
No ロボット名 ロボット名カナ キャプテン名 リングNO 所属（チーム名） ロボット特徴

1 団地妻外出中
ﾀﾞﾝﾁﾂﾏｶﾞｲｼｭﾂﾁｭ

ｳ
貫井　友美 D02

あぁ真夜中の機動技
術研究部

ふと思ったけれど、新婚さんっての
はいつまでが「新婚」なんだろう

2 M@NGO SirLion ﾏﾝｺﾞｰ ｻｰﾗｲｵﾝ 廣瀬　貴世 C27
あぁ真夜中の機動技

術研究部

M@NGOｼﾘｰｽﾞ最新作はとにかく速
さがウリ。開始３秒以内に勝敗を決

めに行きます。

3 FUN ﾌｧﾝ 清藤　英樹 C43
RRST OB(立命館大学
ロボット技術研究会

☆☆ミドルレンジロッドアームでシ
ンプルな構成☆☆

4 天 Katzbalger ｱﾏﾂ ｶｯﾂﾊﾞﾙｹﾞﾙ 田口　博之 B35
RRST OB(立命館大学
ロボット技術研究会

OB)

回転とチェビシェフリンクを組み合
わせたアームが特徴です。( ゜▽゜)

人(゜皿゜)

5 兎 ﾏｰﾁﾍｱ 伊藤　智 D04
RRST OB(立命館大学
ロボット技術研究会

OB)

ぱっと見は普通ですが、絶滅気味
のエアアーム、オリジナルの脚リン

クを搭載しています。
8 温羅　GO! ｳﾗ　ｺﾞｰ 秋山　雄亮 A44 葵屋 必中突貫！突撃あるのみ

9 刺棘　裂片妖
ｽﾊﾟｲﾝﾄﾞ･スリ

ヴァー
太田　葵 A10 葵屋

刺して吊して投げ飛ばす。たまに
自分が飛んでいきます。

10 都牟刈･陣 ﾂﾑｶﾞﾘ･ｼﾞﾝ 村上　智彦 C51 葵屋 都牟刈シリーズ初の大型展開機

11 真菌　裂片妖 ﾌｧﾝｶﾞｽ　ｽﾘｳﾞｧｰ 晩田　雄斗 D30 葵屋

装備したシールドで広範囲を防御
しながら突撃し

攻守ともに優れた様子はファランク
スをイメージさせます。

14 Phar Lap ﾌｧｰﾗｯﾌﾟ 小松原　洋平 D19 安曇野機械工業 壊れにくい事だけが取り得。

15 夜想曲 ﾔｿｳｷｮｸ 清野　大樹 B07
茨城工業高等専門学

校

三ツ爪横回転アームクンカクンカ！
クンカクンカ！いい回転だなあ・・・

くんくん！

16 MAY ﾒｲ 栗山　智成 A34
茨城大学工学部機械

工学科

アームの主動力にばねを使うこと
でモーターによる重量増加を防ぐと
共に、すばやい攻撃を可能として

います。

17 B-grasshopper++
ﾌﾞﾗｯﾃﾞｨｰｸﾞﾗｽﾎｯ

ﾊﾟｰﾌﾟﾗｽﾌﾟﾗｽ
池田　昌弘 A02 大阪工業大学

かわさき暦５年目・・・
立派なかわさき廃人の仲間入りで

18
ぷちつよいぷちむさ

し
ﾌﾟﾁﾂﾖｲﾌﾟﾁﾑｻｼ 松葉　一孝 C30

大阪工業大学機械工
学研究部

中の人が一年経っても追いつけな
いスペック。

19 Bergamot ﾍﾞﾙｶﾞﾓｯﾄ 松生　直樹 C21
大阪工業大学機械工

学研究部
でっけー機体!!

