県大会これまでの軌跡

競技名
会場
参加校数
ロボット大賞

2002年
第１回
DUNK-DUNK-DUNK!!
中野平中学校
新号機（中野平中）

技術賞

2003年
第２回
Panic Ball 13
中野平中学校
１５校８２チーム
松竹梅（春富中）
Poweraxcl（柳町中）
ベルコン0053（春富中）

2004年
第３回
Panic Seesaw ３
埴生中学校
２５校１２６チーム
零（塩田中）
たっちん（山ノ内中）
もやしkids２００４（塩田中）

2005年
第４回
Panic Ring
埴生中学校
３５校１８４チーム

2006年
第５回
Ring Ring Ring !
埴生中学校
１２８チーム
インストゥルメンタル（上田第四中） ピーノ(南木曽中)
BーDASH（上田第四中）
元帥(櫻ヶ岡中)
一休裾花（裾花中）
インシグニアＴ(裾花中)

とつげき！お宅の夕ごはん２（山ノ内中）

敢闘賞
アイデア賞

ライトニング（山ノ内中）
プラムマニア（山ノ内中）
Ｒ－ｗｉｎ（南宮中）
タミヤ（中野平中）

吐露非狩古雨血ェ（中野平中） The long kiss good nighit（阿智中） IKYK（長野東部中）

はなわ（中川中）
ポリン（春富中）

エレクトロニックボーイ裾花（裾花中）

14(原中)
工学部(松川中)

Da★Honda（青木中）

オカッピキおかちめんこなおカチン（松島中）

ロボットwithひろてる（中川中） 素敵なポエマーズ（赤穂中） G・K・M・I（宮田中）

イージス(裾花中)

キング（山ノ内中）

福井優平とゆかいなダンスィタチ（中川中）

それがー俺のー名・だ(裾花中)

ＤＸきんにＸ（中野平中）

ユーモア賞

突然変異（木島平中）
ＡＳＡ（中野平中）

デザイン賞

のぽコン（松島中）
Ｓ・Ｋ（中野平中）

燃える闘魂三戸部プロジェクトＸ（中野平中）

アイディア倒れ賞

審査員特別賞

ＳＲＳ（春富中）
ＴＥＡＭナオキ（山ノ内中）

The ムサオダンサーズ（飯山第一中）

東部Girls手芸工芸部（長野東部中）

黄昏狼輪愚（中野平中）
中速２めーとる（中込中）

あ，そうか！（中野平中）

ナビスコ（清水中）

しゃもじ（飯山第一中）
三根岡市（芦原中）

HAZARD(富士見高原中)
H-3型(埴生中)
No Information(芦原中)
倉沢先生(上田第六中)
きりんです！(飯山第一中)
Mr.AKAHO(赤穂中)

いもねじ（中川中）

スタージョーズエピソード∞（芦原中） That’s All(阿智中)
新鮮組（山ノ内中）
オール広島・ロッテ（中川中） 不死身のステルス（富士見南中） 某支配人(宮田中)

愚露テ巣苦（中野平中）

ベニズ（赤穂中）

怒拉右衛門の声変わり（南宮中） ミーティアン(中野平中)

乱氣龍（塩田中）

一休裾花（裾花中）
アヴェンサー裾花（裾花中） インシグニアＴ(裾花中)

わざまる賞
最多特許賞
最優秀特許賞
優秀特許賞

東部Girls手芸工芸部（長野東部中）

あつけ（芦原中）

特許とってね賞

特許だけどアイデア倒れ賞

トーナメント優勝 新号機（中野平中）
モーターボーイズ（中込中）
トーナメント準優勝 ゴッツバスターズ（中野平中） ＳＯＭＥＹＡ組（山ノ内中）
トーナメント３位
ポスター大賞

インシグニアＴ(裾花中)
Ｓｃａｔｔｅｒｂｒａｉｎ裾中（裾花中） 某支配人(宮田中)
ロボフェッショナル（丸子北中） アヴェンサー裾花（裾花中） H-4型(埴生中)
たっちん（山ノ内中）
一休裾花（裾花中）
That’s All(阿智中)

