
回 年　　度 競  　技  　課  　題 主幹校 地区会場 宇部高専出場ロボット名 成　　績 指導教官 備　　考 地区優勝 地区準優勝全国行推薦 ﾛﾎﾞｺﾝ大賞 全国優勝

1 昭和63年度 乾電池カー・ （NHK） （東京・NHKｽﾀｼﾞｵ） 不参加 -

1988           スピードレース － － － － 沼津高専

2 平成元年度 オクトパス・フットボール (NHK) （東京） 予選落ち（書類審査） －

1989 － － － － 久留米高専

3 平成２年度 ニュートロンスター (NHK) 代々木体育館 カッタ君Ⅱ号 三好

1990 － － － － 仙台電波

4 平成３年度 ホットタワー 呉高専 呉高専体育館 MY KEY号 田戸・杉本 地区大会より

1991 sutck　　（ストック） 中里見・落合 徳山高専 津山高専 広島・松江 － 東京高専 4チーム東京

5 平成４年度 ミステリーサークル 津山高専 津山高専体育館 パタンQ 田戸

1992 Otti　　（オッチ） 優　秀　賞 落合 全国大会出場 呉高専 徳山高専 宇部・徳山 都城高専 一関高専

6 平成５年度 ステップダンス 徳山高専 徳山高専体育館 骨骨ロック 優　秀　賞 田戸 全国大会出場

1993 ラガーマン横扇号 瀬戸 徳山高専 徳山高専 津山・宇部 福井高専 旭川高専

7 平成６年度 スペースフライヤー 松江高専 島根県立武道館 ああっドラムさまっ 瀬戸

1994 グレートバレル アイデア賞 藤本俊郎 呉高専 徳山高専 徳山・松江 奈良高専 豊田高専

8 平成７年度 ドリームタワー 宇部高専 宇部市武道館 暴れんぼう清さん デザイン賞 清水 全国大会出場

1995 スーパーのむのむ 野村 米子高専 徳山高専 宇部・松江 新居浜高専 航空高専

9 平成８年度 テクノカウボーイ 米子高専 米子産業体育館 スナイパーエスカル号 準　優　勝 岡

1996 　　 スパイダーマン７号 野村 徳山高専 宇部高専 大島・津山 大島商船 徳山高専

10 平成９年度 花開蝶来 大島商船 柳井市体育館 花っちょターボ２号 野村

1997 在来線（各駅停車） 山根 米子高専 米子高専 徳山・津山 福井高専 都城高専

11 平成10年度 生命上陸 広島商船 竹原市体育館 N 1-4 岡

1998       (ﾊﾞﾝﾌﾞｰｼﾞｮｲ) 宇部高専からの参加は１台 松江高専 米子高専 米子・広島 旭川高専 豊田高専

12 平成11年度 ジャンプ・トゥー・ 呉高専 呉市体育館 Muff Fixer 森岡

1999        ザ・フューチャー さんだぁ　ぶい 落合 徳山高専 松江高専 松江・広島 徳山高専 宮城高専

13 平成12年度 ミレニアム・メッセージ 津山高専 鏡野町文化ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ルーキー１／３ 森岡

2000 トキワ 日高 米子高専 広島商船 徳山・広島 長岡高専 詫間電波

14 平成13年度 Happy Birthday 39 徳山高専 徳山市 ギャンブラー☆マッチーン 落合

2001 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ HiRaKi 技　術　賞 日高 松江高専 松江高専 広島・大島 大島商船 詫間電波