20 工大鰯 ｺｳﾀﾞｲｲﾜｼ 小林　聖朋 A46
大阪工業大学機械工

学研究部
回転シールドアームで相手を倒し

ます。

21 Valiant Shield ﾊﾞﾘｱﾝﾄｼｰﾙﾄﾞ 石川　武志 B12
大阪工業大学機械工

学研究部
持ち上げます。

22 鬼畜王 ｷﾁｸｵｳ 古川　大介 D51
大阪工業大学機械工

学研究部

4本のアームを持った大型機体。長
いリーチを活かして戦います。前大

会から何も進歩していません。

23 TWINE ﾄｩﾜｲﾝ 元井　悠貴 C48
大阪工業大学機械工

学研究部
ブレードの回転アームで相手を倒

します。

24 シュヴェート～罪～
ｼｭｳﾞｪｰﾄ ﾌｪﾙﾌﾞ

ﾚｯﾍﾝ
西田　万里 A35

大阪工業大学機械工
学研究部

クランクアームで相手を最下点から
すくい上げます。

25 sacrifice Zwei ｻｸﾘﾌｧｲｽ ﾂｳﾞｧｲ 齋藤　誠仁 A20
大阪工業大学機械工

学研究部
去年のかわロボに出た機体を改良

しました。

26 Elysion ｴﾘｭｼｵﾝ 天野　允人 A21
大阪工業大学機械工

学研究部
相手に向かってアーム回しながら

突こみます。

27 矛盾 ﾑｼﾞｭﾝ 大門　頼満 D46
大阪工業大学機械工

学研究部
シールドアームとロッドアームが

別々に動きます。

28 ﾉﾝｼｭｶﾞｰ ﾉﾝｼｭｶﾞｰ 北村　駿 B09
大阪工業大学機械工

学研究部
3枚刃　車輪の肉抜きがカニっぽく

なってる

29 びりびり☆ぴか中 ﾋﾞﾘﾋﾞﾘﾎｼﾋﾟｶﾁｭｳ 井上　弘基 B08
大阪工業大学機械工

学研究部

アームと前脚はそれぞれ独立して
上下するため、障害物に乗り上げ
たまま相手の機体に攻撃できま

31 RUN！BULL戒 ﾗﾝﾌﾞﾙｶｲ 堀川　祐介 C18 大阪府立大学
好手を共に兼ね備えたアームとス
タートを安定姿勢からのスタートが

できる胴体

32 岡 ｵｶ 濱口　雅智 A31
岡山理科大学　科学

愛好会

防御重視、一撃必殺
相手から邪魔だと思われるような

ロボット

34 Linelive ﾗｲﾝﾗｲﾌﾞ 五味　秀敏 C16 オリジナルマインド
"アームで相手を押し出します。

待って、待って、相手の隙をついて
倒すような嫌らしい戦い方をしま

35 新刃 ｼﾝｼﾞﾝ 奥田　眞士 A23
神奈川工科大学ロボッ

ト工学研究部
基本に忠実な構造。



36 えうろぱ ｴｳﾛﾊﾟ 安達　大介 A07
神奈川工科大学ロボッ

ト工学研究部

ロッド部分が折りたたみ式になって
いるので、展開して広い範囲を攻

撃することができます。

37 まだ､出来てないの ﾏﾀﾞ､ﾃﾞｷﾃﾅｲﾉ 中嶋　有介 A47
神奈川工科大学ロボッ

ト工学研究部

最近成績が右肩下がりなのでそろ
そろ上げないと不味い…。そんな

わけでちょっとだけ気合入れて作っ

38 蜀軍の猛将 ｼｮｸｸﾞﾝﾉﾀｹﾙｼｮｳ 関水　正裕 A50
神奈川工科大学ロボッ

ト工学研究部
小型機のロングロッドです。機体だ
けでなく、伝送系も自作していま

39 ジュージー･Aris ｼﾞｭｰｼﾞｰ･ｱﾘｽ
チャーオン
ノッパワット

C17
神奈川工科大学ロボッ

ト工学研究部
このかわさきロボットはカムスライ
ダー足とロッドアームを使いまし

40 鉄心琴 WIEDER
ｸﾞﾛｯｹﾝｼｭﾋﾟｰﾙ

ｳﾞｨｰﾀﾞｧ
小川　隼人 C22

神奈川工科大学ロボッ
ト工学研究部

2種類のロッドを相手によって使い
分ける。

41 ｵｰﾌﾟﾝﾏｲﾊｰﾄ ｵｰﾌﾟﾝﾏｲﾊｰﾄ 宮﨑　圭大 D44
神奈川工科大学ロボッ

ト工学研究部
脚がたくさんあるため、振動を抑え

スムーズに走行できます。

42 寂しい財布 ｻﾋﾞｼｲｻｲﾌ 洲鎌　壮嗣 B45
神奈川工科大学ロボッ

ト工学研究部

相手が何もしなければ１０カウント
の間に絶対復帰できる不死鳥。転
倒前に壊れたら不死じゃないです

43 仏桑花 ﾊｲﾋﾞｽｶｽ 中島　慧 C19
神奈川工科大学ロボッ

ト工学研究部

スタンディングからさらに大きく展
開し、横回転アームで相手ロボット

をひねり倒します。

44 鍔兎 ｶﾞｸﾄ 野元　真孝 A37
神奈川工科大学ロボッ

ト工学研究部
ショートロッドの可能性を追求しま

した。

45 戦乙女 ヴァルキリー 野崎　将 D27
神奈川工科大学ロボッ

ト工学研究部
大型のブレードを高速回転させ、

正々堂々戦います。

46 五月七日 ﾂﾕﾘ 西貝　亮佑 B40
神奈川工科大学ロボッ

ト工学研究部
脚は製作しやすいスライダー脚で

フィールドを駆け巡ります。

47 古鋼琴 SLG
ﾊｰﾌﾟｼｺｰﾄﾞ ｴｽｴﾙ

ｼﾞｰ
中野　慎一 A08

神奈川工科大学ロボッ
ト工学研究部

