
第２６回全国高等学校ロボット競技大会山口大会
出場チーム表

ゼッケン
番号

都道府県 学　校　名 チ　ー　ム　名
ゼッケン
番号

都道府県 学　校　名 チ　ー　ム　名

1 北海道 北海道旭川工業高等学校 Ｒ４ 66 長野県 長野県駒ケ根工業高等学校 駒工の山

2 北海道 北海道札幌琴似工業高等学校 真琴 67 長野県 長野県岡谷工業高等学校 岡工Ａ

3 北海道 北海道旭川工業高等学校 爆速先輩 68 長野県 長野県岡谷工業高等学校 岡工Ｂ

4 北海道 北海道紋別高等学校 トリコモナスバッカル 69 長野県 長野県松本工業高等学校 松工の雷

5 北海道 北海道帯広工業高等学校 十勝の大地号 70 長野県 長野県松本工業高等学校 松工の桜

6 青森県 青森県立青森工業高等学校 越森林司海亮真和 71 京都府 京都府立田辺高等学校 京都田辺高校「楔」

7 青森県 青森県立青森工業高等学校 疾風雷神 72 京都府 京都府立田辺高等学校 京都田辺　楔パートⅡ

8 青森県 青森県立むつ工業高等学校 SaskiaSild 73 京都府 京都府立峰山高等学校 臙脂　-Enji-

9 青森県 青森県立むつ工業高等学校 CarmenKass 74 兵庫県 兵庫県立尼崎工業高等学校 エネルギア

10 青森県 青森県立五所川原工業高等学校 ブルズアイ 75 奈良県 奈良県立王寺工業高等学校 王工-電気工学科-

11 岩手県 岩手県立一関工業高等学校 Ｔｏｕｒｉｓｔ　ｒｏｂｏ 76 鳥取県 鳥取県立米子工業高等学校 THANATOS

12 岩手県 岩手県立宮古工業高等学校 ファシリティ１2号 77 島根県 島根県立松江工業高等学校 叢雲

13 岩手県 岩手県立水沢工業高等学校 雷神 78 島根県 島根県立松江工業高等学校 颯

14 岩手県 岩手県立盛岡工業高等学校 盛工ME2018 79 岡山県 岡山県立東岡山工業高等学校 東工１号

15 宮城県 宮城県石巻工業高等学校 石工自動車部　α 80 岡山県 岡山県立高梁城南高等学校 城南電気A

16 宮城県 宮城県石巻工業高等学校 石工自動車部　β 81 岡山県 岡山県立岡山工業高等学校 ＰＯＮＹ＠岡山工業

17 宮城県 仙台市立仙台工業高等学校 ITR7 82 広島県 学校法人山中学園 如水館高等学校 JOSUI 22-B

18 秋田県 秋田県立横手清陵学院高等学校 ＡＹＳ 83 広島県 学校法人山中学園 如水館高等学校 JOSUI 22-A

19 秋田県 秋田県立大館桂桜高等学校 ＯｎＡｌｌＦｏｕｒｓ 84 広島県 学校法人呉武田学園 呉港高等学校 呉港８号Ａ

20 秋田県 秋田県立大曲工業高等学校 躍　進 85 広島県 広島県立宮島工業高等学校 宮工island厳

21 秋田県 秋田県立能代工業高等学校 野獣　X 86 広島県 広島県立三次青陵高等学校 ZA♡PON98

22 秋田県 秋田県立由利工業高等学校 まつかさ 87 山口県 山口県立岩国工業高等学校 ＧＡＮＫＯ 白蛇

23 山形県 山形県立鶴岡工業高等学校 鶴工１号 88 山口県 山口県立岩国工業高等学校 ＧＡＮＫＯ 蓮根

24 山形県 山形県立新庄神室産業高等学校 ＫＡＭＵＲＯ－０２ 89 山口県 山口県立下松工業高等学校 下工正義

25 山形県 山形県立酒田光陵高等学校 くろまつくん 90 山口県 山口県立田布施農工高等学校 ＴＡＴ

26 山形県 山形明正高等学校 スタジオテクノ 91 山口県 山口県立防府商工高等学校 たぬ防くん　１号

27 山形県 山形県立新庄神室産業高等学校 ＫＡＭＵＲＯ－０１ 92 山口県 山口県立宇部工業高等学校 ＵＳＴＳ６

28 福島県 福島県立清陵情報高等学校 陸　　王 93 山口県 山口県立小野田工業高等学校 竜 王

29 福島県 福島県立塙工業高等学校 オリオンズ 94 徳島県 徳島県立つるぎ高等学校 つるぎカピリナ

30 福島県 福島県立平工業高等学校 へいこう設計部 95 徳島県 徳島県立徳島科学技術高等学校 藍科技

31 福島県 福島県立清陵情報高等学校 ＮＰＣ＆ＫＦＣ 96 香川県 香川県立観音寺総合高等学校 三観の嵐

32 福島県 福島県立郡山北工業高等学校　 北　命　鳴 97 香川県 香川県立坂出工業高等学校 ソルトビーナスⅡ

