
電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト 

第２回（2000 年）から参加   2005 年から１０１０１０１０年連続優勝年連続優勝年連続優勝年連続優勝 

回数 優勝高校 年度 本校成績 

1 神奈川県立小田原城北工業高校 1999   

2 神奈川県立磯子工業高校 2000 初参加 「2 位」 

3 茨城県立土浦工業高校 2001 「3 位」 「ロボコンマガジン賞」 

4 神奈川県立磯子工業高校 2002 「デザイン賞」 

5 神奈川県立川崎工業高校 2003 「審査員特別賞」 

6 神奈川県立川崎工業高校 2004 「2 位」 「５位」 

7 栃木県立宇都宮工業高校  2005 「優勝」 「アイデア賞」  

8 栃木県立宇都宮工業高校  2006 「優勝」 「4 位」 「アイデア賞」 「電気学会特別賞」 

9 

神奈川県立磯子工業高校 （RCX） 

栃木県立宇都宮工業高校 （NXT） 

2007 

RCX 部門： 「ロボコンマガジン賞」 「電気学会特

別賞」   NXT 部門： 「優勝」 「2 位」 「4 位」 

「アイデア賞」 「電気学会特別賞」 

10 

栃木県立宇都宮工業高校 （RCX） 

栃木県立宇都宮工業高校 （NXT） 

2008 

RCX 部門：  「優勝」「ロボコンマガジン賞」 「電気

学会特別賞」  NXT 部門： 「優勝」 「2 位」 「5

位」 「アイデア賞」 「電気学会特別賞」 

11 

栃木県立宇都宮工業高校 （RCX） 

東京工業大学附属高校   （NXT） 

2009 

RCX 部門： 「優勝」 「3 位」 「アイデア賞」 

NXT 部門： 「2 位」 「３位」 「４位」 「レゴエデュケ

ーション賞」 「電気学会特別賞」 

12 

栃木県立宇都宮工業高校 （RCX） 

栃木県立宇都宮工業高校 （NXT） 

2010 

RCX 部門： 「優勝」 「準優勝」 「厚木市長賞」「ア

フレル特別賞」 

NXT 部門： 「優勝」 「３位」 「４位」  

1３ 栃木県立宇都宮工業高校  2011 

 「優勝」 「準優勝」 「３位」 「５位」 「６位」 

「厚木市長賞」×２  「電気学会特別賞」「ネッツト

ヨタ賞」「ロボットメカトロニクス学科賞」他 

1４ 栃木県立宇都宮工業高校  2012 

 「優勝」 「準優勝」 「４位」 「５位」  

「ホームエレクトロニクス開発学科賞」  「ロボット

メカトロニクス学科賞」他 

１５ 栃木県立宇都宮工業高校  2013  「優勝」 「準優勝」 9 連覇達成 

１６ 栃木県立宇都宮工業高校  2014  「優勝」 「準優勝」 10 連覇達成 

 

 

 

 

 



２０２０２０２０１４１４１４１４年年年年    

●●●●    ８８８８月月月月８８８８日日日日    第第第第１６１６１６１６回電子回電子回電子回電子ロボとロボとロボとロボと遊遊遊遊ぶアイデアコンテストぶアイデアコンテストぶアイデアコンテストぶアイデアコンテスト    優勝優勝優勝優勝・・・・準優勝準優勝準優勝準優勝しましたしましたしましたしました＆＆＆＆4444 位位位位もももも    

   

昨年度優勝昨年度優勝昨年度優勝昨年度優勝のののの瀧田瀧田瀧田瀧田・・・・太田太田太田太田がががが優勝旗返還優勝旗返還優勝旗返還優勝旗返還                    大会大会大会大会１０１０１０１０連覇達成連覇達成連覇達成連覇達成 !! !! !! !!            

   

インストールがインストールがインストールがインストールが２２０２２０２２０２２０満点満点満点満点をををを出出出出しししし、、、、優勝優勝優勝優勝「「「「インストールインストールインストールインストール」」」」            準優勝準優勝準優勝準優勝「「「「ドーントレスドーントレスドーントレスドーントレス」」」」    

    

２０２０２０２０１３１３１３１３年年年年    

● ８月９日  第１５回電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト  9 連覇達成 神奈川工科大学 

    優勝優勝優勝優勝・・・・準優勝準優勝準優勝準優勝しましたしましたしましたしました                日本決勝戦に２チーム進出します。 

   

優勝優勝優勝優勝「「「「アキュラアキュラアキュラアキュラシーシーシーシー」」」」                                                    大会大会大会大会９９９９連覇達成連覇達成連覇達成連覇達成 !! !! !! !!    