セクシーコマンドー阿弐～太（笑）（山ノ内中）

裾花レジェンドレボリューション（裾花中）

インストゥルメンタル（上田第四中）

県大会これまでの軌跡

競技名
会場
参加校数
ロボット大賞
技術賞

2007年
第６回
Ring 3×3e
埴生中学校
３４校１２８チーム
Ｔ，ＭＳＫＭ（長野東部中）

2008年
第７回
うおっと2008
埴生中学校
３２校１２８チーム

2009年
2010年
2011年
第８回
第９回
第１０回
橙源郷２００９
2010nBASHIARA
Nagano Sky Shoot
南宮中学校
戸倉上山田中学校
松本市やまびこドーム
２７校１０８チーム
２５校１２０チーム
２４校１２２チーム
CROOK～櫻中のXYZ～（櫻ヶ岡中） 移動要塞Pitching（櫻ヶ岡中） ＫＩLLＥＲ（阿智中）
Remakes（裾花中）
PRO+ES+AN+R&R（櫻ヶ岡中） キノ（裾花中）
Ｃｈｅｒｒｙ Ｂｌｏｓｓｏｍ（櫻ヶ岡中） "アンドロメダVer.2011"（青木中）
Over-Soul（中込中）
スズ竹なすえもん（伊那東部中） THE LAST POWER（箕輪中） Sad（小布施中）
木箱（長野東部中）
フロンティア（青木中）
すず竹PANYA DX1号（伊那東部中）

敢闘賞
アイデア賞

アイディア倒れ賞

ユーモア賞

デザイン賞

審査員特別賞

スズ竹レタス（伊那東部中） TTIS（野沢中）
帰ってきたＭＯＦ（清水中） アランドロン（飯山第三中）
松竹梅（富士見南中）
Ｎチーム（駒ヶ根東中）
かとりーぬ（飯山第一中）

KILLER （阿智中）
Ａｌｌｉｇａｔｏｒ（阿智中）

Ｆｌｙ ａｗａｙ（青木中）
極楽鳥（阿智中）

きさきロマンシェ其ノ二（櫻ヶ岡中）

チーム戸上（戸倉上山田中） アップル（仮）（下伊那松川中）

とろけちゃうタートルズ（飯山第一中）

黄昏君（城南中）
K.D.C（伊那東部中）

ＴＨＥ・エリザベス（富士見高原中）

ＮＴＴ３（飯山第三中）
１２割高乃大（豊田中）
退院直後（芦原中）

男たちの尾山OYAMA（芦原中） プレジデント（塩尻中）

風林火山（箕輪中）

赤ぞなえ真田六文銭（上田第一中）

GATA GATA（清水中）

チームカメレオン（飯山第一中） 南宮ガールズ（南宮中）

PETボトラー（伊那東部中）
ＣＲＯＯＫ（櫻ヶ岡中）
ODEN（裾花中）
エビフライエリート（裾花中） 微糖（駒ヶ根東中）

はげだるま（伊那東部中）
タートルネック（城南中）
アルバトロス（飯山第一中）
T3（原中）
とある工学の変人集団（裾花中）
ODEN（裾花中）
中平（中野平中）
Ｔｅａｍ T.T.T（青木中）
大和（弐号機）（松川中）

わざまる賞
最多特許賞
最優秀特許賞
優秀特許賞

Ｔ，ＭＳＫＭ（長野東部中）特許数１３ Let's Fishingu～（櫻ヶ岡中） 特許数９

移動要塞Pitching（櫻ヶ岡中）

Ｆｒｏｎｔ－ｃｈｅａｐ（櫻ヶ岡中） 特許数１２

Cool Crew Croon（裾花中）

移動要塞ver.2010（櫻ヶ岡中）特許名ターンテーブル・システム

キング・コング（青木中）
なんとかなるっしょ!!土関草原（小布施中）

GreenCap（相森中）
最終決戦兵器（伊那中）
ＣｈｅｒｒｙＢｌｏｓｓｏｍ（櫻ヶ岡中）
鉄腕ラッセ（小布施中）
倉沢先生（上田第一中）
明石家さんＡ（浅科中）
大和（北安松川中）

CROOK～櫻中のXYZ～（櫻ヶ岡中） 特許数９

小田切捷伍（裾花中）特許名 オタシス ODEN（裾花中）特許名 台車だけ車仕様

チーム（T.T)；（裾花中）「２段フォークリフト」

PRO+ES+AN+R&R（櫻ヶ岡中）特許名 マスタースレイブ

風林火山（箕輪中）
アオコファイターズNo.2（岡谷南部中）

特許とってね賞

Ｋーキャノン（相森中）
turn box（北安松川中）

Fisher Man（長野西部中）
α 青木（青木中）
矛盾（塩尻中）

turn box（北安松川中）「回転式アーム」

赤ぞなえ真田六文銭（上田第一中）

かとりーぬ（飯山第一中）
特許だけどアイデア倒れ賞

トーナメント優勝 Ｙｏｕ’ｒｅ ｓｏ Ｇｕｙ（伊那東部中） NATURAL 木NO HUSTLE（櫻ヶ岡中） Over-Soul（中込中）
トーナメント準優勝 福神漬ｔｏｂｕ（伊那東部中） ありがとう高野大（豊田中） ODEN（裾花中）
それがー・男の・道だ（櫻ヶ岡中） CROOK ～櫻中のXYZ～（櫻ヶ岡中） KuruShio（裾花中）
トーナメント３位
スズ竹ローメンⅡ（伊那東部中） やっつけ仕事（櫻ヶ岡中）
TeamｰK（阿智中）
ポスター大賞

