
WRO ロボット国際大会 

第２回（2005 年）から参加   [準優勝]を含め 11 回入賞 

     

2007 年第 4 位  2008 年第 4 位・第 5 位・第 7 位   2009 年第 2 位・第 7 位・第 8 位 

   

  2010 年第 8 位      2011 年第 6 位   2014 年第 6 位・審査員特別賞 

 

回数 年度 開催地 成績 

2 2005 バンコク １チーム参加    Felix 参加 

3 2006 南寧  

4 2007 台北 １チーム参加    颯々 ４位 「優秀賞」 

5 2008 横浜 

３チーム参加    レギュラーカテゴリー：クラウディ スカイ 「４位」 

インストール 「５位」 

オープンカテゴリー：生産システム研究部「７位」 

6 2009 浦項 

４チーム参加    レギュラーカテゴリー： 

スタビライザー 「２位」 

アンインストール 「７位」 

シルバーウイング 参加 

オープンカテゴリー：生産システム  「８位」 

7 2010 マニラ １チーム参加     Give me wings  「８位」 

８ 201１ アブダビ 

２チーム参加   レギュラーカテゴリー：礎  参加 

オープンカテゴリー：生産システム研究部 「６位」 

９ 2012 ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ 

３チーム参加    レギュラーカテゴリー：スタビライザー 「２５位」 礎 「１

５位」 オープンカテゴリー：生産システム研究部 参加 

１０ 2013 ジャカルタ 

２チーム参加    レギュラーカテゴリー：インストール 「１３位」 

 オープンカテゴリー： 生産システム研究部 「１１位」  

１１ 2014 ソチ 

１チーム参加    オープンカテゴリー： 生産システム研究部  

Ｅｘｃｅｌｓｉｏｒ 「６位」 

「Special Judge Award」をダブル受賞 



WRO ロボット国際大会 

 

ＷＲＯ２００５  タイ王国バンコク市 

● 日本大会を初優勝し、部活初の世界大会出場  記念すべき第一歩を切り開く 

● 出国１０日前から未知のプログラムであったロボラボに取り組み、それを習得するも世界

との大きな差を実感   

● 国内最大のライバル磯子工業高に近づくことが出来ました。 

   

バンコク市内       鈴木・田所・蓮田・吉澤 

   

寺院を見学         競技：バンコクトラフィック    ホテル近辺 

   

   

チーム：Felix 

選手：吉澤雄太(2 年)・田所裕

貴(2 年)・鈴木康史(１年) 

コーチ：蓮田裕一 

成績：出場 



ＷＲＯ２００７   台湾・台北市 

● 日本大会を優勝し、部活２度目の世界大会出場「初入賞 Certificate of Excellence Award

（第４位）」 世界との隔たりが無いことを確信する 

● ３年生のチームとせず、将来のために１・２年生を抜擢！！ 

● この後、１・２年生潮田・室田の世界大会出場を受けて部活が大きく活性する 

● 国内最大のライバル磯子工業高が世界大会優勝 

   

 優秀賞を受賞        台湾スタッフと         大会最軽量マシン 

 

 

  

   

 高校生は 4 チームが参加   難コース・サプライズルール無   故宮博物館見学 

チーム：颯々 さつさつ 

選手：赤羽寛之(３年)・潮田貴弘(2 年)・室田和彦(１年) 

コーチ：蓮田裕一 

成績：「Certificate of Excellence Award（第４位）」を受賞 



ＷＲＯ２００８ＷＲＯ２００８ＷＲＯ２００８ＷＲＯ２００８    横浜横浜横浜横浜大会大会大会大会        日本初日本初日本初日本初    ３チームが入賞３チームが入賞３チームが入賞３チームが入賞 パシフィコ横浜    

● 日本大会を優勝・３位、部活３度目の世界大会出場 ３チームが入賞:日本チーム初 

● ３年生の潮田君の活躍「４位」 部長杉本君のプログラミングが光る「５位」 

● 2007 年大会で１・２年生中心に若手を育てた実績と経験が開花 (*^_^*) 