   

１１１１年生年生年生年生・・・・２２２２年生年生年生年生もももも大活躍大活躍大活躍大活躍            夏休夏休夏休夏休みみみみ中中中中もももも毎日毎日毎日毎日、、、、練習練習練習練習        準優勝準優勝準優勝準優勝「「「「インストールインストールインストールインストール」」」」    



２０２０２０２０１２１２１２１２年年年年    

● ８月２０・２１日  第１４回電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト  ８連覇  神奈川工科大学 

今年は日本決勝戦に４チーム選出されました。  

       

優勝旗返還 チーム礎      69 チーム 170 人が集結    ロボット・メカトロ学科賞 

     
第２位 礎      優勝 Sonick R        第４位 UR 

2011 年大会優勝チーム   2010 年大会優勝チーム    WRO2010 マニラ８位チーム 

２０２０２０２０１１１１１１１１年年年年    

● ８月８日  第１３回電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト   １日目    神奈川工科大学 

   

８０点満点 スタビライザ   ４０点  IMK      1 年生 final nova ロボメカ賞 

    厚木市長賞          ネッツトヨタ賞 

● ８月９日  第１３回電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト    ２日目    神奈川工科大学 

   

８０点満点 礎 いしずえ     3 年生 機龍 70 点           Sonic R 60 点  



   厚木市長賞 

   

１日目 (^^♪               ２日目 (^^♪     日本決勝戦に５チーム進出 

 
一口メモ：宇都宮大会は部長原田(WRO2010 ８位)が優勝・ライントレースの業師３年生川尻が準優勝、そして

神奈川では二人の副部長の藤野 (WRO2009 ２位 ) と岸本 (WRO2009 ７位 ) が大活躍。金柿

(WRO2009 ８位)・増永(WRO2009 ７位)を含め、世界大会を経験した 3 年生の手堅い攻略が光る。神

奈川 2010 優勝の船山・加藤も good でした。日本決勝戦では別のマシンを登場させます。 

    

２０２０２０２０１０１０１０１０年年年年    

● ８月５日  第１２回電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト ＲＣＸ部門    神奈川工科大学 

   

ＲＣＸ部門３連覇達成   １年生が遠慮なく活躍(+_+)優勝・準優勝・厚木市長賞・特別賞 

 

● ８月６日  第１２回電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト ＮＸＴ部門    神奈川工科大学 

  

ＮＸＴ優勝・３位・４位   またしても１年生が優勝 (^^♪  いつも通りに１３秒台を連発 

    



２００９年２００９年２００９年２００９年    

● ８月４日・５日  第１１回電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト  神奈川工科大学 

WROWROWROWRO－－－－JapanJapanJapanJapan（ワールド・ロボット・オリンピアード、ジャパン）日本代表選考会に（ワールド・ロボット・オリンピアード、ジャパン）日本代表選考会に（ワールド・ロボット・オリンピアード、ジャパン）日本代表選考会に（ワールド・ロボット・オリンピアード、ジャパン）日本代表選考会に５５５５チーム出場決定チーム出場決定チーム出場決定チーム出場決定    

ユニフォームを （*^_^*）新調しました  ２年生青 ・１年生オレンジ  

    

「RCX」部門 連覇 「全国優勝」岸本・原田  「NXT」部門 「第２位」杉本・佐藤 

「第３位」三上・三宅 「アイデア賞」佐藤功基・水澤    「第３位」「レゴ賞」佐藤寛也・伊藤吉一 

「第４位」「電気学会特別賞」沖村 

    

２００２００２００２００８８８８年年年年    

● ８月２１日・２２日  第１０回電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト  神奈川工科大学 

WROWROWROWRO－－－－JapanJapanJapanJapan（ワールド・ロボット・オリンピアード、ジャパン）日本代表選考会に４チーム出場決定（ワールド・ロボット・オリンピアード、ジャパン）日本代表選考会に４チーム出場決定（ワールド・ロボット・オリンピアード、ジャパン）日本代表選考会に４チーム出場決定（ワールド・ロボット・オリンピアード、ジャパン）日本代表選考会に４チーム出場決定    

全員のユニフォームを （*^_^*）新調しました   1 年生青 ・ ・3 年生オレンジ  

  

「RCX」門「全国優勝」「第４位」「電気学会特別賞」 「NXT」部門「全国優勝」「第４位」「電気学会特別賞」 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



２００２００２００２００７７７７年年年年    

    

    

２００２００２００２００６６６６年年年年    

    

８月 第９回電子ロボットと遊ぶア

イデアコンテスト「RCX」部門「ロ

ボコンマガジン賞」「電気学会特別

賞」 

第９回電子ロボットと遊ぶアイデ

アコンテスト「NXT」部門 

「全国優勝」「全国準優勝」「第５位」

「電気学会特別賞」「アイデア賞」 

WRO－Japan（ワールド・ロボッ

ト・オリンピアード、ジャパン）日

本代表選考会に５チーム出場決定 

第８回電子ロボットと遊ぶアイ

デアコンテスト  

「全国優勝」「アイデア賞」「第 4

位」「電気学会特別賞」 

WRO－Japan に 3 チーム出場決定 

 