Ｆｒｏｎｔ－ｃｈｅａｐ（櫻ヶ岡中）
Sad（小布施中）
challenger（阿智中）
大和（弐号機）（松川中）

おでん（中野平中）
ＵＭＥ０５１５（相森中）
大和（北安松川中）
梅の実（常盤中）

県大会これまでの軌跡

競技名
会場
参加校数
ロボット大賞
技術賞

2012年
2013年
第１１回
第１2回
バベルの塔 WAZA 缶 2012
バベルの塔 Ⅱ ２０１３
旧飯山市立第三中学校
更埴西中学校
２０校９３チーム
２１校９６チーム
朱ノ鷺(伊那中)
筑輪（筑摩野中）
LDBAフォートレス(伊那中) 下克中（城北中）
梅の実(常盤中)
∞（北安松川中）

2014年
第１3回
Ｍｅｇａタワー ２０１４
更埴西中学校
２４校９２チーム
special（塩田中）
下克中（城北中）
たい焼きver.2.02（裾花中）

2015年
第１4回
激闘！陣取り合戦 ２０１５
仁科台中学校
２６校１０４チーム
筑輪（筑摩野中）

メントスコーラ（櫻ヶ岡中）

Ｖizar（辰野中）

あったかおでん（附属松本中）

らいどおん（塩田中）

敢闘賞
アイデア賞

アイディア倒れ賞

トッポの弟子(豊田中)
フセン(仁科台中)
下克中(城北中)
立科と浅間の間(浅科中)
吉村響・完(櫻ヶ岡中)

メントスコーラ（櫻ヶ岡中）

二代目にゃんこ丸船団(伊那東部中)

G(ギア)”３”（長野東部中）

ユーモア賞

なめこShline大明神(伊那東部中)

デザイン賞

Black cat(仁科台中)
∞(北安松川中)

審査員特別賞

おでん(中野平中)
Re(櫻ヶ岡中)

天上天ニャ猫我独走（城北中） あにまるくらっかー（筑摩野中）

平平平平（辰野中）

グングニル（伊那東部中）

MAXコーヒー（長野東部中）

マー坊とゆかいな仲間達（城北中）

第三中ポニョひさΩ （上田第三中）

西中女子（更埴西中）

Strike Eagles（北安松川中）

さかなっしー（裾花中）
ｔｅａｍ ｆｉｒｅｆｌｙ ２（辰野中）

予防病院予防病室室長（仁科台中）

Industrial arts girls（更埴西中）

第三中初号機（上田第三中） 第三中初号機α （上田第三中） 第三中EXひさしくん（上田第三中）

第三中HTM（上田第三中）

BlackRose（緑ヶ丘中）

#274（緑ヶ丘中）
一方通行（長野東部中）

男気全開！！（緑ヶ丘中）
２Ｋ（長野東部中）

まつおクリニック（常磐中）
KGC3（川中島中）
金井組（城北中）

おでん（中野平中）「特許数８」

下克中（城北中）

第三中ポニョひさΩ （上田第三中）

俺、がんばります（裾花中）

Ｖizar（辰野中）

わざまる賞
最多特許賞
最優秀特許賞
優秀特許賞

チーム（Tд T)/~(裾花中)

Ｆｏｇ Ｖａｌｌｅｙ ３０（伊那中）「変速機能」

ムードブレイカー（茅野東部中）

特許とってね賞

特許だけどアイデア倒れ賞

ＯＳ(仁科台中)

トーナメント優勝 ルービックキューブ(中野平中) 梅の実（常盤中）
トーナメント準優勝 安全第二(柳町中)
筑輪（筑摩野中）
Myple(常盤中)
おでん（中野平中）
トーナメント３位
Re(櫻ヶ岡中)
ケロ×チル（裾花中）
ポスター大賞
南箕輪中生徒
城北中生徒

筑輪（筑摩野中）
下克中（城北中）

チーム安原（茅野東部中）
筑輪（筑摩野中）
会長と愉快な仲間達（常磐中） 辰野丸（辰野中）
欅 １１号（辰野中）
破壊兵器Ｈ（辰野中）
三陽中生徒
川中島中生徒