● 日本初 オープンカテゴリー入賞「７位」 

 

             

  

レギュラーカテゴリー主力選手の室田・鈴木・小出をオープンに投入レギュラーカテゴリー主力選手の室田・鈴木・小出をオープンに投入レギュラーカテゴリー主力選手の室田・鈴木・小出をオープンに投入レギュラーカテゴリー主力選手の室田・鈴木・小出をオープンに投入    頑張りました頑張りました頑張りました頑張りました    

   

チーム： クラウディスカイ 

選手：潮田貴弘(３年)・松本僚(２年) 

永井貴之(２年) 

コーチ：蓮田裕一 

成績：「世界第４位」  

チーム：オープンカテゴリー 

選手：室田和彦・鈴木和典・小出淳 

(２年) 

コーチ：蓮田裕一 

成績：「世界第７位」 

チーム： インストール 

選手：杉本一磨・佐藤伸之・

宮本敏志(２年) 

コーチ：蓮田裕一 

成績：「世界第５位」  



ＷＲＯ２００９世界大会ＷＲＯ２００９世界大会ＷＲＯ２００９世界大会ＷＲＯ２００９世界大会    韓国・浦項市 初メダル獲得＆初メダル獲得＆初メダル獲得＆初メダル獲得＆３チーム入賞３チーム入賞３チーム入賞３チーム入賞    

● 日本大会を「優勝」・「２位」・「３位」、４度目の世界大会出場 ３チームが入賞 

● スタビライザーチームの活躍 初のメダル「世界２位」 

● オ－プンカテゴリーの取り組みにも自信 (*^_^*) 

 

 

 

 

   

    バスをチャーターバスをチャーターバスをチャーターバスをチャーター                            総勢１８名で参加総勢１８名で参加総勢１８名で参加総勢１８名で参加                                    ついに初のメダルを獲得ついに初のメダルを獲得ついに初のメダルを獲得ついに初のメダルを獲得    

   

  

チーム：アンインストール 杉本一磨(３年)・岸本健吾(１年)・増永勝也「世界７位」 

チーム：シルバーウイング 菊地瑞樹(３年)・松本僚(３年)・沖村吉紀(２年) 

チーム：生産システム 室田和彦(３年)・三上智矢(２年)・金柿智司(１年)成績：オープ

ンカテゴリー：「世界８位」 

チーム：スタビライザー 伊藤吉一(２年)・佐藤寛之・藤野慎也(１年) 「世界２位」 

コーチ：蓮田裕一  保護者：杉本お父様・菊地お母様＆祖父母・増永お母様 

念願の銀メダル念願の銀メダル念願の銀メダル念願の銀メダル    



ＷＲＯＷＲＯＷＲＯＷＲＯ    2010201020102010 マニラ大会マニラ大会マニラ大会マニラ大会        レギュラーカテゴリー「優秀賞」を受賞    

● 日本大会を「３位」、５度目の世界大会出場 １チームが入賞 ４大会連続８個目の受賞 

● １年生コンビと原田部長の活躍 「世界８位」 

● サプライズルールを考慮しすぎた結果とも 

 

 

 

   

  「Certificate of Excellence Award」優秀賞を受賞      リサール・パーク 

  

    

戦闘開始         ご支援＆応援      困ったときのチームワーク 

     

チーム：Give you wings      成績：「世界第 8 位」 

選手：原田洋行 (２年)・漆原良太（１年）・菱沼星也（１年） 

コーチ：蓮田裕一  保護者：原田ご両親・菱沼お父様・漆原お母様 



● １１月１８－２２日     ＷＲＯＷＲＯＷＲＯＷＲＯ    2012012012011111    ＵＡＥＵＡＥＵＡＥＵＡＥ            ３４カ国３４カ国３４カ国３４カ国    １５００人が集結１５００人が集結１５００人が集結１５００人が集結    

ＷＲＯＷＲＯＷＲＯＷＲＯ    2012012012011111 アブダビアブダビアブダビアブダビ大会大会大会大会        オープンカテゴリー「第６位」を受賞オープンカテゴリー「第６位」を受賞オープンカテゴリー「第６位」を受賞オープンカテゴリー「第６位」を受賞    