広告募集中。サイズは500mm×
350mmです。

48 鋼片琴 ﾁｪﾚｽﾀ 真行寺　裕一 D16
神奈川工科大学ロボッ

ト工学研究部
ロッドとシールドの出会い、そして

本体の大型との別れ。

49 白銀 ｼﾛｶﾞﾈ 星　直樹 D45
神奈川工科大学ロボッ

ト工学研究部

必要最小限の力でありながら、確
実に相手を倒します。大型ウイング

が特徴です。

50 ﾗｲﾝｱｰｸ ﾗｲﾝｱｰｸ 板橋　佑樹 D42
神奈川工科大学ロボッ

ト工学研究部
あればいいなと思い作りましたが、

ありませんでした。

51 ﾃﾄﾗ ﾃﾄﾗ 高野　敏之 A29
神奈川工科大学ロボッ

ト工学研究部
機体のバランス(転倒しにくいよう

に)を意識して設計しました。

52 １０式　飛燕 ﾋﾄﾏﾙｼｷﾋｴﾝ 横溝　信介 C32
株式会社　滝澤鉄工

所

例年どおりのロングアーム。昨年、
アームの長さが足りず、苦戦した。
だから、今年は伸ばしてみたぜ！

54 ひまわり ﾋﾏﾜﾘ 室井　未希 A49
株式会社　日の出製

作所
アームを回転させることによって敵
をすくいあげるように攻撃できま

55 太陽拳 ﾀｲﾖｳｹﾝ 岩谷　弘樹 A18
株式会社　日の出製

作所

回転式の動作に加え、アームにす
くい上げ機能をつけることによって
破壊力抜群にした、超攻撃型！！

58 つば九郎 ﾂﾊﾞｸﾛｳ 樽野　雄亮 D11
株式会社　ヤクルト本

社
ﾁｰﾑｽﾛｰｶﾞﾝ：人も機械も軽量に

（企業ｽﾛｰｶﾞﾝ：人も地球も健康に）

59 殿堂つばらつばら ﾃﾞﾝﾄﾞｳﾂﾊﾞﾗﾂﾊﾞﾗ 古金谷　友彦 D01 株式会社フカデン
動物のように動く脚で軽快に走り

回ります

60 スウェード ｽｳｪｰﾄﾞ 渡邉　鷹翔 B37
川崎市立川崎総合科

学高校

長いロッドとカウンターを利用して
重量差も気にせず持ち上げられる

機体です

61 蜜柑゜ ﾐｶﾝ 廖奨 A22
川崎総合科学高等学

校
柑橘系果物を連想させる可愛らし
い？容姿とは裏腹に鋭い攻撃をす

62 キサワカ ｷｻﾜｶ 吉村　智樹 B21
川崎総合科学高等学

校
チタンを使ったシールドアームで、
相手の回転アームをはじき返しま

63 露没途 ﾛﾎﾞｯﾄ 林　和輝 B22
川崎総合科学高等学

校
アルミのロッドアームのマシーンで

す。

64 Silphid ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ 福留　和樹 A27
川崎総合科学高等学

校
防御面を無視して脚を露出させる

ことにより走破性を高めた
65 ACT1 ｱｸﾄﾜﾝ 田口　博紀 C07

川崎総合科学高等学
校

バケットアームに秘密があります

66 ノウゼンカズラ ﾉｳｾﾞﾝｶｽﾞﾗ 田崎　勇一 D08 川崎要素技術研究室 新しければそれでいい。

67 クーピー Vier ｸｰﾋﾟｰ ﾌｨｱ 増田　裕一 C01
カンの職人団 (近大ロ

ボ研ＯＢ）

Dreiのフルモデルチェンジであり、
今回は回転アームで回転動力に
凝ったアームになっています。

68 スパイク Drei スパイク ドライ 井田　雅巳 D48
カンの職人団（近大ロ

ボ研OB）
古くてボロボロの機体だが、まだま

だ現役で活躍。目指せ優勝！

69 Welcome aboard! ｳｪﾙｶﾑ ｱﾎﾞｰﾄﾞ 鈴木　雄士 D39
岐阜大学ロボコンサー

クル

過去の大会で多く見られる棒状の
腕と、相手からの攻撃を防ぐ板状
の腕を合体させた構造が特徴的で



70 荒神 ｱﾗｶﾞﾐ 藤元　幹久 B30
近畿大学ロボット研究

会

小回りが利く高速機体です。
アームを高速回転した状態で、敵

に突っ込みます。

72 ﾃｨﾌｫﾅｽ ﾃｨﾌｫﾅｽ 片岡　秀好 C10
近畿大学ロボット研究

会
回転するコマのように相手の機体

を弾き飛ばします。

73 the chariot ｻﾞ ﾁｬﾘｵｯﾄ 越　康真 C47
近畿大学ロボット研究

会
いかつい外観とそのパワーで相手

を圧倒します。

74 日和見タンク ﾋﾖﾘﾐﾀﾝｸ 中園　涼平 A16
近畿大学ロボット研究

会

機動力重視で小型の機体です。
足、アーム共にスタンダートなクラ

ンク機構を用いています。

75 あられ雪 ｱﾗﾚﾕｷ 湯浅　朋久 D28
群馬工業高等専門学
校 ロボット研究会

汎用性を持たせたマシンでいろい
ろな相手に合わせて戦う。

76 SPRAIT ｽﾌﾟﾗｲﾄ 樋口　雅人 C20
群馬高専ロボット研究

会
軸の角度が調節可能な回転アー

ム
77

からっ風
QuadraEdge

ｶﾗｯｶｾﾞ ｸｱﾄﾞﾗｴｯ
ｼﾞ

新井　智博 B47
群馬高専ロボット研究

会ＯＢ
スタートダッシュこそ命！

