
【注意】
・毎年、出場地区の選択ミスが発生しております。今一度、ご自身の出場地区のご確認をお願いします。

【連絡】
・参加費の入金確認、お申込み内容に問題がなければエントリー完了となります。
・登録情報の更新には２～３日程度（土日含まず）時間がかかります。
※ご不明な点がございましたら、事務局までご連絡ください。　Mail：robotentry@fsi.co.jp / 電話番号：050-3000-2763

登録番号 しこ名 チーム名 ステータス

010001 首領『神無』 チームうどん 完了
010002 ＤＫＲ２９ 関東相撲ロボット研究会 完了
010003 影武者Ｒ Ｔｅａｍ－ＡＴＳ 完了
010004 フランキー Ｔｅａｍ－ＡＴＳ 完了
010005 蛇毒 Ｔｅａｍ－ＡＴＳ 完了
010006 怪留辺虜守 チーム伊勢湾 完了
010007 楓 チーム伊勢湾 完了
010008 砂鯨 チーム伊勢湾 完了
010009 隼颯 ＫＮＳ－ＯＢ’ｓ 完了
010010 関帝丸 東京都立葛西工業高等学校 完了
010011 レイアース ＴＥＡＭ　ＳＵＧＡ 完了
010012 シマヌ 福岡工業大学モノづくりセンター 完了
010013 ＭＶＳＲ－Ⅰ 福岡工業大学モノづくりセンター 完了
010014 ステイシス 福岡工業大学モノづくりセンター 完了
010015 ＢＵＲＳＴ 福岡工業大学モノづくりセンター 完了
010016 義理の結晶 福岡工業大学モノづくりセンター 完了
010017 義理の口溶 福岡工業大学モノづくりセンター 完了
010018 義理の黒雷 福岡工業大学モノづくりセンター 完了
010019 朱峰 ＴＥＡＭ－ＣＨＩＢＡＲＡＫＩｗｉｔｈＣＩＴ 完了
010020 鯵之開 ＴＥＡＭ－ＣＨＩＢＡＲＡＫＩｗｉｔｈＣＩＴ 完了
010021 キングなす 福島県立塙工業高等学校 完了
010022 ヒーボー 福島県立塙工業高等学校 完了
010023 疾風 富山工電子機械 完了
010024 悠月 富山工電子機械 未入金・内容確認済み
010025 ヘタイロイ 富山工電子機械 完了
010026 Ｎｏｖａ 富山工電子機械 完了
010027 長門 富山工業高校機械工学部 完了
010028 不知火 富山工業高校機械工学部 完了
010029 鳳翔 富山工業高校機械工学部 完了
010030 伊吹 富山工業高校機械工学部 完了
010031 雪風 富山工業高校機械工学部 完了
010032 ロングロープ 秋田大学 完了
010033 ビッグライト 秋田大学 完了
010034 蒼穹 ＭＴＹ－ＯＢ’ｓ－ 完了
010035 翔雷 ＴＥＡＭ－ＴＫＳ 完了
010036 魁星 ＫＮＳ－ＯＢ’ｓ 完了
010037 Ｍ＿Ｒｏａｄ ＴＡＮＵＫＩ 完了
010038 奇機械怪改 チームうどん 完了
010039 ＫＯＵＧＥＩ 香川県立高松工芸高等学校 完了
010040 虎徹 香川県立高松工芸高等学校 完了
010041 風林火山 香川県立高松工芸高等学校 完了
010042 閃光 香川県立高松工芸高等学校 完了
010043 白雪姫 香川県立高松工芸高等学校 完了
010044 海皇 香川県立高松工芸高等学校 完了
010045 金剛 香川県立高松工芸高等学校 完了
010046 迅雷 香川県立高松工芸高等学校 完了
010047 葉桜 香川県立高松工芸高等学校 完了
010048 雪萼霜葩 香川県立高松工芸高等学校 完了
010049 ＢＲＡＣＥ 香川県立高松工芸高等学校 完了
010050 アイシャ 香川県立高松工芸高等学校 完了
010051 零 香川県立高松工芸高等学校 完了
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登録番号 しこ名 チーム名 ステータス

