第6敗者

195 Ｃ２ 第1回戦第1敗者
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1次予選トーナメント本戦　＜Ｄリング＞

登録番号 第１回戦 第２回戦 第3回戦 第4回戦 第3回戦 第２回戦 第１回戦 登録番号

第１ 第７

１２：０５ １２：３５

第1 決勝トーナメント 決勝トーナメント 第4

１３：３０ 154 30 １３：４５

第２ 第８

１２：１０ １２：４０

第３ 第９

１２：1５ １２：４５

第2 決勝トーナメント 決勝トーナメント 第5

１３：３５ 119 88 １３：５０

第４ 第１０

１２：２０ １２：５０

第５ 第１１

１２：２５ １２：５５

第3 決勝トーナメント 決勝トーナメント 第1

１３：４０ 86 168 １４：００

第６ 第１２

１２：３０ １３：００

第6

１３：５５

第１３

１３：０５
Ｄ５１

133

Ｄ４９
94第２５

１２：００
Ｄ５０

180

211
Ｄ２３ Ｄ４７

156第１２
１０：５５

第２４
１１：５５

185
Ｄ２４ Ｄ４８

73

43
Ｄ２１ Ｄ４５

203第１１
１０：５０

第２３
１１：５０

41
Ｄ２２ Ｄ４６

13

86
Ｄ１９ Ｄ４３

168第１０
１０：４５

第２２
１１：４５

63
Ｄ２０ Ｄ４４

193

4
Ｄ１７ Ｄ４１

159第９
１０：４０

第２１
１１：４０

14
Ｄ１８ Ｄ４２

167

182
Ｄ１５ Ｄ３９

117第８
１０：３５

第２０
１１：３５

101
Ｄ１６ Ｄ４０

88

32
Ｄ１３ Ｄ３７

95第７
１０：３０

第１９
１１：３０

3
Ｄ１４ Ｄ３８

122

220
Ｄ１１ Ｄ３５

165第６
１０：２５

第１８
１１：２５

124
Ｄ１２ Ｄ３６

28

172
Ｄ９ Ｄ３３

163第５
１０：２０

第１７
１１：２０

119
Ｄ１０ Ｄ３４

196

212
Ｄ７ Ｄ３１

137第４
１０：１５

第１６
１１：１５

213 Ｄ８ Ｄ３２ 96

154
Ｄ５ Ｄ２９

160第３
１０：１０

第１５
１１：１０

70
Ｄ６ Ｄ３０

209

184
Ｄ３ Ｄ２７

23第２
１０：０５

第１４
１１：０５

218
Ｄ４ Ｄ２８

90

157
Ｄ１ Ｄ２５

30第１
１０：００

第１３
１１：００

221
Ｄ２ Ｄ２６

149
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1次予選トーナメント敗者復活戦＜Ｄリング＞
第1回戦 第2回戦 第3回戦 第4回戦 第5回戦 第6回戦

第1 16:50

第2 16:55

第4 17:05

第5 16:40

　
　 43

決勝トーナメント 28
4

17:40
28

193 Ｄ４２ 第1回戦第22敗者 第6　16:45

133 Ｄ４5 第4回戦第1敗者

　

予選トーナメント敗者復活戦第６回戦の勝者（１．２．３）、予選トーナメント本戦第4
回戦第1の敗者の４チームから、２チーム選出。組合せは、抽選により設定

決勝トーナメント 43
133

17:35

73 Ｄ４３ 第1回戦第24敗者

211 Ｄ４４ 第2回戦第6敗者
第12　16:15

Ｄ４０ 第1回戦第23敗者

Ｄ４１ 第2回戦第5敗者
第11　16:10

第11　15:00

第12　15:00

4

218 Ｄ３８ 第3回戦第1敗者

159 Ｄ３９ 第1回戦第21敗者

13

第10　16:05
101 Ｄ３７ 第2回戦第4敗者

165 Ｄ３５ 第1回戦第18敗者
第10　14:55

117 Ｄ３６ 第1回戦第20敗者

第9　16:00
124 Ｄ３４ 第2回戦第3敗者

第9　14:50
122 Ｄ３３ 第1回戦第19敗者

32 Ｄ３１ 第3回戦第2敗者

196 Ｄ３２ 第1回戦第17敗者

180 Ｄ２９ 第2回戦第13敗者

212 Ｄ３０ 第2回戦第2敗者

第4　16:35
90 Ｄ２７ 第1回戦第14敗者

第8　14:45
137 Ｄ２８ 第1回戦第16敗者

第2　15:15 第8　15:55

第7　15:50
157 Ｄ２６ 第2回戦第1敗者

第7　14:40
160 Ｄ２５ 第1回戦第15敗者

43 Ｄ２３ 第3回戦第3敗者

149 Ｄ２４ 第1回戦第13敗者

Ｄ２２ 第2回戦第12敗者 第2　17:25 2

第3　16:30
63 Ｄ２０ 第1回戦第10敗者

第6　14:35
185 Ｄ２１ 第1回戦第12敗者

第6　15:45
156

第5　15:40
167 Ｄ１９ 第2回戦第11敗者

第5　14:30
41 Ｄ１８ 第1回戦第11敗者

209 Ｄ１６ 第3回戦第4敗者

14 Ｄ１７ 第1回戦第9敗者

Ｄ１４ 第1回戦第25敗者
第4　15:35

95 Ｄ１５ 第2回戦第10敗者

第2　16:25
220 Ｄ１２ 第1回戦第6敗者

第4　14:25
182 Ｄ１３ 第1回戦第8敗者

第1　15:1094

第1回戦第7敗者
第3　15:30

163 Ｄ１１ 第2回戦第9敗者

28 Ｄ８ 第3回戦第5敗者
　

172 Ｄ９ 第1回戦第5敗者
第3　14:20

3 Ｄ１０

Ｄ７ 第2回戦第8敗者 第1　17:20 1

第1　16:20
184 Ｄ５ 第1回戦第2敗者

第2　14:15
213 Ｄ６ 第1回戦第4敗者

第2　15:2596

第2回戦第7敗者

第1　14:10
70 Ｄ３ 第1回戦第3敗者

4

203 Ｄ１ 第3回戦第6敗者

221 Ｄ２ 第1回戦第1敗者

第1　15:2023 Ｄ４

第3　17:00

第5　17:10

第6　17:15

3
第3　17:30
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平成 17 年 8 月 21 日（日） 
  

 

バトルロボットトーナメント 

決勝トーナメント 



 
- 24 -

決勝トーナメント（8月21日（日）） 
大会進行スケジュール 

 
会            場 

 
 時   間 

（Ａ・Ｂリング） 

  8：00  スタッフ集合 

  8：30 
 
  9：00 

 参加チーム受付 
  
 実行委員会 
 

  9：30  規則説明等 
  
 ・協賛企業の紹介 
 ・試合規則の説明と注意事項：実行委員会副委員長 

  10：00  試合開始 
(決勝トーナメント) 

  
Ａ・Bリング 1回戦8試合 

  12：00  ロボット審査（実行委員会） 
 休  憩 

  13：00 
 
 

 試合開始 
 (決勝トーナメント) 
  
Ａ・Bリング 2回戦4試合、3回戦2試合 

 

