
競技名 賞 チーム名 学校名
関東甲信越大会

出場権

1 優 勝 川里中Ａ 鴻巣市立川里中学校 廣川直哉 橋本煌志 篠崎由尚 枡一幸樹

2 準優勝 川里中Ｃ 鴻巣市立川里中学校 手島佑紀 湯本冴 樋口心都

3 アイデア賞 アルミファスト 新座市立第五中学校 葛西舜佑 大竹祐人 川又健司 諸川巧人

4 テクニカル賞 漆黒の玉ねぎ 新座市立第五中学校 𠮷野愛慈 土屋智輝 福田謙信 秋田俊輔

6 優 勝 PPRS 桶川市立桶川中学校 小林大悟 小林風雅

7 準優勝 KS 桶川市立桶川中学校 片山陽 鈴木翔也

8 アイデア賞 科学ブラザーズ 上尾市立上平中学校 川上暖真 御園大雅

9 テクニカル賞 WKFM 草加市立瀬崎中学校 中村斗南 神尾春樹 船越健人 渡辺昂聖

11 優 勝 It 越谷市立栄進中学校 木津志優 深野奨太 菅藤心優 細矢大翔

12 準優勝 ＡＣＥ　ディグダ 越谷市立栄進中学校 菅原奈聖 白島広登 海老原幹太

13 アイデア賞 早稲田C 三郷市立早稲田中学校 金由美

14 テクニカル賞 Girls Story 4 八潮市立八潮中学校 久間有梨 齋藤望由 月村葵 真島愛梨

16 優 勝 深海生物飼育チーム 埼玉大学教育学部附属中学校 荒木千夏 佐々木勇斗 猪瀬昇輝 長原詩音

17 準優勝 USB3.5 埼玉大学教育学部附属中学校 広林愛理 細谷宥豪 町田真一郎

18 アイデア賞 UJ-01 浦和実業学園中学校 久保勇揮 安藤颯 晝間泰親 中島浬

19 テクニカル賞 上平programming 2019 上尾市立上平中学校 髙田雅仁 齋藤真守 木原琉偉 清水壮流 岡哲平

20 優 勝 春日部南Ｃ 春日部市立春日部南中学校 新井京介 鈴木智大

21 準優勝 OF.K 深谷市立上柴中学校 藤田煌師 尾上来羽

22 アイディア賞 搾りたて醤油伝説 深谷市立上柴中学校 原瑞希 坂下愛純

テクニカル賞 春日部南Ｅ 春日部市立春日部南中学校 飯田亮太 芦田将星 島田亮

23 優 勝 大利根Ａ 加須市立大利根中学校 澁谷啓介 菊地道大 中野功雅 〇

24 準優勝 鯖 ふじみ野市立大井東中学校 嶋村碧 中野琥珀 西島丈登 森田裕生

25 アイデア賞 オニオンスライス号 深谷市立上柴中学校 多田颯太朗 大窪祐希 〇

26 テクニカル賞 鯖 ふじみ野市立大井東中学校 嶋村碧 中野琥珀 西島丈登 森田裕生 〇

27 敢闘賞 あいうえおスマッシュ 白岡市立篠津中学校 秋葉陽太 小山智護 畑中伊吹 菊地克真

28 優 勝 天使　Ⅱ号 越谷市立栄進中学校 岩山凜 久保田翔己 〇

29 準優勝 ＹＥＳＴ ＶＩＣＴＯＲＹ 埼玉大学教育学部附属中学校 鈴木　香皓 渡邊　汰一 中上　沙紀 湯本　恵麻

30 アイデア賞 ＹＥＳＴ ＶＩＣＴＯＲＹ 埼玉大学教育学部附属中学校 鈴木　香皓 渡邊　汰一 中上　沙紀 湯本　恵麻 〇

31 テクニカル賞 Fight clunker 深谷市立上柴中学校 梶原小百合 原瑞希 廣瀬高宣 石田恒也 〇

32 敢闘賞 ベルトコンベアー 埼玉大学教育学部附属中学校 政近　怜汰 川井　大輝

33 優 勝 ティラー 越谷市立栄進中学校 中垣晴貴 渡部湊登 中里海渡 岩山凜 久保田翔己 〇

34 準優勝 メタリックYURIAN 白岡市立白岡中学校 渡辺煌大 髙宮柊哉 由利龍志郎

35 アイデア賞 メタリックYURIAN 白岡市立白岡中学校 渡辺煌大 髙宮柊哉 由利龍志郎 〇

36 テクニカル賞 によ～い 白岡市立白岡中学校 宮本悠生 助川祐哉 〇

37 敢闘賞 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

令和元年度　SAITAMA創造ものづくり教育フェア　第２５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

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

「BASIC DIVISION 2019」

全国活用部門

「Life or drop a block」

全国応用部門

「復興への願い２」