15 平成14年度 プロジェクトBOX 米子高専 境港市民体育館 Stark　　（シュタルク） 日高

2002 飛龍昇雲 米澤 米子高専 広島商船 津山・徳山 富山商船 北九州高専

16 平成15年度 鼎（KANAE) 宇部高専 宇部市武道館 Airman  （エアーマン） 日高

2003 ぜんぶとっちゃうゾウ！ 優勝・特別賞 清水 全国大会出場 特別賞宇部高専 広島商船 広島・米子 航空高専 旭川高専

17 平成16年度 マーズラッシュ 松江高専 松江市総合体育館 ＧＥＮＥＳＩＳ（ジェネシス） 準　優　勝 日高 全国大会出場 技術賞

2004 Iｎｓｕｌａｔｏｒ（インシュレイター） 沖 松江高専 宇部高専 宇部・広島 豊田高専 松江高専

18 平成17年度 大運動会 大島商船 柳井市体育館 LEGEND 特 別 賞 沖

2005 ニコ（弐コ） 日高 広島商船 広島商船 津山・松江 東京高専 津山高専

19 平成18年度 ふるさと自慢特急便 広島商船 東広島運動公園 Butterfly（バタフライ） 特 別 賞 日高

2006   　　　　　　体育館 Heavy-蛇（ヘビーヘビー） 沖 松江高専 津山高専 徳山・広島 詫間電波 詫間電波

20 平成19年度 風林火山 呉高専 呉市総合体育館 暴れん坊鳥軍（アバレンボウチョウグン） 沖

2007 　　　ロボット騎馬戦 ISE（アイエスイー） 特 別 賞 落合 津山高専 津山高専 松江・米子 サレジオ高専北九州高専



21 平成20年度 ROBO-EVOLUTION 津山高専 津山市久米 蟹“In The Sky”（カニインザスカイ） 沖

2008 　　　生命大進化 総合文化運動公園体育館 ＩＳＥ２ｎｄ（アイエスイーセカンド） 落合 徳山高専 松江高専 津山・松江 津山高専 沖縄高専

22 平成21年度 DANCIN' COUPLE 徳山高専 キリンビバレッジ周南総合 おそいぞ！コジロー 米澤 香川高専

2009 　　ダンシングカップル スポーツセンター多目的ホールメカトリニクス 内堀 広島商船 呉高専 呉・松江 広島商船 （詫間）

23 平成22年度 激走！　ロボ力車 松江高専 松江市総合体育館 ＰｕｌＡｉｒ（プレイアー） アイデア賞 日髙 仙台高専

2010 機甲戦艦「長門」（キコウセンナガト） デザイン賞・特別賞内堀 米子高専 徳山高専 松江・呉 （名取） 鹿児島高専

24 平成23年度 ロボ・ボウル 宇部高専 俵田翁記念体育館 ふく～げる デザイン賞 日高 仙台高専 仙台高専

2011 ぶんぶん丸 特 別 賞 内堀 米子高専 松江高専 松江･広島 （名取） （名取）

25 平成24年度 ベスト・ペット 米子高専 鳥取県立米子産業体育館 寿王武迅（ジュウオウムジン） 日高

2012 GUN HOUND（ガン　ハウンド） 特 別 賞 内堀 松江高専 徳山高専 徳山･津山 小山高専 一関高専

26 平成25年度 Shall We Jump? 大島商船 バタフライアリーナ 平成八艘絵巻（ヘイセイハッソウエマキ） ｼｬﾙ･ｳｨ･ｼﾞｬﾝﾌﾟ賞 日髙 富山高専

2013 ＯＸ（オックス） 内堀 米子高専 徳山高専 徳山･大島 （射水） 徳山高専

27 平成26年度 出前迅速 広島商船 東広島運動公園体育館 麺攻坊（メンコウボウ） 日髙 熊本高専 熊本高専

2014 メンドロイド 内堀 津山高専 米子高専 大島･呉 （八代） （八代）

28 平成27年度 輪花繚乱 呉高専 呉市総合体育館 リボルバレル・ブラストフ 特 別 賞 内堀

2015 オークアリーナ 輪太鼓　輪っくん 日髙 松江高専 大島商船 呉･徳山 奈良高専 奈良高専

29 平成28年度 ロボット･ニューフロンティ津山高専 津山市久米 アンモナイトさん 松坂 香川高専

2016 総合文化運動公園体育館 LAST･GENPEI 特 別 賞 一田 松江高専 広島商船 徳山・米子 奈良高専 （高松）

30 平成29年度 大江戸ロボット忍法帳 徳山高専 キリンビバレッジ周南総合 折々千代千代 デザイン賞 松坂

2017 スポーツセンターメインアリーナ長州朧月 内堀 呉高専 呉高専 松江・徳山 大分高専 北九州高専