14：30 
14：35 

 知能ロボ準備 
 知能ロボコンテスト 

  
15：00 特別戦   実行委員会（各賞・企業賞の選定）  

15：30 準決勝戦 ２試合   

   
  15：45 
   
 16：00 

  
３位決定戦（Bリング使用） 

 
決 勝 戦（Aリング使用） 

 

 

16：15  休憩（表彰式準備）  

  16：30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 表彰式 
１．挨  拶：川崎市長 
２．Jr.ロボット大会財団理事長賞の授与：理事長 
３．トーナメント各賞の授与 
 ①市長賞授与：川崎市長 
②実行委員長賞授与：佐藤実行委員長 
③各賞の授与：実行委員 

 ④企業賞の授与：審査員 
⑤特別戦出場チーム賞の授与：実行委員 

４．大会の総括：実行委員長 

 

17：00  終  了 
 



＜決勝トーナメント出場ロボット＞

登録番号　　　　1

ロボット名　　　SundaySilence

チームの紹介
みんなけっこうロボット好きです。

ロボットの特徴
攻撃力が高い（といいなあ。。。）

登録番号　　　11

ロボット名　　　幻夢　Last Order

チームの紹介
今年は楽しむ事を目標にがんばりた
いと思います。去年は徹夜でフラフ
ラ・・・。

ロボットの特徴
無色透明、機構が丸見えのロボットで
す。一応オリジナル機構・・・かな？
アームは前回よりパワーアップ。

登録番号　　　　　5

ロボット名　　　百鬼夜行

チームの紹介
3次元CADを新規導入。ラジオ部で
す。小さい部活ながらも頑張っていま
す。

ロボットの特徴
第10回大会に出場したマシン「兇星」
の後継機。低重心で強力なアームは
そのままに、走破性を改善しました。
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登録番号　　　　　28

ロボット名　　　ホルスタイン弐号

チームの紹介
今までの経験を生かし、どんな相手で
もひるまずに勝ちにいきたい。

ロボットの特徴
大きい脚で丘を乗り越え、長く強力な
アームで相手を持ち上げる。

登録番号　　　　　30

ロボット名　　　stinger

チームの紹介
協調性がありやる気があるチームで
す。

ロボットの特徴
足はアウフブッリツェンのリンク機構と
いうものを使用しており、構造が非常
に単純になります。

登録番号　　　　　25

ロボット名　　　舞姫

チームの紹介
ロボットが本当に好きな人間が集まっ
たチームで毎日楽しくロボットを作って
ます。

ロボットの特徴
大きめの機体で機動力のある足で周
り込みトルクのあるアームで相手を
ひっくり返します。
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登録番号　　　　　58

ロボット名　　　Ｒｅｄ　Ｅｙｅ

チームの紹介
ドライバーの運にすべてを賭けるギャ
ンブルチーム！コイントスは絶対の自
信がある。

ロボットの特徴
グラス半分にトマトジュースを注いだ
後、ビールで満たし、軽くステアする。
よく冷えていることが重要。

登録番号　　　　39

ロボット名　　　Phantom

チームの紹介
今年初参加です。一生懸命頑張りた
いと思います。

ロボットの特徴
ダブルクランク機構の脚と、高出力の
アームです。脚は小型で、これにより
す早いスタートができます。

登録番号　　　　　43

ロボット名　　　トライアンフ

チームの紹介
ユーモア溢れるアイデアを出す事が出
来る4人組です。

ロボットの特徴
幅も広がり大きな車体のロボット。連
続跳ね上げ式アームを搭載。
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登録番号　　　　　61

ロボット名　　　Hell-Antique

チームの紹介
鮫洲に在る某学校のＯＢチームなので
鮫洲レーシング。

ロボットの特徴
Zero-ntiqueのコンセプトをさらに進化
させた、人馬一体で操縦性を高めた。

登録番号　　　　　79

ロボット名　　 maxwell

チームの紹介
芝浦工業大学の学内サークル、SRDC
の仲間で参加しています。

ロボットの特徴
前作La＋よりも、さらに速く、強いロ
ボットを目指しました。十八本足。ス
ピードキング、

登録番号　　　　　82

ロボット名　　　ライオンパンダ

チームの紹介
SRDCというロボット団体から熱き者達
を集合させた。

ロボットの特徴
大きな脚による走破性は抜群。そして
長いアームでKO、の予定。
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登録番号　　　　　84

ロボット名　　　闘神皇STRIKER

チームの紹介
熱い心を持ったメンバーで、今年も上
位進出を狙い大会に挑みます！

ロボットの特徴
小さな隙を逃さず捕らえる事のできる
ハイパワーの1本アームと旋回性能の
高さで相手を圧倒する。

登録番号　　　　　86

ロボット名　　　武神皇　V-spec

チームの紹介
今年は社会人になり、時間がない中で
の参加ですが、チーム全員で協力して
頑張ります。

ロボットの特徴
丘を物ともしない足機構と強力なアー
ムを兼ね備えた機体です。さらにウイ
ングの動きで、相手を攪乱します。

登録番号　　　　　88

ロボット名　　　殺神皇

チームの紹介
今年から社会人なので家族の力を借
りて上位進出を狙っています。

ロボットの特徴
カムによる滑らかな足の動きと、長くし
なるアームを装備し、素早い動きで相
手を圧倒します。
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登録番号　　　　　120

ロボット名　　　カトレア

チームの紹介
会社の同僚で結成したチームです。

ロボットの特徴
攻撃力と機動力を追求したロボットで
す。路面への追従性を向上させていま
す。

登録番号　　　　　144

ロボット名　　　GIGAマイスター

チームの紹介
同じ学科のチームでロボットにすべて
をつぎこみ今だに３年の者のいるチー
ム

ロボットの特徴
大型で縦長、さらに山をまたぐ構造の
機体で試合開始にロボがたおれ相手
の目の前に俊治にアームをもっていく

登録番号　　　　　119

ロボット名　　　たんぽぽ

チームの紹介
会社の同僚で結成したチームです。仕
事の知識を活用して優勝を狙います。

ロボットの特徴
防御力を高めつつ、従来通りの一撃
必殺の強力アームを兼ね備えた最強
ロボット！
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登録番号　　　　　153

ロボット名　　　月影

チームの紹介
とりあえず集まった四人組み！今年の
夏も熱く燃えるじぇ～！

ロボットの特徴
今年は試合開始後、一直線で相手マ
シンへ突進できるようにロングアームや
転倒スタートをチャレンジします。

登録番号　　　　　148

ロボット名　　　団地妻卓球部

チームの紹介
毎年恒例ですから。

ロボットの特徴
私の妻です。

登録番号　　　　　150

ロボット名　　　メカニック

チームの紹介
お願いだからスタート台外してね

ロボットの特徴
駄目よ、そこはリングアウト
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登録番号　　　　　154

ロボット名　　　アルシオーネTDX

チームの紹介
去年、自爆してしまいました。が、今年
は、自爆しないぞぅ！

ロボットの特徴
旋回能力が高く、電子制御の凶悪な
アームが大地を切り裂き、敵を弾きと
ばす。

登録番号　　　　　168

ロボット名　　　イグニッション２

チームの紹介
キャプテンの言う事をよく聞く良い部下
達です

ロボットの特徴
昨年度の欠点だったメンテナンス性の
悪さを改良したため、トラブルが少なく
なっているはず

登録番号　　　　170

ロボット名　　　KA-MA-TA　Remix

チームの紹介
このチームでの出場は二度目で、まだ
まだ初心者ですが、精一杯がんばりま
す。

ロボットの特徴
前作の素早い脚部と、前大会で一撃
必殺を誇ったアームを更に強力に改
良して勝ちます。
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登録番号　　　　　173

