長野県中学生ロボットコンテストの歴史
＜2000＞
◇ 長野県技術･家庭科教育研究会北信地区大会
「－生徒の創意工夫を生かすチーム学習のあり方－」

（平成12年11月18日・山ノ内中学校）
◇ 第１回中野平中学校校内ロボコン
「DUNK-DUNK-DUNK!!」
（平成12年12月23日・中野平中学校）

◇ 第１回南信(第２回上伊那)地区ロボコン
「Panic Seesaw ３」
（平成17年２月19日・赤穂中学校）
◇ 第１回中信地区ロボコン
「Panic Seesaw ３」
（平成17年３月・清水中学校）

＜2001＞
◇ 第１回下高井ロボットコンテスト大会
「DUNK-DUNK-DUNK!!」
（平成14年３月17日・中野平中学校）

◇

＜2002＞
◇ 第１回長野県中学生ロボットコンテスト
「DUNK-DUNK-DUNK!!」
（平成14年11月30日・中野平中学校）
◇ テレビ信州「ゆうがたGet」にロボコン登場
（平成14年12月27日）

◇

◇

◇

◇
◇
◇

◇

◇

◇

＜2003＞
第１回国際Jr.ロボコンin八戸に参加！
（平成15年７月27日～８月３日）
第２回長野県中学生ロボットコンテスト
「Panic Ball 13」
（平成15年11月29日・中野平中学校）
New Year 1st N-robo（新人戦）
「Panic Ball 13」
（平成16年１月31日・南宮中学校）
第１回上伊那ロボコン
「Panic Ball 13」
（平成16年２月28日・春富中学校）
長野県庁ロボコンデモンストレーション
「Panic Ball 13」
（平成16年３月29日～31日・長野県庁）

◇

◇

◇
◇

◇
＜2004＞
◇ 第３回長野県中学生ロボットコンテスト
「Panic Seesaw ３」
（平成16年11月28日・埴生中学校おおとりプラザ）
◇ New Year 2nd N-robo（新人戦）
「Panic Seesaw ３」
（平成17年１月31日・中野平中学校）
◇ 上田地区交流ロボコン
「Panic Seesaw ３」
（平成17年２月13日・塩田中学校）

◇

＜2005＞
第２回国際Jr.ロボコンin三重に参加！
（平成17年８月８日～15日）
芦原梅花ロボコンデモンストレーション
「Panic Ring」
（平成17年10月８日・小諸市乙女湖文化センター）
第１回飯山地区ロボコン
「Panic Ring」
平成17年10月15日・飯山第三中学校）
第４回長野県中学生ロボットコンテスト
「Panic Ring」
（平成17年11月19日・埴生中学校おおとりプラザ）
ジャスコロボコン１st
「Panic Ring」
（平成18年２月５日・JUSCO佐久平店
第２回南信（第３回上伊那）地区ロボコン
「Panic Ring」
（平成18年２月11日・伊那中学校）
第２回中信地区ロボコン
「Panic Ring」
（平成18年３月11日・清水中学校）
＜2006＞
第３回国際Jr.ロボコンinさっぽろに参加！
（平成18年８月12日～18日）
ジャスコロボコン２nd
「Ring Ring Ring !」
（平成18年10月15日・JUSCO佐久平店）
第２回飯山地区ロボコン
「Ring Ring Ring !」
（平成18年11月４日・飯山第三中学校）
NAKAHEI美技ロボコンデモンストレーション
「Ring Ring Ring !」
（平成18年11月12日・中野市勤労者福祉センター）

◇ 第１回善光寺平ロボコン
「Ring Ring Ring !」
（平成18年11月13日・長野市ビッグハット）
◇ 第５回長野県中学生ロボットコンテスト
「Ring Ring Ring !」
（平成18年11月18日・埴生中学校おおとりプラザ）