78
機甲突破Pブレイ

カー
ﾊﾟﾝﾂｧｰﾌﾞﾚｲｶｰ 小野　元寛 B05 ＫＨＫ歯車工房

長い射程距離と連続攻撃可能な
ラック倍速機構アームによりアウト
レンジ攻撃を行い、敵機を撃破しま

79 58 ｺﾞｰﾔｰ 座間味　仁 A25 ＫＨＫ歯車工房
手軽に作るためベーシックな構造、
簡単設計にて製作しました。イベン

ト時には量産したいかも。

80
アーマード･オニキ

ス
ｱｰﾏｰﾄﾞ･ｵﾆｷｽ 間中　亮介 C15 KHK歯車工房

"オニキスはかわのよろいを装備し
た

81 騎将 ｷｼｮｳ 戸塚　修平 C44 ＫＨＫ歯車工房
迷走続けて早何年、今年こそと安
定感を求めて試行錯誤した結果が
これだよ。これは迷宮の出口かし

82 燐 Cybele ｵﾆﾋﾞ ｷｭﾍﾞﾚｰ 三宅　巧馬 C36
KHK歯車工房

（RRSTOB)
ファンネルは非搭載。

84 worker bee ﾊﾀﾗｷ ﾊﾞﾁ 大橋　幸二 B04 個人
重量ぎりぎりに製作することで安定
した移動と相手の攻撃でひっくり返

ることを防ぎます。
86 星の王子様 ﾎｼﾉｵｳｼﾞｻﾏ 高橋　恒平 C39 個人参加 細く長いアームで相手を突く

87 NTC ｴﾇ･ﾃｨｰ･ｼｰ 樋口　裕士 B14 個人参加
大きな腕で相手をすくい上げる。ロ
ボット全体が透明アクリルでかわい

いデザインが特徴。

88 MOMONGA ﾓﾓﾝｶﾞ 五十嵐　達也 A09 個人参加
運が良ければ、モモンガのように、
フィールドから滑空する姿を見れる

かも知れません。

90 ﾁｷﾝ1号 ﾁｷﾝｲﾁｺﾞｳ 荒引　健 C42 THE・TORINIKU
いかに相手に近づかずに闘うかに

重きおいた、チキンマシン

91
やまだーんダブル

オー クアンタ
ﾔﾏﾀﾞｰﾝﾀﾞﾌﾞﾙｵｰ

ｸｱﾝﾀ
山田　大介 D31 魁！やまだーん塾

左右独立駆動のラックピニオン型
クランクアームを搭載、トランザム

することにより２乗の力を発揮
93 イグニスフェロウ ｲｸﾞﾆｽﾌｪﾛｳ 藤咲　大輔 B32 鮫洲レーシング 中古品の寄せ集め。

94 FlatsⅤ ﾌﾗｯﾂﾌｧｲﾌﾞ 天野　達平 B50 鮫洲レーシング
高速移動、怪力、こらえるを覚えた
高性能マシン！４つ目の技には何

を覚えさせようかしら？
95 八咫烏 ﾔﾀｶﾞﾗｽ 牧　陽祐 D12 鮫洲レーシング

機動力を生かして、相手を倒しま
す

96 Leopard 4 ﾚﾊﾟｰﾄﾞﾌｫｰ 西村　進一 D41 鮫洲レーシング
シールドで攻撃を受け流し敵の懐

に潜り込む。よりシンプルに。

98 KarⅡ-N 弐式 ｶﾂｰﾝﾆｼｷ 勝又　理充 D43
サレジオ工業高等専

門学校

小型で小回りがきき、アームが回
転式なので連続した攻撃ができ

る。

99 ～Spiner～ ｽﾋﾟﾅｰ 叶　泰貴 D05
サレジオ工業高等専

門学校

45度斜め回転の高速シールド回転
アームを使用し、脚構造はヘッケン

リンク機構を採用している。

100 一騎 ｲｯｷ 田村　耕 C03
サレジオ工業高等専

門学校
棒アームとガードを組み合わせた

まったく新しいアーム

102 SC2010 ｴｽｼｰﾆｾﾝｼﾞｭｳ 望月　泰二朗 B02
静岡県立静岡東高等

学校

静岡東高科学部第5作目のロボッ
ト。部内初のシールドアームを採用
し、足の機構はスライダーリンクと

103 BAEL ﾊﾞｴﾙ 赤堀　充 C28
芝浦工業大学　ＳＲＤ

Ｃ

大型の機体で、4本のクランクアー
ムが特徴です。去年より良い成績

目指して頑張ります。

104 村正 ﾑﾗﾏｻ 佐伯　政之 B41
芝浦工業大学　ＳＲＤ

Ｃ
素早く移動し、場所を制圧するため

の足とアームを備えています。

105 0･ｼｭﾅｲﾀﾞｰ ｾﾞﾛｼｭﾅｲﾀﾞｰ 中村　義和 B03
芝浦工業大学　ＳＲＤ

Ｃ

四本のアームで相手を絡め取り、
足の四発のモータのパワーで押し

出します。



106 Banshee ﾊﾞﾝｼｰ 中山　大輔 A24
芝浦工業大学　ＳＲＤ

Ｃ

独立した2本のアームにより相手を
追いつめていきます。それぞれ

サーボ化してるため操作は簡単。

107 ファントムブラッド ﾌｧﾝﾄﾑﾌﾞﾗｯﾄﾞ 根岸　遼太郎 C12
芝浦工業大学　ＳＲＤ

Ｃ

素早く動いて相手を撹乱し、パワー
のあるアームで確実に相手をひっ

くり返します。
108 Dullahan ﾃﾞｭﾗﾊﾝ 鈴木　祐樹 C26

芝浦工業大学 ＳＲＤ
Ｃ

大きな回転アームで相手を倒しま
す

109 Sepultura ｾﾊﾟﾙﾄｩﾗ 猿谷　真也 A51
芝浦工業大学　ＳＲＤ

Ｃ

ロッドアームを用いて相手を持ち上
げ、場外に押し出したり、ひっくり返

して相手を行動不能にする。