ロボット名　　　ネメシス

チームの紹介
去年に引続き、明るく楽しい最高の仲
間達です。

ロボットの特徴
全体を低く収めつつ、機動力・攻撃力
を高めた傑作機です。

登録番号　　　　　178

ロボット名　　　Avalanche-β

チームの紹介
大学のサークルで作ったチームです。
メンバーでない人たちの分も頑張ろう
と思います。

ロボットの特徴
機体の前面の可動式の防御版が特長
の機体です。去年の弱点だった機動
性の改善を図っています。

登録番号　　　　　194

ロボット名　　　勘弁してよ

チームの紹介
私達は他の全国大会での優勝経験が
あります。かわさきは初参戦ですが優
勝を狙います。

ロボットの特徴
高速な脚機構で試合を有利に展開し
ます。押し出すよりもアームで相手を倒
すことをコンセプトにしています。
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登録番号　　　　　199

ロボット名　　　××タロウⅨ

チームの紹介
昨年念願の本線出場を果たしたので
今年はさらに上位を狙うＵＥ村工房で
す。

ロボットの特徴
横回転するアームと首振機能。独自に
設計した上下振動を抑える足先形状。

登録番号　　　　　205

ロボット名　　　X☆BREAKER

チームの紹介
宇宙かわさきファイターＸとそのゆかい
な仲間たち

ロボットの特徴
ブレードが光る！回る！開く！

登録番号　　　　　197

ロボット名　　　クワガタ

チームの紹介
今年こそ予選突破を目指しガンバリま
す。

ロボットの特徴
見た目は、同じ中身は新型、今年もク
ワガタ
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登録番号　　　　　208

ロボット名　　　Φ成

チームの紹介
全員4年生のチームであり、大学生活
最後の記念に持てる力の全てを注ぎ
こみます。

ロボットの特徴
信頼性を重視して設計を行った。何度
も戦っても壊れずに粘り勝ちすること
を目指す。

登録番号　　　　　219

ロボット名　　　㈲

チームの紹介
全員が２回生で初参加です。決勝目
指してがんばります。

ロボットの特徴
シャフトドライブを用いた脚機構が特
徴です。アームは1周期で2回攻撃を
行います。
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＜特別戦出場ロボット＞

登録番号　　　　6

ロボット名　　　らんちゅう☆ぷらいまる

チームの紹介
ともだちです。みんななかよしです。

ロボットの特徴
かわいさとすばやさは想定の範囲内
です☆

登録番号　　　　　38

ロボット名　　　本土決戦一億玉砕

チームの紹介
スペシャルサンクス：電大自制、機動
研、百足研、ばか小屋、mediXtec。

ロボットの特徴
ステアリングにより高速旋回を可能に
した異常百足ロボ。社会人1年目とし
て、技術の意地を

登録番号　　　　54

ロボット名　　　K314-43's

チームの紹介
今回も同じく、学生時代のクラスメイト
チーム。

ロボットの特徴
前回の反省を活かし、改良を加えたマ
シン。強化したマシンで上位を狙う。
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登録番号　　　　　111

ロボット名　　　シオマネキ

チームの紹介
おもしろいロボを作るのに命をかける
おもしろいチーム！

ロボットの特徴
蟹を模した姿で見た目がおもしろく、
アームが横に付いているので側面か
らの攻撃に強い。

登録番号　　　　　133

ロボット名　　　しろやぎ05

チームの紹介
まじめな科学者の集まりなのです。今
年こそ予選突破を果たすため、前面改
装を計画中。

ロボットの特徴
かに歩き、横転復旧、自動受身と新し
い機能を盛り込んできたしろやぎ型、
今年は原点に返り勝ちを狙います。

登録番号　　　　　65

ロボット名　　　TUVAME-SA

チームの紹介
昨年同様にがんばろうという気持ちだ
けはたくさんある元気なチームです。

ロボットの特徴
長さが130㎜と小型であるにもかかわ
らず、腕の力が30㎏/cmとボディの大
きさのわりには力づよいのが特徴で
す。
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登録番号　　　　172

ロボット名　　　鈍

チームの紹介
やる気だけは異常にあるエネルギッ
シュな4人です。

ロボットの特徴
脚の数を増やして安定感を出しまし
た。

登録番号　　　　　206

ロボット名　　　チャトラン＠量産型

チームの紹介
Ｐ作戦、ついにかわさきロボにて、部
隊展開！

ロボットの特徴
かわいいパンダ君がトコトコ歩きます。
あと、ガブリとかみつきます。
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決勝トーナメント

第１回戦 第２回戦 第3回戦 第4回戦

第２回戦第１
13:00

第２回戦第２
13:15

第２回戦第３

13:30

第２回戦第４
13:45

第２回戦第１

13:00

第２回戦第２
13:15

第２回戦第３
13:30

第２回戦第４
13:45

15:45

14:15

14:00

3位決定戦(Ｂリング）

第3回戦第２

第4回戦第1

第4回戦第1

16:00

15:30

15:30

14:15

14:00

決勝戦(Ａリング）

第3回戦第1

第3回戦第２

第3回戦第1

準優勝
119  たんぽぽ

039  Phantom Ａ１
第１回戦第１
1０：００

082  ライオンパンダ A２

168  イグニッション２ A３
第１回戦第２
１０：１５

011  幻夢　Last Order Ａ４

005  百鬼夜行 Ａ５ 第１回戦第３
１０：３０

144  GIGAマイスター Ａ６

119  たんぽぽ Ａ７
第１回戦第４
１０：４５

086  武神皇　V-spec Ａ８

088  殺神皇 Ａ９
第１回戦第５
１１：００

079  maxwell A１０

205  X☆BREAKER A１１ 第１回戦第６
１１：１５

173  ネメシス Ａ１２

030  stinger Ａ１３
第１回戦第７
１１：３０

219  ㈲ Ａ１４

061  Hell-Antique Ａ１５
第１回戦第８
１１：４５

028  ホルスタイン弐号 Ａ１６

120  カトレア B１
第１回戦第１
1０：００

154  アルシオーネTDX B２

178  Avalanche-β B３ 第１回戦第２
１０：１５

084  闘神皇STRIKER Ｂ４

199  ××タロウⅨ Ｂ５ 第１回戦第３
１０：３０

148  団地妻卓球部 Ｂ６

025  舞姫 Ｂ７
第１回戦第４
１０：４５

208  Φ成 Ｂ８

170  KA-MA-TA　Remix Ｂ９
第１回戦第５
１１：００

043  トライアンフ Ｂ１０

001  SundaySilence Ｂ１１
第１回戦第６
１１：１５

197  クワガタ Ｂ１２

Ｂ１６

194  勘弁してよ Ｂ１３ 第１回戦第７
１１：３０

058  Ｒｅｄ　Ｅｙｅ Ｂ１４

優勝
025  舞姫

030  stinger

150  メカニック

3位
030  stinger

150  メカニック Ｂ１５
第１回戦第８
１１：４５

153  月影
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＜ロボットづくり体験学習教室 平成 17 年 6 月 18 日～8 月 6 日 各土曜日＞ 

