
受賞内容 No ロボット名 種別 キャプテン名 所属（チーム名） 市内

01優勝 37 まだ､出来てないの 学生 中嶋　有介
神奈川工科大学ロボット

工学研究部
○

02準優勝 82 燐 Cybele 社会人 三宅　巧馬 KHK歯車工房（RRSTOB)

03第3位 214 ﾃﾞｽﾏｲｽﾀｰ 社会人 井谷　剛士 ﾅｼ

04第4位 88 MOMONGA 社会人 五十嵐　達也 個人参加

05第5位 129 魔神皇ＳＡＢＥＲ 社会人 東　浩昭 セントラル技研工業（株）

06第6位 243 菊 Hanamizake 社会人 小川　洋一郎
立命館大学ロボット技術

研究会OB

07ファイティング賞 35 新刃 学生 奥田　眞士
神奈川工科大学ロボット

工学研究部
○

08ファイティング賞 43 仏桑花 学生 中島　慧
神奈川工科大学ロボット

工学研究部

09デザイン賞 1 団地妻外出中 社会人 貫井　友美
あぁ真夜中の機動技術研

究部
10デザイン賞 227 小悪魔神楽 社会人 岩　美和子 みわっちFARM ○

11努力賞 44 鍔兎 学生 野元　真孝
神奈川工科大学ロボット

工学研究部
○

12努力賞 60 スウェード 学生 渡邉　鷹翔
川崎市立川崎総合科学

高校
○

13ユニーク賞 212 馬大頭 学生 吉原　謙 長岡高専ロボティクス部

14ユニーク賞 253 Iron Panzer 学生 衣松　孝祐
電気通信大学ロボメカ工

房
15MonotaRo賞 200 ROCKY12 社会人 柴田　康一

トキ・コーポレーション株
式会社

16オリジナルマインド賞 168 シュリーカー 学生 小田島　正樹
東京テクノロジーコミュニ

ケーション専門学校
17オリエンタルモーター賞 110 Vixen 学生 野中　清文 芝浦工業大学　ＳＲＤＣ

18協育賞 75 あられ雪 学生 湯浅　朋久
群馬工業高等専門学校

ロボット研究会
19TMCシステム賞 65 ACT1 学生 田口　博紀 川崎総合科学高等学校 ○

20川崎マリーンロータリー賞 49 白銀 学生 星　直樹
神奈川工科大学ロボット

工学研究部

21川崎南法人会青年部賞 182 ﾕｰﾗｽⅢ 学生 木ノ内　隆幸
東京電機大学自動制御

研究部
22日の出製作所賞 9 刺棘　裂片妖 社会人 太田　葵 葵屋

23ホテルスカイコート川崎賞 10 都牟刈･陣 社会人 村上　智彦 葵屋

24大西家具店賞 91
やまだーんダブルオー ク

アンタ
社会人 山田　大介 魁！やまだーん塾

25東芝賞 77 からっ風 QuadraEdge 学生 新井　智博
群馬高専ロボット研究会

ＯＢ

26敢闘賞／企画賞 2 M@NGO SirLion 社会人 廣瀬　貴世
あぁ真夜中の機動技術研

究部
27敢闘賞 14 Phar Lap 社会人 小松原　洋平 安曇野機械工業

28敢闘賞 17 B-grasshopper++ 学生 池田　昌弘 大阪工業大学

29敢闘賞 29 びりびり☆ぴか中 学生 井上　弘基
大阪工業大学機械工学

研究部

30敢闘賞 41 ｵｰﾌﾟﾝﾏｲﾊｰﾄ 学生 宮﨑　圭大
神奈川工科大学ロボット

工学研究部

31敢闘賞 51 ﾃﾄﾗ 学生 高野　敏之
神奈川工科大学ロボット

工学研究部

32敢闘賞 67 クーピー Vier 社会人 増田　裕一
カンの職人団 (近大ロボ

研ＯＢ）
33敢闘賞 78 機甲突破Pブレイカー 社会人 小野　元寛 ＫＨＫ歯車工房

34敢闘賞 93 イグニスフェロウ 学生 藤咲　大輔 鮫洲レーシング

35敢闘賞 96 Leopard 4 学生 西村　進一 鮫洲レーシング

36敢闘賞／会場応援賞 103 BAEL 学生 赤堀　充 芝浦工業大学　ＳＲＤＣ

37敢闘賞 114 ﾒﾙﾙｰｻ 学生 鵜沼　晋作 芝浦工業大学　ＳＲＤＣ

38敢闘賞 116 天狗 学生 上條　学 芝浦工業大学　ＳＲＤＣ

39敢闘賞 126 超巨神皇 社会人 東　晃三 神皇騎士団

40敢闘賞 134 K314-12式bis 社会人 大西　謙治 Team　K314

41敢闘賞 135 K314-11式S 社会人 小椚　大介 Team　K314

42敢闘賞 136 K314-15式REV2 社会人 横溝　忠善 Team　K314



43敢闘賞 176 よしみつ乙 学生 熊谷　紘明
東京電機大学自動制御

研究部

44敢闘賞 177 JAKTy 学生 市川　貴仁
東京電機大学自動制御

研究部

45敢闘賞 179 福痛 学生 原　大樹
東京電機大学自動制御

研究部

46敢闘賞 207 Penetrator 2nd 学生 吉野　祥太
都立産技高専品川キャン

パスロボット研究部
47敢闘賞 217 Φ成 斬刃ふぉーむ 社会人 野田　雅史 Notch Room

48敢闘賞 255 TUBAME改 学生 坂本　勇貴
サレジオ工業高等専門学

校
特別戦 94 FlatsⅤ 学生 天野　達平 鮫洲レーシング

特別戦 99 ～Spiner～ 学生 叶　泰貴
サレジオ工業高等専門学

校

特別戦 215 スクリューアッパー60C 学生 大井　貴矢
新潟職業能力開発短期

大学校
特別戦 224 クシザシタロウⅩⅣ 社会人 植村　千尋 双葉電子工業株式会社

特別戦 226 天龍牙 社会人 小林　正幸 ミヤチテクノス（株）

特別戦 234 霰 学生 谷口　冬馬
立命館大学ロボット技術

研究会

特別戦 242 鰄AERNOS 学生 上本　宏明
立命館大学ロボット技術

研究会

特別戦 147 セントカルラ 学生 平野　龍一
中央大学精密機械工学

研究部