110 Vixen ｳﾞｨｸｾﾝ 野中　清文 B27
芝浦工業大学　ＳＲＤ

Ｃ
シールドアームと見せかけたシー

ルドアーム。

111 ジェフティ ｼﾞｪﾌﾃｨ 下田　秀治 B46
芝浦工業大学　ＳＲＤ

Ｃ
高速回転する回転ブレードを用い

て相手を弾き飛ばす機体。
112 丑の刻参り ｳｼﾉｺｸﾏｲﾘ 相澤　達郎 A39

芝浦工業大学 ＳＲＤ
Ｃ

ながいろっど

113 belial ﾍﾞﾘｱﾙ 本堂　啓 D33
芝浦工業大学　ＳＲＤ

Ｃ
歯車に協育歯車を使用した大型の

クランクアームの機体です。

114 ﾒﾙﾙｰｻ ﾒﾙﾙｰｻ 鵜沼　晋作 D17
芝浦工業大学　ＳＲＤ

Ｃ

長いロッドアームを搭載した、大型
の機体です。アームをサーボ化す
ることにより操作性を向上させまし

115 蜻蛉切 ﾄﾝﾎﾞｷﾘ 三島　諒 D23
芝浦工業大学　ＳＲＤ

Ｃ

結構な攻撃力と走破性、さらに漢
達の汗と涙と汁の結晶です。回転
するアームで相手をこかします。

116 天狗 ﾃﾝｸﾞ 上條　学 B15
芝浦工業大学　ＳＲＤ

Ｃ

今まで自分で使った事がなかった
機構を用いたロボット作りに挑戦し

ました。

117 Spanner ｽﾊﾟﾅｰ 神　佳弘 A40
芝浦工業大学　ロボッ

ト遊交部からくり

スパナ－風のツノの威力を存分に
発揮して相手を攻めて攻めて攻め

まくります。

118 Red Scrap ﾚｯﾄﾞｽｸﾗｯﾌﾟ 薬師寺　章 D09
芝浦工業大学　ロボッ

ト遊交部からくり
シールド＋ロングロッドアームで攻

撃・防御共に特化しました。

121 Voyager ﾎﾞｲｼﾞｬｰ 吉澤　和之 A45
芝浦工業大学ロボット

遊交部からくり
大きなシールドアームにより、相手

をはじき飛ばす。

122 ﾊﾟﾙﾊﾟﾚｰﾊﾟｰ ﾊﾟﾙﾊﾟﾚｰﾊﾟｰ 野松　大駿 B44
芝浦工業大学ロボット

遊交部からくり
攻守に長けたシールドアームで

す。
126 超巨神皇 ﾁｮｳｷｮｼﾞﾝﾉｳ 東　晃三 B36 神皇騎士団 超巨大変形ロボット

127 建御名方　Mk.2 ﾀｹﾐﾅｶﾀ ﾏｰｸﾂｰ 佐藤　和雄 A36
諏訪東京理科大学　ロ

ボット研究部

樹脂材を多用し、軽量で高強度、
見た目も美しい機体を目指しまし

た。

128 NewU-4 ﾆｭｳｷﾞｭｳ 塚田　雄輝 A38 瀬賀製作所
New(新しい)U-4(うし)で「乳牛」で
す．ダジャレです，ごめんなさい．

129 魔神皇ＳＡＢＥＲ ﾏｼﾞﾝﾉｳｾｲﾊﾞｰ 東　浩昭 A05
セントラル技研工業

（株）

133 千堂 瑛里華 ｾﾝﾄﾞｳｴﾘｶ 尹　雄治 D32 ち～むKST
シールド回転アームで、今回は

アームに鉄を積んでみました。遠
心力で強力な一撃が出ると思いま

134 K314-12式bis
ｹｲｻﾝｲﾁﾖﾝ-ｼﾞｭｳ

ﾆｼｷ ﾋﾞｽﾞ
大西　謙治 D36 Team　K314

夢ばっかり詰め込んだ去年の機体
に、もう少しだけの夢と現実味を追

加しました（滝汗

135 K314-11式S
ｹｲｻﾝｲﾁﾖﾝ-ｼﾞｭｳ

ｲﾁｼｷ ｴｽ
小椚　大介 C09 Team　K314

回転アームの最高峰を目指して創
られた一品

136 K314-15式REV2
ｹｲｻﾝｲﾁﾖﾝ-ｼﾞｭｳ
ｺﾞｼｷ ﾘｳﾞｨｼﾞｮﾝﾂｰ

横溝　忠善 D14 Team　K314
大きい、速い、強い、を目指した機
体です。性能アップと操縦テクニッ
クの向上で、機体の相性を吹き飛

137 機翅廻精 ｷｼｶｲｾｲ 新井　雄也 D26 千葉工業大学
シールドも兼ねた大きめの横回転

アームの動きは圧巻！

138 特攻野郎 ﾄｯｺｳﾔﾛｳ 佐藤　貴哉 A26
千葉工業大学文化会
精密ロボット工学研究

分かりやすいロッドアームが特徴
的です。

139 黒霧島 ｸﾛｷﾘｼﾏ 原　智史 B29
千葉工業大学文化会
精密ロボット工学研究

会

このロボットは、以前から作り続け
ていた典型的なクランク路線から、
脱却するためにカムタイプを採用し

140 B-foot ～和風～ ﾋﾞｰﾌｯﾄ ﾜﾌｰ 籾山　大輝 C41 ChibaRobotStudio
ロボット名の由来にもなった大きな
脚が特徴です。障害物をものともし

ません。

142 華焔 -kaen- ｶｴﾝ 丸山　誠司 D20
中央大学精密機械工

学研究部
格好良く!!!

143 ﾏﾀﾞｵ1号 ﾏﾀﾞｵｲﾁｺﾞｳ 佐藤　歩 D18
中央大学精密機械工

学研究部

アームの回転部分が曲線状で、相
手を掬いあげやすいようになって

います。



144 避雷針 ﾋﾗｲｼﾝ 森　優太 C06
中央大学精密機械工

学研究部

アームを除いた本体全長の半分以
上を一対の脚部で占める,バランス

の悪い構造をしています.