 

 

＜Jr.ロボット競技大会 平成 17 年 8 月 19 日（金）＞ 

ロボットづくり体験学習教室 

Jr.ロボット競技大会 
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開催内容 
 

1 開催内容  市内の小中学生を対象にロボットの基礎知識から組み立てまでを一貫して行なうロ

ボットづくり体験学習教室をかわさき新産業創造センター（略称：KBIC）のものづく

り工房にて、過去の大会出場経験者による講師の指導を受け行った。また、組み上げ

た機体を8月19日（金）のJr.ロボット競技大会にて製作発表の場として競技を行った

。 

 

2 開 催 日 

 (1)ロボットづくり体験学習教室 

平成17年6月18日・７月2日・16日・8月6日 各土曜日  

午後1時00分～午後5時00分まで 計4回 

 (2)Jr.ロボット競技大会 

平成17年8月19日(金)午後1時00分～午後3時00分まで 

 

3 開催場所 

(1)ロボットづくり体験学習教室（かわさき新産業創造センター「川崎市幸区小倉３０８－１０」） 

(2)Jr.ロボット競技大会（川崎市産業振興会館「川崎市幸区堀川町６６番地２０」） 

 

4 競技内容  脚・腕構造を持つラジコン型ロボットによるバトル競技。ロボットを操作し1辺180

センチメートルの正方形のリング上で、リング中央の円内で競技を行う。時間内に相

手ロボットを倒すか、リング中央の円内から押し出すかで勝敗（１本）を決める。 

 

5 応募資格  川崎市内の小学生高学年から中学生を含む2名以上4名以下の参加でロボットの操

縦者は中学生までとする。 

 

6 参 加 費  1チーム3,000円 

        ※ロボットキット・送受信機の提供部品代を含む。 

 

7 募集期間  平成17年4月1日(金)～5月10日(火) 

 

8 応募チーム数  16チーム 



＜Jr.ロボット競技出場チーム＞

登録番号　　　　1
チーム名　　　ＳＥＫＩ
操 縦 者　　　関　颯紀
学 校 名
川崎市立今井小学校

登録番号　　　　2
チーム名　　　稲田チーム
操 縦 者　　　高橋　光樹
学 校 名
川崎市立稲田小学校

登録番号　　　　3
チーム名　　　西加瀬ポンコンズ
操 縦 者　　　有坂　寿己
学 校 名
川崎市立苅宿小学校

登録番号　　　　4
チーム名　　　トミナガロボット
操 縦 者　　　富永　有紀
学 校 名
川崎市立大島小学校
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登録番号　　　　5
チーム名　　　白幡台ジックリーズ
操 縦 者　　　天野　大地
学 校 名
川崎市立白幡台小学校

登録番号　　　　6
チーム名　　　塚越中学校1
操 縦 者　　　大城　竜一
学 校 名
川崎市立塚越中学校

登録番号　　　　7
チーム名　　　塚越中学校2
操 縦 者　　　諸隈　壮哉
学 校 名
川崎市立塚越中学校

登録番号　　　　8
チーム名　　　Ｉ2Ｆ
操 縦 者　　　加治　一紀
学 校 名
川崎市立犬蔵小学校
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登録番号　　　　9
チーム名　　　ＴＥＡＭ ＳＥＴＯ
操 縦 者　　　瀬戸　匠
学 校 名
川崎市立住吉中学校

登録番号　　　　10
チーム名　　　稲妻
操 縦 者　　　稲守　俊樹
学 校 名
川崎市立稲田小学校

登録番号　　　　11
チーム名　　　ロボット新撰組
操 縦 者　　　中村　唯人
学 校 名
川崎市立三田小学校

登録番号　　　　12
チーム名　　　中野島中　Ａ
操 縦 者　　　石田　　雄貴
学 校 名
川崎市立中野島中学校
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登録番号　　　　13
チーム名　　　中野島中　Ｂ
操 縦 者　　　渡辺　　祥平
学 校 名
川崎市立中野島中学校

登録番号　　　　14
チーム名　　　中野島中　Ｃ
操 縦 者　　　村上　　　優
学 校 名
川崎市立中野島中学校

登録番号　　　　15
チーム名　　　中野島中　Ｄ
操 縦 者　　　青木　慎太郎
学 校 名
川崎市立中野島中学校

登録番号　　　　16
チーム名　　　中野島中　Ｅ
操 縦 者　　　中嶋　　有介
学 校 名
川崎市立中野島中学校
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平成 17 年 8 月 21 日（日） 
  

 