010052 タイタン 神奈川大学ロボットプロジェクト 完了
010053 クテシビオス 神奈川大学ロボットプロジェクト 完了
010054 ポテト 神奈川大学ロボットプロジェクト 完了
010055 ポチ７号 神奈川大学ロボットプロジェクト 完了
010056 南風 ＭＴＹ－ＯＢ’ｓ－ 未入金・内容確認済み
010057 戦風 ＭＴＹ－ＯＢ’ｓ－ 未入金・内容確認済み
010058 ラインスピア ＭＴＹ－ＯＢ’ｓ－ 未入金・内容確認済み
010059 ＫＴＲＣ─猫 神奈川工業高等学校　ロボティクス部 完了
010060 ＫＴＲＣ─月 神奈川工業高等学校　ロボティクス部 完了
010061 撲殺一号 宮城県黒川高等学校　ロボット研究部 完了
010062 黒川Ｂ 宮城県黒川高等学校　ロボット研究部 完了
010063 青龍 Ｒａｃｉｎｇ 完了
010064 エヌ八改 パナソニックＩＴＳ株式会社 未入金・内容確認済み
010065 イグナイター パナソニックＩＴＳ株式会社 未入金・内容確認済み
010066 天龍 東総工業高等学校 完了
010067 まこと君１号 山口県立宇部工業高等学校 完了
010068 まこと君２号 山口県立宇部工業高等学校 完了
010069 まこと君３号 山口県立宇部工業高等学校 完了
010070 まこと君４号 山口県立宇部工業高等学校 完了
010071 ８王子∞ エイトプリンス 完了
010072 安全運転 エイトプリンス 完了
010073 ＮＩＴ毘沙門 西工大マルす 完了
010074 ＤＥＣＯＹ ＴＡＮＵＫＩ 完了
010075 ＰＯＴＥＣＨ ＴＡＮＵＫＩ 完了
010076 慈眼山１ チーム林工 完了
010077 慈眼山２ チーム林工 完了
010078 なでしこ チーム林工 完了
010079 パプリカ 関東相撲ロボット研究会 完了
010080 昇鬼 愛媛県立今治工業高等学校 完了
010081 昇馬 愛媛県立今治工業高等学校 完了
010082 竹蔵 ＴＡＮＵＫＩ 完了
010083 蒼 越総ＯＢ会 完了
010084 烈風Ⅱ 三重県立四日市中央工業高校 完了
010085 風呂 三重県立四日市中央工業高校 完了
010086 風焉 三重県立四日市中央工業高校 完了
010087 雷鎚 三重県立四日市中央工業高校 完了
010088 舞雷 三重県立四日市中央工業高校 完了
010089 神鷹 三重県立四日市中央工業高校 完了
010090 島風 三重県立四日市中央工業高校 完了
010091 雷帝 三重県立四日市中央工業高校 完了
010092 天風 三重県立四日市中央工業高校 完了
010093 天雷 三重県立四日市中央工業高校 完了
010094 澄風 三重県立四日市中央工業高校 完了
010095 九九理 Ｔｅａｍ－Ｑ 完了
010096 烈風 Ｔｅａｍ－Ｑ 完了
010097 求道神 Ｔｅａｍ－Ｑ 完了
010098 魔女の鼻Ｒ１ マーベルバルビゾンファミリー 完了
010099 魔女の鼻Ｒ２ マーベルバルビゾンファミリー 完了
010100 魔女の鼻Ｒ３ マーベルバルビゾンファミリー 完了
010101 魔女の鼻Ｒ４ マーベルバルビゾンファミリー 完了
010102 魔女の鼻Ｒ５ マーベルバルビゾンファミリー 完了
010103 修道館歌朗 島根県立松江工業高等学校 完了
010104 修道館霧雨 島根県立松江工業高等学校 完了
010105 火群 マルス部屋 完了
010106 チェイテ 三重県立四日市工業高等学校 完了
010107 シュヴァルツ 三重県立四日市工業高等学校 完了
010108 アロンダイト 三重県立四日市工業高等学校 完了
010109 アカンサス 三重県立四日市工業高等学校 完了
010110 ＢＴ４ 神奈工ロボ研 完了
010111 初参加 神奈工ロボ研 完了
010112 六角 六角笑店街 完了
010113 八角 六角笑店街 完了
010114 仙人掌 千葉県立千葉工業高等学校 完了
010115 寧海 千葉県立千葉工業高等学校 完了
010116 騎士 千葉県立千葉工業高等学校 完了
010117 ｚｗｅｉ 千葉県立千葉工業高等学校 完了
010118 ゲクレンクト 千葉県立千葉工業高等学校 完了