◇ 第３回南信（第４回上伊那）地区ロボコン
「Ring Ring Ring !」
（平成19年２月10日・伊那中学校）
◇ 第１回東信地区ロボコン(ジャスコロボコン３rd）
「Ring Ring Ring !」
（平成19年２月25日・JUSCO佐久平店）
◇ 第３回中信地区ロボコン
「Ring Ring Ring !」
（平成19年３月10日・清水中学校）

◇
◇

◇

◇
◇

◇

◇

◇

◇

◇
◇

◇

◇

◇

＜2007＞
第４回中信地区ロボコン
「Ring３×３:ｅ（SA×ZA：e）」
（平成19年９月８日・松川中学校）
第２回善光寺平ロボコン
「Ring３×３:ｅ（SA×ZA：e）」
（平成19年10月13日・長野市ビッグハット）
第３回飯山地区ロボコン
「Ring３×３:ｅ（SA×ZA：e）」
（平成19年10月27日・飯山第三中学校）
第６回長野県中学生ロボットコンテスト
「Ring３×３:ｅ（SA×ZA：e）」
（平成19年11月10日・埴生中学校おおとりプラザ）
第４回南信（第５回上伊那）地区ロボコン
「Ring３×３:ｅ（SA×ZA：e）」
（平成20年２月９日・伊那市いなっせ）
＜2008＞
第４回国際Jr.ロボコン2008in東京に参加
（平成20年８月13日～17日）
第５回中信地区ロボコン
「うぉっと２００８」
（平成20年９月７日・松川中学校）
第３回善光寺平ロボコン
「うぉっと２００８」
（平成20年10月11日・長野市ビッグハット）
第７回長野県中学生ロボットコンテスト
「うぉっと２００８」
（平成20年11月8日・埴生中学校おおとりプラザ）
第５回南信（第６回上伊那）地区ロボコン
「うぉっと２００８」
（平成21年２月14日・伊那市いなっせ）

◇

◇

◇

◇

＜2009＞
第５回国際Jr.ロボコン2009in大分に参加
（平成21年７月28日～８月２日）
第６回中信地区ロボコン
「橙源郷２００９」
（平成21年９月６日・松川中学校）
第４回善光寺平ロボコン
「橙源郷２００９」
（平成21年10月10日・長野市ビッグハット）
第５回飯山地区ロボコン
「橙源郷２００９」
（平成21年11月１日・飯山第三中学校）
第８回長野県中学生ロボットコンテスト
「授業内部門」「応用部門（橙源郷2009）」
（平成21年11月7日・軽井沢中学校）
第８回長野県中学生ロボットコンテスト
「橙源郷２００９」
（平成21年11月15日・南宮中学校）
創造ものづくり教育フェア 関東甲信越
地区大会長野大会「授業内部門」「応用部門」
（平成21年11月29日・軽井沢中学校）
第６回南信（第７回上伊那）地区ロボコン
「橙源郷２００９」「授業内部門」
（平成22年２月11日・伊那市いなっせ）

＜2010＞
◇ 「Jr.ロボコン2010 in 長野」（平成22年
（平成22年８月9日～11日 長野県総合教育センター）

◇ 第７回中信地区ロボコン
「201OnBASHIRA」「授業内部門」
（平成22年９月５日・松川中学校）
◇ 第５回善光寺平ロボコン
「201OnBASHIRA（２０１０オンバシラ）」
（平成22年10月30日・長野市ビッグハット）
◇ 第６回飯山地区ロボコン
「201OnBASHIRA（２０１０オンバシラ）」
（平成22年10月30日・城南中学校）
◇ 第９回長野県中学生ロボットコンテスト
「201OnBASHIRA（２０１０オンバシラ）」
「授業内部門」「応用部門」
（平成22年11月13日・戸倉上山田中学校）
◇ 第７回長野県中学生ロボコン南信大会
「201OnBASHIRA」「授業内部門」
（平成23年1月22日・駒ヶ根市文化会館）
◇ 授業内部門交流会「授業内部門」
（平成23年３月12日・穂高西中学校）