145 菊池スピードﾜｺﾞﾝ ｷｸﾁｽﾋﾟｰﾄﾞﾜｺﾞﾝ 菊池　亮平 A43
中央大学精密機械工

学研究部

ぎゅ
いーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーー

ーーん

146 乱痴気-RaNtiki- ﾗﾝﾁｷ 諌山　竣 C05
中央大学精密機械工

学研究部
デカイよ。

147 セントカルラ ｾﾝﾄｶﾙﾗ 平野　龍一 C40
中央大学精密機械工

学研究部
きどうりょく

148 黒い悪魔 ｸﾛｲｱｸﾏ 岩瀬　裕史 A15
中央大学精密機械工

学研究部

コンパクトな機体で障害物の隙間
を縫って進み、相手の下に潜り込

みひっくり返します。
149 ガングリオン ｶﾞﾝｸﾞﾘｵﾝ 伊藤　豪 C38 帝京科学大学

自慢のアームで敵をなぎ倒しま
す

150 空音 ｿﾗﾈ 杵渕　広海 D03
Tマルチエンジニアリン

グ
コンピュータが機体の姿勢を読み

取り、操縦をサポートします。

154 ジュラルナイト02 ｼﾞｭﾗﾙﾅｲﾄｾﾞﾛﾂｰ 神田　倫之 D07
電気通信大学　ロボメ

カ工房

縦回転アームで相手を倒す。出来
るだけ低重心を心がけ、かつ、大き
な脚機構でフィールドを駆け抜け

155 覇真鋼 ﾊﾏｺｳ 秋山　智宏 B06 電気通信大学大学院
回転アームと小回りが利く機動力

で敵をひっくり返す。

156 カトレア ｶﾄﾚｱ 弓納持　充代 A33
東京エレクトロニツクシ

ステムズ（株）
転倒後も歩行可能な脚構造をもつ

攻撃型ロボット。

158 Tamago3nd ﾀﾏｺﾞｻﾝﾄﾞ 加藤　貴文 A32
東京海洋大学ロボット

研究会
前方に付いたアームを利用して、

相手をひっくり返します。

160 ﾚｲ･ﾌﾞﾚｲｶｰS2 ﾚｲ･ﾌﾞﾚｲｶｰS2 室町　達也 D35
東京工科大学ロボット

研究部
しっかりできていれば、それなりの

戦闘力を持っています。

161 Crafted 2nd ｸﾗﾌﾃｯﾄﾞ ｾｶﾝﾄﾞ 細川　拓巳 A28
東京工業大学　ロボッ

ト技術研究会

脚部にテオヤンセンリンクを採用す
ることで、生物のような滑らかな歩

行が可能になります。

165 吉田じゃすてぃす ﾖｼﾀﾞｼﾞｬｽﾃｨｽ 福本　亮介 A13
東京テクノロジーコミュ
ニケーション専門学校

前回作った機体の反省点をもと
に、改良と新しいアイデアを用いた

機体で戦います。

166 荒川 ｱﾗｶﾜ 磯　信一 D15
東京テクノロジーコミュ
ニケーション専門学校

三角リンクを用いた安定した移動。
機体の高さを低めに設計。

168 シュリーカー ｼｭﾘｰｶｰ 小田島　正樹 B17
東京テクノロジーコミュ
ニケーション専門学校

機体のユニットを前後に分離して
シャフトで繋ぎ、ねじれを発生させ
て段差を超えやすくなっている。

170 折刀丸 ｾﾂﾄｳﾏﾙ 関根　晋作 A12
東京電機大学　自動

制御研究部
中折れ式にしたことで伸びたリーチ

を生かして遠距離から戦う。

171 黒刀 ｺｸﾄｳ 有末　征司 B31
東京電機大学自動制

御研究部
アームで相手をひっくり返す黒い機

体

172 遺憾の紫キャベツ
ｲｶﾝﾉﾑﾗｻｷｷｬﾍﾞ

ﾂ
花嶋　宏紀 D21

東京電機大学自動制
御研究部

展開式回転ブレードを採用すること
により、わりとコンパクトな仕上がり

になりました。

173 魔宮夢 ﾏｷｭｳﾑ 須田　勝也 A42
東京電機大学自動制

御研究部

シールドで守りながら相手に機体
に近づき、クランクの動作で下に潜

り込んで押し出します。

174 ﾗﾑﾀﾞｯｼｭ ﾗﾑﾀﾞｯｼｭ 片岡　太一 B49
東京電機大学自動制

御研究部
４枚刃

175 Allegro ｱﾚｸﾞﾛ 豊田　晋伍 B19
東京電機大学自動制

御研究部
素早い動きで相手を翻弄し、力強

いアームで吹き飛ばします。

176 よしみつ乙 ﾖｼﾐﾂｵﾂ 熊谷　紘明 C08
東京電機大学自動制

御研究部
自制流剣技の真髄をお見せしちゃ

うぞ

177 JAKTy ｼﾞｬｸﾃｨｰ 市川　貴仁 A14
東京電機大学自動制

御研究部
回転ブレードで相手を攻撃し持ち

上げてひっくり返したり、押し出しま

178
紅璃夢存覇死喪斗

轟
クリムゾンハシモ

トゴウ
橋本　竜一 B28

東京電機大学自動制
御研究部

時代は横回転だ！！！！！

179 福痛 ﾌｸﾂｳ 原　大樹 B18
東京電機大学自動制

御研究部
シールドアームで相手のロボを倒

す

180 M2A1 Striker
ｴﾑﾂｰｴｰﾜﾝ ｽﾄﾗ

ｲｶｰ
角田　修一 D06

