
【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

大会名 登録番号 しこ名 学校名 ステータス

北海道・東北 101001 バーサークＧ 北海道滝川工業高等学校 完了
101002 ベルセルクＧ 北海道滝川工業高等学校 完了
101003 仙豆チャンコ 北海道北見工業高等学校 完了
101004 桜華チャンコ 北海道北見工業高等学校 完了
101005 雷の天使 北海道札幌工業高等学校定時制 完了
101006 ザ・ビースト 北海道札幌工業高等学校定時制 完了
102001 修 福島県立清陵情報高等学校 完了
102002 山しずく 福島県立清陵情報高等学校 完了
102003 スターマイン 福島県立白河実業高等学校 完了
102004 八咫烏 福島県立白河実業高等学校 完了
102005 堀っ建て小屋 仙台市立仙台工業高等学校 完了
102006 しこ名 仙台市立仙台工業高等学校 完了
102007 チョコボ 岩手県立水沢工業高等学校 完了
102008 メープル 岩手県立水沢工業高等学校 完了
102009 石琥切札 宮城県石巻工業高等学校 完了
102010 石琥華月 宮城県石巻工業高等学校 完了
102011 天の童Ｓ１ 創学館高等学校 未入金・内容確認済み
102012 天の童Ｓ２ 創学館高等学校 未入金・内容確認済み

関東 103001 デュランダル 埼玉県立三郷工業技術高等学校 完了
103002 武蔵 埼玉県立三郷工業技術高等学校 完了
103003 朧月 千葉県立東総工業高等学校 完了
103004 襲龍 千葉県立東総工業高等学校 完了
103005 桜華 埼玉県立狭山工業高等学校 完了
103006 蒼天 埼玉県立狭山工業高等学校 完了
103007 越総―翠嵐 埼玉県立越谷総合技術高等学校 完了
103008 越総―朱月 埼玉県立越谷総合技術高等学校 完了
103009 幻想大剣 千葉県立千葉工業高等学校 完了
103010 蜃気楼 千葉県立千葉工業高等学校 完了

北信越・東海 104001 紀伊 富山県立富山工業高等学校 完了
104002 マンボウ 富山県立富山工業高等学校 完了
104003 永Ｔ 長野県岡谷工業高等学校 完了
104004 よっしー 長野県岡谷工業高等学校 完了
104005 危険予知 石川県立金沢北陵高等学校 完了
104006 ヒヤリハット 石川県立金沢北陵高等学校 完了
104007 魚丸１号 富山県立魚津工業高等学校 完了
104008 魚丸２号 富山県立魚津工業高等学校 完了
105001 ここなっつ 三重県立津工業高等学校 完了
105002 ラゼンガン 三重県立津工業高等学校 完了
105003 首領活丸Ⅱ 愛知県立佐織工業高等学校 完了
105004 佐織工革命Ⅱ 愛知県立佐織工業高等学校 完了
105005 白鳳Ａ１ 三重県立伊賀白鳳高等学校 完了
105006 白鳳Ａ２ 三重県立伊賀白鳳高等学校 完了
105007 風切 三重県立四日市中央工業高校 完了
105008 雪風 三重県立四日市中央工業高校 完了
105009 山芋パンチ 三重県立四日市工業高等学校 完了
105010 Ａｒｃａｅａ 三重県立四日市工業高等学校 完了

近畿 106001 紫電一閃５ 大阪府立淀川工科高等学校 完了
106002 紫電ＴＭ２ 大阪府立淀川工科高等学校 完了
106003 大栄道 堺市立堺高等学校 完了
106004 Ｊｃａｋ 堺市立堺高等学校 完了
106005 風神 太成学院大学高等学校 完了
106006 雷神 太成学院大学高等学校 完了
106007 佐野工ガイア 大阪府立佐野工科高等学校 完了
106008 佐野工ハラダ 大阪府立佐野工科高等学校 完了
106009 ちゅんちゅん 大阪府立藤井寺工科高等学校　全日制課程 完了
106010 トド丸 大阪府立藤井寺工科高等学校　全日制課程 完了

中国・四国 107001 ＢＬＭーＳＴ 広島県立広島工業高等学校 完了
107002 ＢＬＭーＳＳ 広島県立広島工業高等学校 完了
107003 質実剛健１号 島根県立江津工業高等学校 完了
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大会名 登録番号 しこ名 学校名 ステータス

107004 質実剛健２号 島根県立江津工業高等学校 完了
107005 ネッシ－１号 山口県立宇部工業高等学校 完了
107006 ネッシ－２号 山口県立宇部工業高等学校 完了
107007 修道館時雨 島根県立松江工業高等学校 完了
107008 修道館夕立 島根県立松江工業高等学校 完了
107011 Ω 山口県立田布施農工高等学校 完了
107012 雨衣 山口県立田布施農工高等学校 完了
108001 火水鳥 高知県立高知工業高等学校 完了
108002 工業神 高知県立高知工業高等学校 完了
108003 必昇 愛媛県立今治工業高等学校 完了
108004 昇 愛媛県立今治工業高等学校 完了
108005 北京ダック 高知県立高知東工業高等学校 完了
108006 観総将軍 香川県立観音寺総合高等学校 完了
108007 強勢撤去 香川県立観音寺総合高等学校 完了

九州 109001 自立１ 沖縄県代表１ 完了
109002 自立２ 沖縄県代表１ 完了
109003 自立３ 沖縄県代表２ 完了
109004 自立４ 沖縄県代表２ 完了
109005 Ｋ２ 大分県立国東高等学校 完了
109006 牛若丸 大分県立国東高等学校 完了
109007 タピオカ 大分県立鶴崎工業高等学校 完了
109008 アロンの杖 大分県立鶴崎工業高等学校 完了
109009 月隈山１ 大分県立日田林工高等学校 完了
109010 月隈山２ 大分県立日田林工高等学校 完了
109011 津っくん２号 大分県立津久見高等学校 完了
109012 シリウス 大分県立津久見高等学校 完了
109013 イグナイト 大分県立大分工業高等学校定時制 完了
109014 叢雲壱 大分県立中津東高等学校 完了
109015 薦神壱 大分県立中津東高等学校 完了
109016 魔法の剣Ａ１ 福岡工業大学附属城東高等学校 完了
109017 魔法の剣Ａ２ 福岡工業大学附属城東高等学校 完了
109018 秀麗零 大分県立大分工業高等学校　未来ロボット工学研究部 完了
109019 秀麗Ⅰ 大分県立大分工業高等学校　未来ロボット工学研究部 完了