バトル知能ロボット製作コンクール 
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開催内容 
 
1 開催内容  このコンクールは当大会バトルロボットトーナメントのロボット規格をベースに

、無線操縦型のバトルを想定したロボットで、マイコン技術・センサー技術等を搭

載した「自律型機能有するロボット」を設計・製作し、第12回かわさきロボット競

技大会のエキジビションで製作したロボットの特性、製作プロセスを発表する。 
 
2 開 催 日  平成17年8月21日（日） 
 
3 参加条件  ◆脚・腕構造を持つ「かわさきロボット」をベースにした無線操縦型のロボット

であること。 

◆ロボットにはCCDカメラ及びセンサーを搭載し、自律機能を有するシステムであ

ること。 

◆ロボットの操縦はCCDカメラから送られてくる映像を元に行うことができるシス

テムであること。 

◆人と協調、協力してバトルをするロボットシステムを想定すること。 

◆大会実行委員会で指定する（脚構造用）モーター、プロポを使用し、重量は

4,000グラム以内、大きさは幅25センチメートル、奥行き35センチメートル、高

さは自由とする。 
 
4 応募資格  高校生以上。 
 
5 参 加 費  社会人 10,000円／学生 8,000円 
 
6 募集期間  平成17年4月1日（金）～5月10日（火） 
 
7 応募ﾁｰﾑ数  1チーム ※大会実行委員会による書類審査により可否を決定。 
 
8 チーム紹介   

ロボットの動きを全体制御マイコンで処理し、今ロボットがどのような体勢で、

どのような行動をするか判別します。それ以外の、処理はサブマイコンに任せ、全

体制御に専念させます。このシステムではblue toothを使いノート型のパソコン

の、コンピューター画面に画像を送り、それを見て操手がプロポでロボットの運動

を決定します。またロボット自身もCCDカメラのデータから、相手や相手の間合い

を判断して行動します。 

ギアードモーターにポテンションメーターを取り付けサーボーシステムにするこ

とにより、どのくらいの距離を動いたのかを正確に識別できるとともに、光電セン

サーで周りの明るさを調べ暗いときは画像を取り込むための照明の光として、取り

付けてあるLEDに点灯させます。さらに超音波センサーの計測をより正確にするた

めに温度センサーを取り付けた他、相手を発見するための赤外線物体用距離センサ

ーにより前方にいる相手を探して、間合い作り、相手を押さえます。 

腕機構は、赤外線センサーと触覚センサーで相手を捕捉しているのかを判定しま

す。画像処理ではCCDから出力されるデータから、相手のもつ形であるかを識別

し、それに画像に関するデータを画像圧縮用マイコンによる圧縮をして、blue 

toothで信号を出力します。焦電センサーで人間が前方にいるか計測しロボットで

あるかを調べ相手かどうか認識します。また電子コンパスはどれくらい移動したか

を計測する時に使います。これにより自分の座標を把握するのが可能です。 

ロボット名 ＩＲＩＳ（アイリス）

所属する学校 芝浦工業大学 

キャプテン 伊藤 直也 
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競技結果 

各賞の受賞者 



☆優勝～実行委員長賞
名称 内容 登録番号 受賞者

1 優勝（川崎市長賞） 賞状・副賞　賞金５００，０００円 25 舞姫

2 準優勝（川崎市長賞） 賞状・副賞　賞金２００，０００円 119 たんぽぽ

3 第３位（川崎市長賞） 賞状・副賞　賞金１００，０００円 30 stinger

4 実行委員長賞 賞金５０，０００円 150 メカニック

☆各　賞
名称 内容 登録番号 受賞者

1 ファイティング賞 賞金３０，０００円 11 幻夢　Last Order

2 　　〃 　　〃 28 ホルスタイン弐号

3 デザイン賞 賞金３０，０００円 58 Ｒｅｄ　Ｅｙｅ

4 　　〃 　　〃 197 クワガタ

5 努力賞                賞金３０，０００円 43 トライアンフ

6 　　〃 　　〃 82 ライオンパンダ

7 ユニーク賞 賞金３０，０００円 194 勘弁してよ

8 　　〃 　　〃 219 ㈲　

☆企 業 賞
名称 内容 登録番号 受賞者

1 協育歯車工業賞 KG　STOCK　GEARSカタログから５０，０００円 168 イグニッション２

2 東芝賞
コンパクトDVDプレイヤー×2個
・空気清浄機×4個・Ｔシャツ・他

5 百鬼夜行

3 川崎南法人会青年部賞 魚沼産お米４０キロ 148 団地妻卓球部

4 夢現工房賞 ヒューマノイドロボット×1台 84 闘神皇STRIKER

5 タミヤ賞 タミヤステルスボックス4個 1 SundaySilence

6 オリエンタルモ－タ－賞 オリエンタルモーター商品50,000円分 173 ネメシス

7 さいか屋賞 オムロン　自動血圧計×4個 205 X☆BREAKER

8 川崎マリーンロータリークラブ賞 お菓子詰め合わせ40,000円分 39 Phantom

9 味の素賞
アミノバイタルウォーターチャージ
500mlペットボトル×12ケース

178 Avalanche-β

10 パトライト賞 パトライトフラッシュボール×8個 120 カトレア

11 三菱ふそうトラック・バス賞 オリジナルキャップ、スケールモデル×4個 61 Hell-Antique

第12回かわさきロボット競技大会 競技結果・各賞の受賞者

1．バトルロボットトーナメント
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☆敢 闘 賞
名称 内容 登録番号 受賞者

1 敢闘賞 賞金１０，０００円 79 maxwell

2 　　〃 　　〃 86 武神皇　V-spec

3 　　〃 　　〃 88 殺神皇

4 　　〃 　　〃 144 GIGAマイスター

5 　　〃 　　〃 153 月影

6 　　〃 　　〃 154 アルシオーネTDX

7 　　〃 　　〃 170 KA-MA-TA　Remix

8 　　〃 　　〃 199 ××タロウⅨ

9 　　〃 　　〃 208 Φ成

☆特別戦出場チーム賞
名称 内容 登録番号 受賞者

1 特別戦出場チーム賞 賞金１０，０００円 6 らんちゅう☆ぷらいまる

2 　　〃 　　〃 38 本土決戦一億玉砕

3 　　〃 　　〃 54 K314-43's

4 　　〃 　　〃 65 TUVAME-SA

5 　　〃 　　〃 111 シオマネキ

6 　　〃 　　〃 133 しろやぎ05

7 　　〃 　　〃 172 鈍

8 　　〃 　　〃 206 チャトラン＠量産型

☆優勝～第4位
名称 内容 チーム名 学校名

1 優勝 賞状・トロフィー 中野島中 Ｅ 川崎市立中野島中学校

2 準優勝 賞状・トロフィー 中野島中 Ａ 川崎市立中野島中学校

3 第３位 賞状・トロフィー 塚越中学校 ２ 川崎市立塚越中学校

4 第４位 賞状・トロフィー 中野島中 Ｂ 川崎市立中野島中学校

名称 内容 チーム名 キャプテン
1 努力賞 賞金５０，０００円 ＩＲＩＳ 伊藤　直也

※マイコン技術賞は該当しませんでした。

2．Jr.競技部門

3．バトル知能ロボット製作コンクール
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ロボット加工技術ミニ見本市 
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開催内容 
 
1 開催内容  「かわさきロボット競技大会」も今年で12回目を迎え、社会人はもちろん高校生

や大学生など全国から多くの若きエンジニアが集まる大会となり、その技術は環境

・福祉・生活産業等への応用にも期待されている。 
しかしながら、当競技大会の参加者は、ロボット製作で必要とされる高精度な加

工技術、電子回路・プログラミング技術など、利用できる機械や道具の制約により

そのアイデア・技術力を最大限に発揮・活用できない状況にもある。言い換えれば

、フライス、旋盤、樹脂や金属加工など、技術的な相談も含めた発注をできる卓越

した企業との接点の場が求められている。 
そこで、加工技術並びに、プログラムやコンピュータ技術・部品の調達も含めたロ

ボット製作に関連する技術（ノウハウ）を有する中小企業が、自社の技術力・製品

を展示やプレゼンテーション等によりＰＲし、大会参加者や関連企業、来場者との

マッチングを行う機会の創出を目指す。 

   
2 開 催 日  平成17年8月20日（土）・21日（日） 
 
3 開催場所  川崎市産業振興会館２階展示スペース 

 
4 出展企業  ７社 

①アールエスコンポーネンツ㈱ ＜工業用部品カタログ通信販売業＞ 

        横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地 YBPｳｴｽﾄﾀﾜｰ12階 

        http://rswww.co.jp 

        ②㈱イクシスリサーチ ＜ロボットの受託開発・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・教育事業＞ 

        川崎市幸区南加瀬4-17-14 

        http://www.ixs.co.jp 

        ③㈱延山製作所 ＜精密機器の板金部品加工＞ 

        川崎市川崎区塩浜2-19-16 

        http://www.kawasaki-net.ne.jp/enzan 

        ④(有)オリエント精機 ＜精密板金加工＞ 

        川崎市高津区下野毛1-11-15 

http://www.monokuni.com/staff/company/orient.html 

        ⑤(有)トワダ ＜精密板金加工＞ 

        川崎市高津区下野毛3-8-6 

 http://home.catv.ne.jp/nn/towada/ 

        ⑥㈱セイキ ＜R/C用ﾊﾞｯﾃﾘｰの輸入・販売＞ 

        奈良県大和高田市曽大根1-11-20 

http://www.e-seiki.co.jp 

        ⑦㈱夢現工房 ＜ロボット製作用各種部品及び加工材料、システム機器、展示研究

用ロボット試作品、等＞ 

        東京都あきる野市雨間７０９－３－２０２ 

        http://www.ne.jp/asahi/robo/fantom/ 
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第12回かわさきロボット競技大会アンケート 