登録番号 しこ名 チーム名 ステータス

010119 バニリン 千葉県立千葉工業高等学校 完了
010120 ツェイン 千葉県立千葉工業高等学校 完了
010121 思兼神 チームうどん 未入金・内容確認済み
010122 如水参 大分県立中津東高等学校ロボット部 完了
010123 加多可比零号 富山県立魚津工業高等学校 完了
010124 加多可比２号 富山県立魚津工業高等学校 完了
010125 健Ⅲ号 チーム島根 完了
010126 天地無用 ＭＴＹ－ＯＢ’ｓ－ 完了
010127 雪月風花 ＭＴＹ－ＯＢ’ｓ－ 完了
010128 駒の里Ｄ１ 山形電波ＯＢ 未入金・内容確認済み
010129 駒の里Ｓ２ 創学館高等学校 未入金・内容確認済み
010130 響鬼 香川県立観音寺総合高等学校 完了
010131 雹牙 香川県立観音寺総合高等学校 完了
010132 金栄弌號 香川県立観音寺総合高等学校 完了
010133 麒麟 香川県立観音寺総合高等学校 完了
010134 楼観剣 香川県立観音寺総合高等学校 完了
010135 旧ソ連労働車 香川県立観音寺総合高等学校 完了
010136 ＫＡＮＳＯＵ 香川県立観音寺総合高等学校 完了
010137 ＫＮＳー輝夜 香川県立観音寺総合高等学校 完了
010138 ＫＮＳー禁断 香川県立観音寺総合高等学校 完了
010139 と～まちゅ 香川県立観音寺総合高等学校 完了
010140 ブロっちょり 香川県立観音寺総合高等学校 完了
010141 浅黄水仙 香川県立観音寺総合高等学校 完了
010142 涼月 香川県立観音寺総合高等学校 完了
010143 ＰＯＳＯ者 山口県立田布施農工高等学校 完了
010144 きりたんぽ鍋 山口県立田布施農工高等学校 完了
010145 ＡｔＲ 山口県立田布施農工高等学校 完了
010146 Ｉ💛ＫＲ 山口県立田布施農工高等学校 完了
010147 Ｈｏｒｉｚｎ 山口県立田布施農工高等学校 完了
010148 アンタレス 山口県立田布施農工高等学校 完了
010149 とろろ飯 山口県立田布施農工高等学校 完了
010150 紅彗星☆伽羅 田辺高校・田辺部屋 完了
010151 魔法の剣Ｒ１ 福工大附属城東高校 未入金・内容確認済み
010152 魔法の剣Ｒ２ 福工大附属城東高校 未入金・内容確認済み
010153 魔法の剣Ｒ３ 福工大附属城東高校 未入金・内容確認済み
010154 魔法の剣Ｒ４ 福工大附属城東高校 未入金・内容確認済み
010155 魔法の剣Ｒ５ 福工大附属城東高校 未入金・内容確認済み
010156 魔法の剣Ｒ６ 福工大附属城東高校 未入金・内容確認済み
010157 魔法の剣Ｒ７ 福工大附属城東高校 未入金・内容確認済み
010158 魔法の剣Ｒ８ 福工大附属城東高校 未入金・内容確認済み
010159 魔法の剣Ｒ９ 福工大附属城東高校 未入金・内容確認済み
010160 魔法の剣ＲＸ 福工大附属城東高校 未入金・内容確認済み
010161 毘沙門零 大分県立大分工業高等学校　未来ロボット工学研究部 未入金・内容確認済み
010162 毘沙門Ⅰ 大分県立大分工業高等学校　未来ロボット工学研究部 未入金・内容確認済み
010163 毘沙門Ⅱ 大分県立大分工業高等学校　未来ロボット工学研究部 未入金・内容確認済み
010164 毘沙門Ⅲ 大分県立大分工業高等学校　未来ロボット工学研究部 未入金・内容確認済み
010165 中中山 堀川音楽とロボット研究室 完了