＜2011＞
◇ 「Jr.ロボコン2011 in 長野」
（平成23年８月８日～10日 長野県総合教育センター）

＜2014＞
◇ 「ロボフェスタ in 長野2014」
（平成26年８月８日～10日 長野県総合教育センター）

◇ 長野県中学生ロボコン プレ県大会
「Nagano Sky Shoot」「授業内部門」
（平成23年９月11日・穂高西中学校）
◇ 善光寺平ロボコン2011
「Nagano Sky Shoot」
（平成23年10月29日・長野市ビッグハット）
◇ 第10回長野県中学生ロボットコンテスト
「Nagano Sky Shoot」
「授業内部門」「応用部門」
（平成23年11月12日・松本やまびこドーム）
◇ 第８回長野県中学生ロボコン南信大会
「Nagano Sky Shoot」「授業内部門」
（平成24年1月21日・伊那市いなっせ）

◇ 長野県中学生ロボコン プレ県大会
「Ｍｅｇａ タワー 2014」
（平成26年９月６日・仁科台中学校）
◇ 第11回長野県中学生ロボコン南信大会
「Ｍｅｇａ タワー 2014」
（平成26年10月12日・伊那市創造館）
◇ 善光寺平ロボコン2014
「Ｍｅｇａ タワー 2014」
（平成26年10月25日・長野市ビッグハット）
◇ 第13回長野県中学生ロボットコンテスト
「Ｍｅｇａ タワー 2014」
「応用部門」
（平成26年11月15日・更埴西中学校）

＜2012＞
◇ 「Jr.ロボコン2012in 長野」

＜2015＞
◇ 「ロボフェスタ in 長野2015」

（平成24年８月６日～８日 長野県総合教育センター）

◇ 長野県中学生ロボコン プレ県大会
「バベルの塔 WAZA缶 2012」
（平成24年９月９日・穂高西中学校）
◇ 第９回長野県中学生ロボコン南信大会
「バベルの塔 WAZA缶 2012」
（平成24年10月14日・伊那市創造館）
◇ 善光寺平ロボコン2012
「バベルの塔 WAZA缶 2012」
（平成24年11月３日・長野市ビッグハット）
◇ 第11回長野県中学生ロボットコンテスト
「バベルの塔 WAZA缶 2012」
「授業内部門」「応用部門」
（平成24年11月17日・旧飯山第三中学校）
＜2013＞
◇ 「Jr.ロボコン2013in 長野」
平成25年８月10日～12日 長野県総合教育センター）

◇ 長野県中学生ロボコン プレ県大会
「バベルの塔Ⅱ 2013」
（平成25年９月８日・仁科台中学校）
◇ 第10回長野県中学生ロボコン南信大会
「バベルの塔Ⅱ 2013」」
（平成25年10月13日・伊那市創造館）
◇ 善光寺平ロボコン2013
「バベルの塔Ⅱ 2013」
（平成25年10月26日・長野市ビッグハット）
◇ 第12回長野県中学生ロボットコンテスト
「バベルの塔Ⅱ 2013」
「授業内部門」「応用部門」
（平成25年11月16日・更埴西中学校）

（平成27年８月９日～10日 長野県総合教育センター）

◇ 長野県中学生ロボコン プレ県大会
「激闘！陣取り合戦 ２０１５」
（平成27年９月５日・仁科台中学校）
◇ 第12回長野県中学生ロボコン南信大会
「激闘！陣取り合戦 ２０１５」
（平成27年10月18日・伊那市創造館）
◇ 善光寺平ロボコン2015
「激闘！陣取り合戦 ２０１５」
（平成27年10月24日・長野市ビッグハット）
◇ 第14回長野県中学生ロボットコンテスト
「激闘！陣取り合戦 ２０１５」
「活用部門」「応用部門」
（平成27年11月14日・仁科台中学校）