● 日本大会を「３位」、６度目の世界大会出場 ５大会連続９個目の受賞 

 

 

 

 

 

   

インターコンチネンタルホテルから会場へインターコンチネンタルホテルから会場へインターコンチネンタルホテルから会場へインターコンチネンタルホテルから会場へ                オープンカテゴリー：ブースに設営開始オープンカテゴリー：ブースに設営開始オープンカテゴリー：ブースに設営開始オープンカテゴリー：ブースに設営開始    

    

  

レギュラーカテゴリー：戦闘開始レギュラーカテゴリー：戦闘開始レギュラーカテゴリー：戦闘開始レギュラーカテゴリー：戦闘開始    

    

  

隣のブースのギリシャのチームと隣のブースのギリシャのチームと隣のブースのギリシャのチームと隣のブースのギリシャのチームと                                オープンカテゴリー「世界第６位」オープンカテゴリー「世界第６位」オープンカテゴリー「世界第６位」オープンカテゴリー「世界第６位」    

チーム：礎 ＆ 生産システム研究部     成績：「世界第「世界第「世界第「世界第６６６６位」位」位」位」     

選手：松井 幹太 (３年)・小堀 祐生（２年）・日向野 拓人（２年） 

選手：藤野 慎也 (３年)・関口 賢也（１年）・津端 大樹（１年） 

コーチ：蓮田 裕一・杵渕 真一  保護者：松井ご両親・関口ご両親 

 



● １１月８－１３日     ＷＲＯＷＲＯＷＲＯＷＲＯ    2012012012012222    クアラルンプールクアラルンプールクアラルンプールクアラルンプール            ３４カ国３４カ国３４カ国３４カ国    １５００人が集結１５００人が集結１５００人が集結１５００人が集結    

ＷＲＯＷＲＯＷＲＯＷＲＯ    2012012012012222 クアラルンプールクアラルンプールクアラルンプールクアラルンプール大会大会大会大会            

● 日本大会を「優勝＆３位」、７度目の世界大会出場 ６大会連続  

 

 

 

 

 

            

試走会試走会試走会試走会                                オープンも準備万端オープンも準備万端オープンも準備万端オープンも準備万端                抜群の安定性を披露抜群の安定性を披露抜群の安定性を披露抜群の安定性を披露    

     

王宮王宮王宮王宮                                                        National MonumentNational MonumentNational MonumentNational Monument    

        

ペトロナスツインタワー 

    

応援に来て下さいました保護者の皆様、部員のみんな有難うございました応援に来て下さいました保護者の皆様、部員のみんな有難うございました応援に来て下さいました保護者の皆様、部員のみんな有難うございました応援に来て下さいました保護者の皆様、部員のみんな有難うございました    

来年のジャカルタ大会に向けて頑張ります来年のジャカルタ大会に向けて頑張ります来年のジャカルタ大会に向けて頑張ります来年のジャカルタ大会に向けて頑張ります!! !! !! !!     

チーム：スタビライザー 半田旭・津端大樹・粂谷（２年） 成績：「25252525 位」位」位」位」 

チーム：礎 関口賢也・阿久根・佐藤（２年）  「15151515 位」位」位」位」 

チーム：生産システム研究部  上ノ園・小堀 祐生(3 年)・熊田(１年)成績：参加参加参加参加         

コーチ：蓮田 裕一・杵渕 真一  保護者：半田様・関口ご両親・阿久根様・粂谷様 



     WRO2013WRO2013WRO2013WRO2013    ジャカルタジャカルタジャカルタジャカルタ大会大会大会大会にににに２２２２チームがチームがチームがチームが参戦参戦参戦参戦しましたしましたしましたしました    

● 日本大会を「準優勝＆優秀賞」、８度目の世界大会出場 ７大会連続  

    

    

                

