
競技名 賞 チーム名 学校名 関東甲信越大会
出場権

優 勝 ドナドナ 新座市立第五中学校 松本 龍馬 山下 人志 長 初樹

準優勝 柊 鴻巣市立川里中学校 篠崎 紗里依 新井 彩水

アイデア賞 ZERO 深谷市立上柴中学校 小島 怜士 田那部 楓大 杉崎 陽都 髙橋 陽平

テクニカル賞 ピストルスター 春日部市立豊野中学校 村木 天海 水野 来人 田畑 璃玖

デザイン賞 AMSD 八潮市立八幡中学校 伝法谷 詩音 島澤 友梨花 松本 時海 阿部 らむ

優 勝 CRHJ 上尾市立東中学校 菊池 豊 大杉 拓未 大熊 一輝 宗友 拓歩

準優勝 COX16 上尾市立東中学校 斉間 雄大 髙橋 幸希 竹仲 春風 吉田 英斗

アイデア賞 スーパーモーター1号 新座市立第五中学校 門脇 泰冴 植村 誠汰 川口 礼人

テクニカル賞 天地雷鳴 上尾市立東中学校 猪又 優斗 細野 正斗 吉原 和希 桜田 幸之介

デザイン賞 こたつ 白岡市立白岡中学校 中野 洸斗

優 勝 ＳＳＧＲ 越谷市立栄進中学校 岡島 直矢 篠原 光 江竜 翼 君塚 直也 関 翔太

準優勝 パルプンテ 八潮市立大原中学校 佐藤 孝人 平田 洋祐

アイデア賞 Japanese 越谷市立栄進中学校 網家 哲也 川原 偉寒 岡井 駿太

テクニカル賞 ダークライ 加須市立加須東中学校 池田 優貴 大熊 唯斗 小森谷 佑真

デザイン賞 Cube01 松伏町立松伏中学校 御郷 琢磨 大根田 葵 御郷 颯太 宮地 陽太郎

優 勝 HK28 上尾市立東中学校 髙橋 真司 中村 友彦 飯田 健太郎 森田 佑弥

準優勝 二太郎 埼玉大学教育学部附属中学校 後藤 慈貴 雫 孝太郎

プログラミング賞 スピットファイア 白岡市立白岡中学校 黒田 直哉 成塚 大空

パフォーマンス賞 ＭＫ 埼玉大学教育学部附属中学校 家永 理人 三坂 航心 堤 祐磨

優 勝 中野中C 春日部市立中野中学校 井野口 弥龍 大坪 巧 坂本 大旗 

準優勝 中野中E 春日部市立中野中学校 影山 太樹 藤枝 修也 間中 洋登

テクニカル賞 白岡中D 白岡市立白岡中学校 近藤 蒼真 安野 智哉

優 勝 ロボロフ 白岡市立白岡中学校 千葉 彩乃 永井 瑠輝 ○

準優勝 大山バス 白岡市立白岡中学校 斉藤 憂樹 江原 涼真 ○

アイデア賞 神根中Ｂ 川口市立神根中学校 榎本 大地 ○

テクニカル賞 二つの翼 白岡市立白岡中学校 千田 愛羅 千田 綺更 ○

デザイン賞 JAM 白岡市立白岡中学校 加藤 珠輝 仁平 美紅

優 勝 ＴＨＥ　フリーフォール 白岡市立篠津中学校 大塚 岳洋 大和田 瑛司 岡村 旺 ○

準優勝 ツインタワー43 白岡市立篠津中学校 坂本 周亮 新井 颯也 中川 大樹 田中 亨樹 ○

アイデア賞 鉄脚アトム 埼玉大学教育学部附属中学校 松本 大智 山田 創平 高須 あかね 房野 珠希 ○

テクニカル賞 Terminator 埼玉大学教育学部附属中学校 井上 健彰 畑 杏佳 宮原 志歩子 ○

デザイン賞 白中アームくん 白岡市立白岡中学校 村井 泰翔 鈴木 爽太 佐藤 汰樹 那須 俊誠

優 勝 栄進2号機 越谷市立栄進中学校 平間 翔多 渡部 諒生 金木 優馬 ○

準優勝 栄進1号機 越谷市立栄進中学校 佐藤 智哉 昼間 直樹 和田 晃士 ○

アイデア賞 KBS 深谷市立上柴中学校 種村 俊二 坂本 幸哉 加瀬 佑紀 馬場 遼太郎 大橋 駿 庭山 葵

デザイン賞 桃物語　第2章 白岡市立篠津中学校 別府 孟 家垣 拓人 竹内 稜平 渡部 太貴 小林 龍之介 ○

デザイン賞 桃物語　第1章 白岡市立篠津中学校 松本 鵬弘 髙橋 光希 水吉 健太 二瓶 周磨 氏林 慎護 青山 暉 ○

コンピュータ制御プログラミング

当日制作「ロボサッカー」

全国基礎部門
「はじめてのおつかい２０１６」

全国活用部門
「積んで、回して、Ｐコップ」

全国応用部門
「The 綱引 ２」

平成２８年度　SAITAMA創造ものづくり教育フェア　第２２回中学生ロボットチャンピオンシップ　兼　全国創造アイディアロボットコンテスト　埼玉予選会　受賞一覧

生徒氏名

ワン・ツー・チャンス

あっち行けポイ

ロボットオリエンテーリング