東京電機大学自動制
御研究部

あまり難しいことはしていないロッド
機構を搭載した全身迷彩の機体

181 ﾏｲﾀﾌｫｰｽ ﾏｲﾀﾌｫｰｽ 細井　優吾 C35
東京電機大学自動制

御研究部
４５度の傾きのある回転ブレード。

182 ﾕｰﾗｽⅢ ﾕｰﾗｽｻﾝ 木ノ内　隆幸 D37
東京電機大学自動制

御研究部
大型の回転ブレードに負けないよ
うに大型のロボットにしました。

183 ﾒｶﾞｽﾃｨﾝｶﾞｰ ﾒｶﾞｽﾃｨﾝｶﾞｰ 野本　稜 B51
東京電機大学自動制

御研究部
横に機体が展開するため、倒れに

くい構造になっています



184 code:Veronica ｺｰﾄﾞ:ｳﾞｪﾛﾆｶ 草賀　裕士 B25
東京電機大学自動制

御研究部

相手(パイロットの腹と)ロボの懐を
抉り込むようにして，打つべし！ 打

つべし！ 打つべし！

185 愚零賭覇死喪斗轟 ｸﾞﾚｰﾄﾊｼﾓﾄｺﾞｳ 橋本　隆憲 C34
東京電機大学自動制

御研究部
気合と根性とグレイトと根性と気合

とグレイト

186 錦クマザワさん ﾆｼｷｸﾏｻﾞﾜｻﾝ 松森　祥登 C50
東京電機大学自動制

御研究部

小学生の自転車に潰されてもめげ
ないタフなボディ――THE

KUMAZAWA SAN

187 機槍士markⅡ ｷｿｳｼﾏｰｸﾂｰ 和田　悠生 A03
東京電機大学理工学
部学術文化部会ロボッ

ト研究会

三点リンクによる回転アームとラッ
クを用いた機構

188 亀蟲 ｶﾒﾑｼ 吉田　誉 C31
東京農工大学ロボット

研究会R.U.R

アームで相手を攻撃する。倒れた
時には起き上がる。反動で機体が
持ち上がらないようにストッパーを

189 狼砺雷 ﾛｰﾚﾗｲ 植松　啓輔 B13
東京農工大学ロボット

研究会R.U.R

アームを折りたたみにしたことで攻
撃しやすくなりました。攻撃は最大

の防御なり。

190
戦術機動闘殻Mk-

Ⅲ
ｾﾝｼﾞｭﾂｷﾄﾞｳﾄｳｶｸ

ﾏｰｸｽﾘｰ
冨松　熱志 D10

東京理科大学Ⅰ部無
線研究部

地面に対して角度の浅いシールド
を持ち、低い重心とあいまって、前
方からの攻撃を受け流し、反撃し

192 CQ公魚 ｼｰｷｭｰﾜｶｻｷﾞ 内野　大地 C46
東京理科大学Ⅰ部無

線研究部
ロッドアームで山の後ろから相手を

突いて倒します。

199 DoubleWaffle ﾀﾞﾌﾞﾙﾜｯﾌﾙ 水澤　義和 B26
トキ･コーポレーション

株式会社
三角カムを用いた上下動の無い直

線的な脚機構。

200 ROCKY12 ﾛｯｷｰﾄｩｳｪﾙﾌﾞ 柴田　康一 A19
トキ・コーポレーション

株式会社

６０本のムカデ脚です。別々に動か
せる２本のアームで、敵をソフトに

投げ飛ばします。

201 zeta ｾﾞｰﾀ 宮城　仁一 A06
トキコーポレーション株

式会社

上下振動のほとんど無い三角形の
クランクを使用した脚機構と、すく

い上げる腕機構の機体です。

202 ぞうでしょうＣｌａｓｓｉｃ ｿﾞｳﾃﾞｼｮｳｸﾗｼｯｸ 渋谷　博樹 D47
苫小牧工業高等専門

学校

アームが多関節で鞭のようにしな
り、感性の力で相手を投げます。木
製のフレームで軽量化を図ってい

203 ソヌマスＢ3
ソヌマスビー

キューブ
中澤　道大 D29

都立産技高専品川
キャンパスロボット研

究部

3がついてますが実は4体目の機体
です。シールド回転アームに初挑
戦。いいかげん本戦に出たいなぁ

204 Rampage ﾗﾝﾍﾟｲｼﾞ 齊藤　峻弥 B01
都立産技高専品川

キャンパスロボット研
究部

3年目なのでステップアップ兼ねて
ヘッケンリンクの脚とクランクアー

ムで作ってみました。

205 鬼ドリル ｵﾆﾄﾞﾘﾙ 柳谷　諒一 B39
都立産技高専品川

キャンパスロボット研
ドリルなくちばしでつっつきます

206 HANG ﾊﾝｸﾞ 小島　大樹 B34
都立産技高専品川

キャンパスロボット研
サスペンションがいっぱい付いてま

す。

207 Penetrator 2nd
ﾍﾟﾈﾄﾚｰﾀｰ　ｾｶﾝ

ﾄﾞ
吉野　祥太 A01

都立産技高専品川
キャンパスロボット研

去年の反省点をなるべく活かすよ
うに設計・制作した機体です。

208 こばん総 ｺﾊﾞﾝｿｳ 小杉　達也 C13
都立産技高専品川

キャンパスロボット研
装備を少なめにして、小回りの利く

ようにしました。

209 黒いパイナップル ｸﾛｲﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ 滝口　圭太 D25
都立産技高専品川