成田成田成田成田にてにてにてにて夕食食夕食食夕食食夕食食べべべべ放題放題放題放題    13131313 日日日日        ７７７７時間時間時間時間３０３０３０３０分分分分のフライトのフライトのフライトのフライト        14141414 日日日日 1 1 1 15:30 5:30 5:30 5:30 ジャカルタジャカルタジャカルタジャカルタ着着着着    

                    

オープンカテゴリーオープンカテゴリーオープンカテゴリーオープンカテゴリー準備完了準備完了準備完了準備完了        追加追加追加追加ルールのルールのルールのルールの唐突唐突唐突唐突なななな発表発表発表発表にににに深夜深夜深夜深夜までまでまでまで対応対応対応対応にににに追追追追われるレギュラーわれるレギュラーわれるレギュラーわれるレギュラー    

１６１６１６１６日日日日    WROWROWROWRO 大会大会大会大会            オープンオープンオープンオープン審査審査審査審査＆＆＆＆レギュラーレギュラーレギュラーレギュラー３３３３試合試合試合試合からベストからベストからベストからベスト１６１６１６１６がががが決定決定決定決定されるされるされるされる    

     

36363636 カカカカ国国国国 72727272 チームチームチームチーム中中中中 1111３３３３位位位位                                    各国国旗各国国旗各国国旗各国国旗にににに並並並並ぶぶぶぶ魂魂魂魂のののの横断幕横断幕横断幕横断幕    

            

ごごごご参加参加参加参加いただいたいただいたいただいたいただいた保護者保護者保護者保護者のののの皆様有難皆様有難皆様有難皆様有難うううう御座御座御座御座いますいますいますいます            オープンカテゴリーオープンカテゴリーオープンカテゴリーオープンカテゴリー「「「「１１１１１１１１位位位位」」」」        

チーム：インストール 白石光希・関口賢也（３年）・熊田共紘（２年） 成績：「１３１３１３１３位」位」位」位」 

チーム：生産システム研究部  半田旭 (3 年)・安納孝彰・大塚優(2 年)成績：「１１位」「１１位」「１１位」「１１位」         

コーチ：蓮田 裕一・杵渕 真一  保護者：半田ご両親・関口ご両親・熊田様 



ＷＲＯＷＲＯＷＲＯＷＲＯ    2012012012014 4 4 4 ロシア・ソチロシア・ソチロシア・ソチロシア・ソチ大会大会大会大会        

    オープンカテゴリー「第６位」オープンカテゴリー「第６位」オープンカテゴリー「第６位」オープンカテゴリー「第６位」と「審査員特別賞」をダブルと「審査員特別賞」をダブルと「審査員特別賞」をダブルと「審査員特別賞」をダブル受賞受賞受賞受賞    

● 日本大会を「優秀賞」、９度目の世界大会出場 １０・１１個目の受賞 

 

 

 

            

      

冬季冬季冬季冬季オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック会場会場会場会場でででで横断幕横断幕横断幕横断幕                戦闘準備戦闘準備戦闘準備戦闘準備                                堂々のプレゼン堂々のプレゼン堂々のプレゼン堂々のプレゼン    

         

国際交流もバッチリ国際交流もバッチリ国際交流もバッチリ国際交流もバッチリ                ついについについについに電子回路電子回路電子回路電子回路もももも審査審査審査審査        応援の小動物のきゅるきゅる応援の小動物のきゅるきゅる応援の小動物のきゅるきゅる応援の小動物のきゅるきゅる        

            

トップトップトップトップ１０１０１０１０グループグループグループグループ最終審査最終審査最終審査最終審査                 モスクワモスクワモスクワモスクワ大学大学大学大学            良良良良くくくく頑張頑張頑張頑張ったソチメンバーったソチメンバーったソチメンバーったソチメンバー    

チーム：礎 ＆ 生産システム研究部    成績：「世界第「世界第「世界第「世界第６６６６位」位」位」位」    「「「「Special Judge AwardSpecial Judge AwardSpecial Judge AwardSpecial Judge Award」」」」    

選手：大塚 優 (３年)・小倉 雪音（２年）・鈴木 友恵（２年） 

コーチ：蓮田 裕一  保護者：小倉ご両親・鈴木ご両親 