アンケート配布数：１９６     回答数：１２３  （回答率：６２．７％） 

１ この大会に参加した動機などについてお聞きします。 

  ① 参加した動機は、次のどれですか。（複数回答可） 

   □面白そうな大会だから･･65   □賞金・賞品が魅力的だから･30 □ﾛﾎﾞｯﾄ製作が好きだから･･30 

   □ﾛﾎﾞｯﾄ製作のきっかけとして･･82 □技術力の向上になるから･･63 □参加しやすい大会だから･･37 

□知人の紹介で･･16       □有名な大会だから･･11  □社員（学校）教育の一環として･･11 

□その他･･19 

・毎年出ているから×8 ・部活で参加×7 ・かわロボが好きだから×2 

・参加できるから ・闘うから ・意地 ・ＮＨＫをさぼる為 ・足機構での移動に魅力を感じて 

  

② 参加形態は、次のどれですか。 

   □個人参加･･40  □会社単位で参加･･5  □学校単位で参加･･75 

  

③ 参加に際して、会社・学校からの協力（人的・資金的・設備等）はありましたか。  

□あった･･89 

□なかった･･33 

・設備×36（工作機械・ボール盤・場所・工具 

  ・資金×30（参加費、材料費、交通費 

  ・材料×7（自社製品・部品外注・ 

  ・人的×4 

  ・日本工学院八王子専門学校 ・半面的に ・目こぼし 

   

④ 会社・学校でロボット関連の活動を行っている部署はありますか。 

□ある･･93 

□ない･･31 

・ロボット研究会×9 ・研究室×6 ・ロボット研究部×5 ・ロボット技術研究会×5 

   ・神奈川工科大学ロボット工学研究部×5 ・機械工学研究部×4 ・ロボット科×3 ・部活×3 

・ロボット研究部×3 ・ロボメカ工房×3 ・千葉工業大学 精密ロボット工学研究×2 

・夢考房プロジェクト×2 ・からくり×2 ・SRDC×2 ・ロボコン同好会×2 

   ・電子技術研究部 ・科学愛好会 ・小山高専ロボコンチーム機械科 ・ロボティクス部 

・ロボティクス学科 ・メカサポ、ロボカップ ・近畿大学ロボット研究会 ・生産技術  

・千葉工業大学 furo ・千葉工業大学 メカトロニクス技術研究会 ・精密機械工学研究部 

・電子機械研究部 ・[ME設] ・電機機構設計部 ・研究開発部 ・ロボットコンペディション部 

・機親会・茨城高専ロボット部 ・ファクトリーソリューション研究所（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｸﾄﾘｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ） 

・ｒｒｓｔ 
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⑤ かわさきロボット競技大会以外のロボット競技会に参加（予定）しますか 

□する･･65 

   □しない･･56 

   ・ROBO-ONE×14 ・NHKロボットコンテスト×10 ・相撲ロボット×10 ・マイクロマウス×7 

・マイコンカーラリー×6 ・レスキューロボットコンテスト×5 ・知能ロボットコンテスト×3 

・全国専門学校ロボット競技大会×2 ・ランサー×2 ・学祭×2 

・ロボットフットボール競技大会 ・マイクロロボット ・マイクロクリッパー ・2足歩行ロボット 

・東京理科大学ロボットウォーズ ・マイクロメカニズム ・静岡高等学校ロボット競技大会 

・ブレイブ ・ABCロボコン ・第1回火星ローバーコンテスト ・MMC 

  

２ 大会参加を通しての感想などについてお聞きします。 

 ① 技術的に苦労した点・創意工夫した（アピールする）技術的なポイントはありますか。 

□ある･･96 

□ない･･26 

・脚機構×21 ・アーム×13 ・デザイン×7 ・ロボット全体の構造×6 ・重量×4 ・木材加工×4 

・全部品を手作り×3 ・クランク×2 ・小型薄型化×2 ・鋏×2 ・操縦×2 ・アルミ板金加工×2 

・攻撃と防御のバランス ・ナイトライダー ・横転を防ぐ機構 ・壊れない ・ライトアップ 

・アームと脚のバランス ・強度 ・歯車 ・ベアリング ・学研のメカモキットを使用 ・角 

・CO2ピストン ・左右に大きく展開すること ・アーマーの製作 ・毎年変る山の高さ ・設計 

・補強の仕方 ・溶接 ・全方向移動 ・ギアボックス ・制御基盤 ・心 ・明るいヘッドライト 

・音声ＲＡＭでしゃべる ・バネ ・アンカーの展開 ・リンク部の強度 ・メンテナンスの容易性 

・マイコンの使用 ・組立易さ ・旋回性能 ・駆動部 ・リチウムポリマー電池による高出力化 

・動力伝達系の軸加工 

 

 ② 今回出場したロボットの製作にあたり、部品調達や機体の加工を発注した企業がありますか。 

   □ある･･47 

   □ない･･76 

   ・KHK歯車×13 ・協育歯車×6 ・タミヤ×5 ・日産商会×2 ・夢現工房×2 ・フラターテック 

・ロボットファクトリー ・三森製作所 ・堀内電機 ・三協精機 ・二協製作所㈱ ・椿本チェーン 

・若林商会 ・Ｐｉｓｃｏ ・自社製品 ・片山チエン ・第一商工 ・三信商会 ・須磨模型 

・東急ハンズ ・ナニクネジ ・デジット ・シロンハウス ・オイレス工業 ・土佐電子 ・フタバ 

・廣杉計器 ・オリジナルマインド ・野方電機 ・佐藤製作所(有) ・津田常工業 ・DIO 

 

③ 今回出場したロボットの製作費・製作日数はどのくらいですか 

【製作費用】 

40万円 30万円×2 20万円×4 15万円 12万円 10万円×13 9万円 9.85万円 8万円 

7万円×2 6.5万円 6.2万円 6万円×9 5～6万円 5万円×20 4万円×6 3万円×14 

2～3万円×3 2.68万円 2.5万円×2 2万円 ×9 1～2万円 1万円×7 5千円×2 4千円 
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3千円 千円 不明 

【製作日数】 

4年 3年 2年 1年 11ヶ月 8ヶ月 6ヶ月×10 5ヶ月 4ヶ月×8 100日×3 3ヶ月×18 

80日 77日 75日 70日×2 2ヶ月×8 45日×2 40日×3 35日 30日×20 21日 20日×9 

18日 15日 14日×7 10日×3 9日 7日×3 5日 不明 

 