キャンパスロボット研
黒い。

210 春雨 ﾊﾙｻﾒ 蜂巣　拓巳 C23 長岡技術科学大学
シンプルな構成の小型シールド機

です。

211 マドカA.C.S. ﾏﾄﾞｶｴｰｼｰｴｽ 佐藤　雄一 D49
長岡高専ロボティクス

部

A.C.S.が全てを貫く．　悪魔で・・・い
いよ．悪魔らしいやり方で勝たせて

もらうから！

212 馬大頭 ｵﾆﾔﾝﾏ 吉原　謙 C04
長岡高専ロボティクス

部
高速横回転（予定）。モーター6連

装（予定）。鉄の爪（予定）。

213 カインドマウス ｶｲﾝﾄﾞﾏｳｽ 遠藤　拓馬 A04
長岡高専ロボティクス

部
すごいことをしようと思ったけど出
来ませんでした．これが私のベスト

214 ﾃﾞｽﾏｲｽﾀｰ ﾃﾞｽﾏｲｽﾀｰ 井谷　剛士 C45 ﾅｼ
大学卒業したけど定職についてな

いその魂をロボにぶつけて・・
どーーん！大会＞＞超えられない

215
スクリューアッパー

60C
ｽｸﾘｭｰｱｯﾊﾟｰ60C 大井　貴矢 B20

新潟職業能力開発短
期大学校

ユニバーサルジョイントを使用する
ことによって攻撃角度を通常の

90°から150°へ広げた。

216 ﾄﾗｲｽﾀｰⅡ ﾄﾗｲｽﾀｰﾂｰ 松田　和也 C29
新潟職業能力開発短
期大学校制御技術科

3個の小型ベアリングをローラーと
した偏心カムを用いています。直軸

で3枚の脚を駆動させます。

217 Φ成 斬刃ふぉーむ
ﾌｧｲﾅﾙ ｻﾞﾝﾊﾞｰ

ﾌｫｰﾑ
野田　雅史 B43 Notch Room

毎年標準サイズで作ってきました
が、今年は大きくなっちゃいまし

219
ファントムブレイカー

凰牙
ﾌｧﾝﾄﾑﾌﾞﾚｲｶｰｵｳ

ｶﾞ
下村　慧 D24

日取亜心機械人形研
究所

高い旋回性と、高速回転する大き
なアームが特徴です



220 ネオ・サトラレンV3.2
ﾈｵ･ｻﾄﾗﾚﾝﾊﾞｰｼﾞｮ

ﾝｻﾝﾃﾝﾆ
安井　武夫 C25 V.R.C

最近の流れに乗って？マシンを
作ったらこんなマシンになりまし

221 ハネラレン Ver.0.86
ﾊﾈﾗﾚﾝ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚ

ｲﾃﾝﾊﾁﾛｸ
松山　真二 C37 V.R.C

今までチェビシェフリンクを使ってき
たが時代遅れだった。これで5年遅
れまで追いついたんじゃないかな。

223 M-212 ｴﾑ ﾆｲｲﾁﾆ 瀬古　亮太 B24 福井工業大学SSL
高速移動で相手に接近し、相手を2

本のアームで倒す。

224 クシザシタロウⅩⅣ
ｸｼｻﾞｼﾀﾛｳﾌｫｰ

ﾃｨｰﾝ
植村　千尋 A41

双葉電子工業株式会
社

ロッククローリングR/Cの構造を参
考にした不整地走行特化型足周り
＋サーボ化されたロッドアーム。

226 天龍牙 ﾃﾝﾘｭｳｶﾞ 小林　正幸 D34 ミヤチテクノス（株）
前大会よりも発展させた、左右に
展開するアームにより、相手の側
面より入り込み、すくい上げます。

227 小悪魔神楽 ｺｱｸﾏｶｸﾞﾗ 岩　美和子 B42 みわっちFARM
デザインがそろそろネタ切れで

す・・・
228 らぴすらずりXX ﾗﾋﾟｽﾗｽﾞﾘﾆｼﾞｭｳ 小倉　環樹 B11 ラグオ電工株式会社

横長バリケードでリングを封鎖。じ
んわりゆっくり押し出します。

229 驪 ﾚｲ 位田　崇彰 D50
立命館大学ロボット技

術研究会
”シンプル”この一言がすべてです

230 惺AＬT ｻﾄﾘｱﾙﾄ 道場　智史 C24
立命館大学ロボット技

術研究会
回転シールド！？　そういうマシン

じゃねえからこれ！

231 壠 ｳﾈ 香西　健太 B16
立命館大学ロボット技

術研究会

覚えておけ！　このドリルは、二つ
の思いを二重螺旋に織り込んで！

天を作るドリルだあああああ

232 稲 ｲﾅﾘ 石川　淳一 A11
立命館大学ロボット技

術研究会
おれたちのお稲荷さんをその目に

焼き付けろ！！

233 鈎 ｶｷﾞﾂﾞﾒ 西村　太貴 B10
立命館大学ロボット技

術研究会

"超ロングロッドで相手を牽制！
※但し地形に引っかかって逆に不

利！"

234 霰 ｱﾗﾚ 谷口　冬馬 A30
立命館大学ロボット技

術研究会
"美しくいきたい

その幻想をぶち殺す！"

235 黙 ｸﾛｲﾇ 鈴木 裕太 B48
立命館大学ロボット技

術研究会
３つのアームで相手をひっくり返し
たり挟んだり押さえたりします．

236 鯱 ｼｬﾁ 小泉　佑介 B38
立命館大学ロボット技

術研究会
左右対称になるという理由だけで
選んだウォームギアが唯一の特

237 盾 ﾀﾃ 久木山　和成 B23
立命館大学ロボット技

術研究会
ブルドーザーみたい

239 睦 ﾑﾂﾐ 網干　雄城 D38
立命館大学ロボット技

術研究会
王道を行く，ロッドアーム＆スライ

ダーカム！

240 米 ﾏｲ 伊牟田　遼 C11
立命館大学ロボット技

術研究会
米好きの，米好きによる，米好きの

ための機体

241 忍 Crimson ｼﾉﾋﾞ ｸﾘﾑｿﾞﾝ 松野　孝博 A48
立命館大学ロボット技

術研究会
エアシリンダーで力強く回る回転
シールドで積極的に戦いたいと思

242 鰄AERNOS ｶｲﾗｷﾞ ｴｱﾉｽ 上本　宏明 C33
立命館大学ロボット技

術研究会

四脚独立サス，ゼネバストップカウ
ンタ・・・技術賞がなくなっても鰄の

進化は止まらない！

243 菊 Hanamizake キク　ハナミザケ 小川　洋一郎 C14
立命館大学ロボット技

術研究会OB

就職のため、昨年の機体のまま，
出場．名前，機構は変わってない
けれど，装飾は若干の変更有，御

244 螺 ｽﾊﾟｲﾗﾙ 巽　正之 D40 流星塾
組み立てやすさと操縦し易く適度

に強度があるという，特徴がないよ
うであるのが特徴です．

245 神風凶 ｶﾐｶｾﾞｷｮｳ 清水　自由理 D22 WASA Okude Boys
各脚にモータを配置し高い走行性
能を実現させ、回転ドラムによる慣
性力を強力なアーム攻撃に変えま

249 Crimson ｸﾘﾑｿﾞﾝ 紅林　拓也 B33 んん～間宮工作室
自在に伸縮するアームを用い、
相手ロボットの間合いの外から
ひっくり返して勝利するロボット。

252 EZ ｲｰｼﾞｰ 和田　雅暢 C49
セントラル電子制御

(株)

全方向移動で相手の懐に飛び込
み、相手の内側から攻撃する機動

性重視のロボットです。

253 Iron Panzer ｱｲｱﾝ　ﾊﾟﾝﾂｧｰ 衣松　孝祐 D13
電気通信大学ロボメカ

工房

点対称のフォルムで死角ナシ！小
型機ならではの機動性で敵をかく

乱し一気に隙を突く！
254 一角獣 ﾓﾉｹﾛｽ 深谷　浩史 C02

近畿大学ロボット研究
会

大型機体と超ロングアーム

255 TUBAME改 ﾂﾊﾞﾒｶｲ 坂本　勇貴 A17
サレジオ工業高等専

門学校

回転アームをたたんでスタートで
き、試合開始時に素早く展開がで

きる機体です。