33 茨城県 茨城県立勝田工業高等学校 ロッキンロボ３ 98 愛媛県 愛媛県立松山工業高等学校 百錬鐵　輝

34 栃木県 栃木県立今市工業高等学校 今工スペシャル 99 高知県 高知県立高知東工業高等学校 りょうま

35 栃木県 栃木県立足利工業高等学校 足　　工　　印 100 福岡県 福岡県立八女工業高等学校 Ａｃｈｔ

36 栃木県 栃木県立栃木工業高等学校 栃工初号機 101 福岡県 福岡県立八女工業高等学校 とっとーと

37 栃木県 栃木県立矢板高等学校 矢高メカニクス '１８ 102 福岡県 福岡県立小倉工業高等学校 倉工１号

38 群馬県 群馬県立桐生工業高等学校 桐工黒星 103 福岡県 福岡県立小倉工業高等学校 倉工２号

39 群馬県 群馬県伊勢崎工業高等学校 赤朱藻 104 福岡県 大牟田高等学校 大蛇・弐

40 群馬県 群馬県立太田工業高等学校 朱　雷 105 佐賀県 佐賀県立塩田工業高等学校 しおこうブイ－ワン

41 群馬県 群馬県立太田工業高等学校 蒼　雷 106 長崎県 長崎県立長崎工業高等学校 岩屋獣

42 群馬県 群馬県立館林商工高等学校 アルミさん 107 長崎県 長崎県立大村工業高等学校 Ｍ　２

43 埼玉県 埼玉県立進修館高等学校 埼玉進修館 108 熊本県 熊本県立御船高等学校 御船 Ａ with ポチ

44 埼玉県 埼玉県立狭山工業高等学校 狭　工 109 熊本県 熊本県立御船高等学校 御船 Ｂ with タマ

45 埼玉県 埼玉県立川越工業高等学校 ＣＤＳ 110 熊本県 熊本県立球磨工業高等学校 柴神

46 埼玉県 埼玉県立川越工業高等学校 ＨＩＧＵＡＩＮ 111 熊本県 熊本県立球磨工業高等学校 柴姫

47 神奈川県 神奈川県立川崎工科高等学校 川工＿ロボットコース 112 熊本県 熊本県立八代工業高等学校 はちべえ

48 神奈川県 神奈川県立藤沢工科高等学校 藤沢工科メカトロニクス部 113 大分県 大分県立中津東高等学校 くろかん１号

49 新潟県 新潟県立新潟工業高等学校 越乃韋駄天 114 大分県 大分県立大分工業高等学校 毘沙門11

50 新潟県 新潟県立新潟工業高等学校 越乃帝釈天 115 大分県 大分県立大分工業高等学校 毘沙門12

51 新潟県 新潟県立長岡工業高等学校 長工 地元愛at2 116 大分県 大分県立鶴崎工業高等学校 姫九六位３４

52 新潟県 新潟県立長岡工業高等学校 長工　斑鳩 117 宮崎県 宮崎県立佐土原高等学校 くじらようかん

53 新潟県 新潟県立新潟県央工業高等学校 電光石火 118 宮崎県 宮崎県立佐土原高等学校 佐くじラン

54 富山県 富山県立砺波工業高等学校 Ｍｉｎｅｒａｌ 119 宮崎県 宮崎県立小林秀峰高等学校 秀４５式

55 富山県 富山県立砺波工業高等学校 Ａｍａｄｅｕｓ 120 宮崎県 宮崎県立小林秀峰高等学校 峰３５式

56 富山県 不二越工業高等学校 SCHAFFEN 121 鹿児島県 鹿児島県立曽於高等学校 溶接工作部

57 富山県 不二越工業高等学校 らいでんしゃふと 122 鹿児島県 鹿児島県立奄美高等学校 アマミノクロウサギ

58 富山県 富山県立魚津工業高等学校 極光「天」 123 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 鹿工大煙突２号

59 石川県 石川県立工業高等学校 一八式甲型 124 鹿児島県 鹿児島県立加治木工業高等学校　 Ｋ－ＴＥＣ

60 石川県 石川県立工業高等学校 ＹＵＫＩＺＵＲＩ 125 沖縄県 沖縄県立南部工業高等学校　 Fire fly

61 石川県 石川県立小松工業高等学校 小工ガネーシャ 126 沖縄県 沖縄県立美来工科高等学校　 ボブとマイケル

62 福井県 福井県立科学技術高等学校 ハンマーヘッド 127 沖縄県 沖縄県立美来工科高等学校　 美来電子工作部

63 福井県 福井県立坂井高等学校 ＭＩＹＡＢＩ 128 沖縄県 沖縄県立美里工業高等学校　 美里工業機械科ブルー

64 福井県 福井県立科学技術高等学校 ハンマーヘッド改 129 沖縄県 沖縄県立美里工業高等学校　 美里工業機械科レッド

65 福井県 福井県立武生工業高等学校 ねこサイダー