④ 出場した他のロボットのうち、技術的に注目するロボットがありましたら記入してください。 

【ロボット名とその理由】 

 ○らんちゅう☆ぷらいまる×12 

 ・デザイン×5 ・製作技術が素晴らしい×3 ・完成度が高い×2 ・グレイト 

 ・アーマーの作りがすごい 

○JUMBO7号×11 

 ・小さい機体×9 ・偉大だから ・どうやって勝ったのか 

○カトレア×10 

 ・強い×2 ・カーボン ・センスがいい ・アーム機構 ・バランスがいい ・やばい 

 ・優勝候補だから ・全部 ・かっこいい 

○ROCKEY7×7 

 ・脚機構が素敵×2 ・特殊な内歯車 ・アーム機構 ・まじやばい ・強い ・偉大だから 

○たんぽぽ×7 

 ・強い×3 ・かっこいい×2 ・やばい ・先端素材を使用しているから 

○舞姫×5 

 ・回路 ・シンプルな作りでよくできている ・強い ・総合力 ・アームの力 

○ライオンパンダ×5  

 ・2足歩行の技術 ・アームがすごい ・アーム形状が面白い 

○ネメシス×4 

 ・機体のバランスのよさ ・アーム ・脚周りのよさ 

○リミットカズラ×4 

 ・脚の機構×2 ・機構が面白い ・新規コンセプト ・全方向移動 

○らぴすらずりＸⅡ×3 

 ・アーム機構 

○うみねこ×3 

 ・アームの回転方向 ・アイデアで ・目玉がかわいい 

○しろやぎ05×2 

 ・変形機構がよい ・機能を見る前に負けたから 

○やまだーんXray×2 

 ・安定して強い ・強い 

○鈍×2 

 ・車高が低く、戦ったら強かったから ・歩 き方 



 
13

○夢幻Last Order 

 ・脚機構 

○izuna㌧㌦ 

 ・対戦して強かったから 

○Field StarⅡ 

○黒潮 

 ・強そうだから 

○温羅 

 ・色が良かった 

○maxwell 

○からくりボビー 

○知之 

○ROBOΩ 

 ・好きな名前だから 

○本土決戦一億玉砕 

 ・アームが神 

○シオマネキ 

 ・回転アーム 

○××タロウIX 

 ・サスペンションがないのに振動が少ない 

○ラフレシア 

 ・形が理想的 

○Avalanche-β 

 ・去年よりスピードがアップしていた 

○クワガタ 

 ・カウル 

○チャトラン＠量産型 

 ・かわいい 

○鴒 

 ・自チームと異なる安定動作する脚機構のため 

○巨神皇GENESIC 

 ・意外な機動性 

○闘神皇STRINKER 

 ・オムニホイールとサスペンションの組合せ 

○神皇シリーズ×2 

 ・強い×2 

○ピンクの脚のロボット 

 ・高い山を登っていた 
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○小型ロボット 

 ・丘の間を通過できる。軽すぎた。遅すぎた。 

○四駆のように丘を越えるロボット 

 ・歩行が速く、自由に移動している。 

○脚がタイヤのロボット 

 ・タイヤ的脚 

 

⑤ 大会出場を通して何か成果はありましたか。（複数回答可） 

   □他のチ－ム人と人的・技術的な交流がはかれた･･48 

・大学の後輩との交流×3 ・他チームとの交流×11 ・企業の方との交流×2  

・ロボットの構造や材料の話をした×3 ・新しい脚機構を教えてもらった 

・製作過程の優先順位を教えてもらった ・技術的な質問を受けた ・新しいアイデアを発見した 

・他チームの技術を見ることができた×2 ・大会の問題点 

□自分の能力向上に役に立った･･76 

・設計、工作技術が向上した×17 ・回路製作の知識×3 ・木材加工の能力の向上×2 

・破壊箇所の予想と実証×2 ・機構の知識 ・リチウムポリマー電池の知識 ・工作機械への理解 

・空圧機器の取り扱いの理解 ・マイコンのプログラムの知識 ・クランク製作 ・多足の研究 

・他チームの脚機構が参考になった・加工品の値段を知った ・自分に何が足りないかが明確になった

・試合の雰囲気が分かった ・限られた時間での整備能力 ・強度の重要性を感じた ・慌てないこと 

・機械設計の仕事に役立った ・脚機構を見直しする機会を得た ・次回の設計に役立つ 

・全タイプのロボットに強いロボットはないと感じた ・手先が器用になった 

□自分の仕事や研究に役に立った･･32 

・切削加工知識×2 ・仕事の進め方×2 ・工作機械の理解が深まった ・ロボット作りの勘が養えた 

・工作機械が扱えるようになった ・情熱的な活力を感じた ・努力をする姿に親近感を感じた 

・破壊箇所の予想と実証 ・力学的思考 ・研究の予算申請に役に立った ・卒業研究として 

・マイコンのプログラム ・学業に ・営業に 

□会社・学校内でロボットに関連した活動を行う契機となった･･10 

・後輩にロボットの楽しさを継承できた 

□研修・授業・クラブ活動等の一環として取り上げ、効果があった･･38 

□今後、関連した分野に進学・就職しようと思う･･20 

□過去この大会に参加された知人や関連部署の方で、現在ロボットの開発や研究に携わっている（進

路に進まれた）方がいればお知らせください（お答えできる範囲で結構です）･･8 

・ソニーイーエムシーエス㈱ 長野テック ER（エンターテイメントロボット事業部） 

・浜松工業高校 ・電気通信大学工学部 ・NHK ・立命館大学 

□その他･･1 

・初の決勝進出 
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３ かわさきロボット競技大会全般についてお聞きします。 

 ① かわさきロボット競技大会のイメージは（複数回答可） 

 □参加しやすい大会･･85      □参加しにくい大会･･5 

 □技術的に高いレベルの大会･･74  □技術的に低レベルの大会･･3 

□全国的に有名な大会･･17     □知名度の低い大会･･23 

□学生向けの大会･･38       □社会人向けの大会･･10 

□ロボットづくりの登竜門的な大会･･34  

□その他･･5 

・ブレイクを早くして欲しい ・闘う（ガチンコ勝負） ・いろいろなことが可能な大会 

・かなりユニークな大会 ・マイナーだが、燃える大会 ・機械屋の大会 

 

 ② 今大会からリングの仕様が変わった（レギュレーションの変更）ことについて 

   □賛成･･94 

   ・勝敗が明確になった×19 ・ロープの判定が明確になった×10 ・進行がスムーズ×7 

・面白い×5 ・戦略性が増した×5 ・閉塞感がなくなった×4 ・大きなマシンの妨げになる×4 

・ルールが明確になった×3 ・緊張感があった×3 ・製作の幅が増した×3 ・初めてだから×3 

・ロープに引っかかる心配が無くなった×3 ・リングを有効に使えた×2 ・アームが重視される×2 

・これはこれであり ・小さなロボットに有利になった ・相手が落ちるから ・相撲みたい 

・場外になった際のマシンの損傷が少ない ・人への危険が減った ・審判の誤審が減った 

   □反対･･16 

   ・スタート台は複雑すぎる×4 ・スタート台をどける人員が常に必要となる×3 

・レフリーの判定が悪い×3 ・ルールに不明確な部分が多い×2 ・ロープ判定が分かりにくい 

・ロープをなくしてほしい ・丘が高く、シャコタンには向かない ・機体の高さを制限して欲しい 

・スタート台の上にロープがかかっている ・面倒が増えた ・リングの仕様が変 

 

③ 来年もかわさきロボット競技大会に参加をしたいと思いますか 

□来年も必ず参加する･･57   □参加する予定（参加したい）･･45 

□参加するつもりはない･･3   □分からない･･15 

 

④ 来年の３月にロボット技術交流会を予定していますが、講演を聞きたい講師やテーマがあればご記入く

ださい。（大会出場者の方でも結構です） 

 ・菅野教授（早稲田大学） ・富野監督  ・石黒教授（大阪大学）「アクトロイドについて」 

 ・「効率の良い脚機構（リンク）について」 ・「歩行技術」  ・「剛性のあるフレームの組方」 

 ・「安く加工する方法」 ・「加工についての知識」 ・ルール検討会 ・ROCKEY7の製作者×2  

・らんちゅう☆ぷらいまるの製作者 ・カトレアの製作者×3 ・神皇シリーズの製作者 
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⑤ 来年の大会でボランティアスタッフとして当日の運営のお手伝いをしたいと思いますか 

□是非参加したい･･1  □参加してもいい･･8   □特に思わない･･70   □分からない･･28 

  

 ⑥ 今大会(20日・21日)出場にあたり宿泊されましたか。 

   □宿泊した･･32（・川崎駅近郊23 ・東京6 ・横浜1 ・それ以外2） 

   □日帰り･･84 

  

４ 今後のかわさきロボット競技大会の競技内容をより発展・充実させていくために取り入れたら良いと思わ

れる競技部門・規則の見直し等があればお知らせください（例：知能ロボット・Jr.競技部門） 

 【競技部門】 

・重量別・サイズ別部門×4 

 ・障害物競走×3  ・高校生部門×2 ・小型部門×2 ・二足歩行部門 ・Jr部門 ・初心者部門 

 ・ギアボックス規定部門と自作部門 ・知能ロボットバトル ・ジャングルジム上でバトル 

・かわさきロボレース 

【規制の見直し】 

・機体の高さを規制×3 ・縦置きの禁止（脚が走行する状態）×3  

・スタート台をリングと同じ扱いに×2 ・個人での参加 ・操縦手段を規制しない ・重量の規制の改善 

・スタート前のセットアップに制限時間を設定する ・アームの長を規制 ・モーターの指定解除 

・決勝戦1回戦は、ストレート勝ちチームと敗者復活戦勝ち抜けチームの戦いにして欲しい 

・突起物に関するレギュレーションが曖昧すぎる。鋭くても審査に通ったり、丸みを帯びていても審査に通

らなかったりするのはおかしい。 

・リングの丘の配置、大きさの再検討 

・ブレイクが曖昧なので、電光掲示板などで掲示して欲しい 

・敗者復活戦が大変なので、もう少し短く 

・競技時間を2分にする 

【その他】 

・スタート時に計量をし、規格内とされたにもかかわらず、スタート台からはみ出ていると指摘されるの 

  はおかしい。 

・審判の教育をしっかりして欲しい 

・ロープ判定が明確になりよかった 

・車検の担当が適当すぎる 

・練習用のクリスタルを複数準備して欲しい 

・ルールを毎年こまめに変化させれば、機体の種類が固定せず新鮮味があると思う 

・アームの位置の規則を図で説明して欲しい 
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５ 最後にその他この大会に対するご意見や、今後よりよい大会としていくためのアドバイス等が 

  ございましたらご記入してください。 

 【会場関係】  

・会場が狭い×4 ・お客様に見やすくして欲しい×2 ・待機場所を身内で固めて欲しい×2 

 ・出場者専用通路を作って欲しい ・待合室が狭い ・椅子が足りません 

・大会当日にコブつきリングで練習したい ・試合会場にも大型モニターをつけて欲しい 

・知能ロボットは、画像を取り扱いやすくする工夫を、例えばグローバルビジョンを取り入れるなど 

・メンテナンスの場所を配慮して欲しい（1回戦の対戦相手が近くだった） 

 【大会運営】 

 ・受付前に屋外でロボットを組立させるのはやめて欲しい、雨だったら壊れる×5  

・審判のむらをなくして欲しい×5 ・朝の入管規制が煩わしかった（2人以上の入場）×4  

・審判用の判断基準を公開して欲しい ・入り口で待たされるのを改善して欲しい 

・進行の効率が悪い ・ロボットにもゼッケン番号か、名前をつけて欲しい 

・予選トーナメントでの審判の声が聞きづらい ・参加人数が多いのでゆっくり指示して欲しい 

・受付案内のアナウンスが分かりにくかった ・受付毎に秤をおいたほうがよい 

【規制】 

・前回と同じマシンの禁止 ・ルールは可能な限りシンプルに ・大きいロボットはずるい 

・書類審査の基準を考え直して欲しい 

【要望】 

・参加費を安くして欲しい×2 ・西日本大会を開催して欲しい×2 

・かわロボの入門の本を作って欲しい（脚機構が難しいので） ・ネットを有効に活用して欲しい 

・弁当の販売を切実に希望する ・派手にしたい ・面白いので、知名度をあげるべき 

【激励】 

・楽しかった、運営がんばってください！！ ・このままのノリがいい ・今回は納得いくまで楽しめた 

・大変だったが、楽しかった。来年も続けて欲しい ・時間通りの進行に感心している 

・様々なアイデアがあり楽しく参加できた  ・お互いにがんばりましょう 
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記事掲載・報道リスト 

 

記事掲載 
1.産業情報かわさき 2005年4月号 
2.市政だより 2005年4月21日号 
3.月刊ホビージャパン7月号‐5月25日発売‐（㈱ホビージャパン） 
4.ロボコンマガジン（㈱オーム社） No.40 2005年6月15日発行号 
5.市政だより‐幸区版‐ 2005年8月1日号 
6.月曜の声（社会民主党・市民連合かわさき）2005年8月8日号 
7.神奈川新聞 2005年8月20日 
8.東京新聞 2005年8月22日 
9.神奈川新聞 2005年8月22日 
10.産業情報かわさき 2005年9月号 
11.市政だより 2005年10月1日号 
12.ロボコンマガジン（㈱オーム社） No.42 2005年10月15日発行号 
13.技術・家庭ハンドブック 技術分野（開隆堂出版㈱） 2006年3月31日発行予定 
14.目指せ！ロボットマイスター（バジリコ㈱） 2006年3月発行予定 
 
取材・放映等 
15.番組名：「土井里美のかわさきみつけた」  

1422ラジオ日本  放送日：2005年8月12日（金）9：00～9：10 
16.番組名：「Daylight Splash」KAWASAKI CROSSING 

FMヨコハマ 放送日：2005年8月10日（水）14：00～14：15 
17.番組名：「かわさきほっとナビ」 
      ｔｖｋ 放送日：2005年8月13日（土）10：00～10：15 
18.番組名：「ｔｖｋニュース」 
      ｔｖｋ 放送日：2005年8月20日（土）17：50～ 
19.番組名：「NHKニュース」首都圏ネットワーク 
      NHK 放送日：2005年8月22日（月）18：45～ 
 
その他 
20. 「2005年日本国際博覧会」（略称：愛知万博） 2005年5月21日（土）・22日（日） 

特許庁主催「知的財産が拓く未来の夢」にてかわさきロボットのデモンストレーション実施 
21.アゼリアビジョンによる告知案内（2005年8月5日～11日） 
22.ホームページによる募集案内・大会当日のインターネットライブ中継を実施 
 （インターネットライブ中継のアクセス件数888件） 
23.東京電機大学ホームページ（http://www.dendai.ac.jp） トピックスで紹介 
24.メカライフホームページ－日本機械学会－（http://www.jsme.or.jp/）で紹介 


























