
【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 111001 技研の技 北海道滝川工業高等学校 完了
111002 ＶＳＣＯＯＰ 北海道滝川工業高等学校 完了
111003 逸太奴太勝太 北海道北見工業高等学校 完了
111004 極幻チャンコ 北海道北見工業高等学校 完了
111005 千代の富Ｇ零 北海道苫小牧工業高等学校 完了
111006 千代の富Ｇ翔 北海道苫小牧工業高等学校 完了
112001 けんりゅう 福島県立郡山北工業高等学校 完了
112002 しょうりゅう 福島県立郡山北工業高等学校 完了
112003 たけのこの山 福島県立福島工業高等学校 完了
112004 きのこの里 福島県立福島工業高等学校 完了
112005 ＯＲＩＧＩＮ 岩手県立水沢工業高等学校 完了
112006 モグリ 岩手県立水沢工業高等学校 完了
112007 石琥鳴神 宮城県石巻工業高等学校 完了
112008 石琥震電 宮城県石巻工業高等学校 完了
112009 Ｔ＆Ｉ 宮城県黒川高等学校 完了
112010 ゴアマガラ 宮城県黒川高等学校 完了
112011 ＨＴＣゆきま 宮城県気仙沼向洋高等学校 完了
112012 ＨＴＣーＪＮ 宮城県気仙沼向洋高等学校 完了
112013 駒の里Ｓ１ 創学館高等学校 未入金・内容確認済み

関東 113001 兜三十五式 埼玉県立三郷工業技術高等学校 完了
113002 閃光の希望 埼玉県立三郷工業技術高等学校 完了
113003 天照 群馬県立新田暁高等学校 完了
113004 鏑矢 群馬県立新田暁高等学校 完了
113005 蒼天狗 東京都立葛西工業高等学校 完了
113006 天羽々矢三子 東京都立葛西工業高等学校 完了
113007 麻笑立 神奈川県立横須賀工業高等学校 未入金・内容確認済み
113008 吐方 神奈川県立横須賀工業高等学校 未入金・内容確認済み
113009 ＫＴＲＣ─淵 神奈川工業高等学校 完了
113010 ＫＴＲＣ─蜩 神奈川工業高等学校 完了
113011 龍鳳 千葉県立東総工業高等学校 完了
113012 閃龍 千葉県立東総工業高等学校 完了
113013 龍王 埼玉県立狭山工業高等学校 完了
113014 越双鬼―皇 埼玉県立越谷総合技術高等学校 完了
113015 越双鬼八咫鴉 埼玉県立越谷総合技術高等学校 完了
113016 じょうほくん 神奈川県立小田原城北工業高等学校 完了
113017 不瑠砥若剛 神奈川県立小田原城北工業高等学校 完了
113018 ＯＰＵＳ 千葉県立千葉工業高等学校 完了
113019 叢雲ｍｋⅡ 千葉県立千葉工業高等学校 完了
113020 ＡＴＵＳＨＩ 埼玉県立春日部工業高等学校 完了
113021 春日部大切断 埼玉県立春日部工業高等学校 完了

北信越・東海 114001 不知火 富山県立富山工業高等学校 完了
114002 悠月 富山県立富山工業高等学校 完了
114003 獅子奮迅号 石川県立工業高等学校 完了
114004 秋水 石川県立工業高等学校 完了
114005 スピード浜 金沢市立工業高等学校 完了
114006 パワー森田 金沢市立工業高等学校 完了
114007 加多可比１号 富山県立魚津工業高等学校 完了
114008 加多可比２号 富山県立魚津工業高等学校 完了
115001 フグクジラ 三重県立津工業高等学校 完了
115002 ラジコム 三重県立津工業高等学校 完了
115003 怪留辺虜守 三重県立伊勢工業高等学校 完了
115004 楓 三重県立伊勢工業高等学校 完了
115005 赤壁丸 三重県立松阪工業高等学校 完了
115006 ＭＴー１改 三重県立松阪工業高等学校 完了
115007 白鳳Ｒ１ 三重県立伊賀白鳳高等学校 完了
115008 白鳳Ｒ２ 三重県立伊賀白鳳高等学校 完了
115009 ビースト１ 三重県立桑名工業高等学校 完了
115010 ビースト２ 三重県立桑名工業高等学校 完了
115011 双風 三重県立四日市中央工業高校 完了
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115012 魎神 三重県立四日市中央工業高校 完了
115013 シュヴァルツ 三重県立四日市工業高等学校 完了
115014 チェイテ 三重県立四日市工業高等学校 完了

近畿 116001 河田本加居神 大阪府立淀川工科高等学校 完了
116002 ＴｅＴｓｕＧ 大阪府立淀川工科高等学校 完了
116003 ＨＯＬｉＣ 太成学院大学高等学校 完了
116004 バタフライ 太成学院大学高等学校 完了
116005 ⅠＴＨ―０１ 大阪府立茨木工科高等学校 完了
116006 ＭｋⅢ 学校法人浪工学園星翔高等学校 完了
116007 シュヴェルト 学校法人浪工学園星翔高等学校 完了
116008 布施工１ 大阪府立布施工科高等学校 完了
116009 布施工２ 大阪府立布施工科高等学校 完了
116010 レックス 大阪府立西野田工科高等学校 完了
116011 ウィングゼロ 大阪府立西野田工科高等学校 完了
116012 ペカチュウ 大阪府立堺工科高等学校 完了
116013 ペーブイ 大阪府立堺工科高等学校 完了
116014 佐野工不知火 大阪府立佐野工科高等学校 完了
116015 佐野工バター 大阪府立佐野工科高等学校 完了
116016 紅彗星☆神葉 京都府立田辺高等学校 完了
116017 祭りだゴッホ 京都府立田辺高等学校 完了

中国・四国 117001 ＫＫーＭＡＸ 広島県立広島工業高等学校 完了
117002 ＢＬＭーＲ２ 広島県立広島工業高等学校 完了
117003 不撓不屈１号 島根県立江津工業高等学校 完了
117004 不撓不屈２号 島根県立江津工業高等学校 完了
117005 まこと君１号 山口県立宇部工業高等学校 完了
117006 まこと君２号 山口県立宇部工業高等学校 完了
117007 修道館島風 島根県立松江工業高等学校 完了
117008 修道館飛翔 島根県立松江工業高等学校 完了
117009 切手山 広島山陽高等学校 完了
117011 ＰＯＳＯ者 山口県立田布施農工高等学校 完了
117012 高速ルンバ 山口県立田布施農工高等学校 完了
118001 獅子奮迅 香川県立高松工芸高等学校 完了
118002 一閃必倒 香川県立高松工芸高等学校 完了
118003 舞昇 愛媛県立今治工業高等学校 完了
118004 昇龍 愛媛県立今治工業高等学校 完了
118005 難攻不落 香川県立観音寺総合高等学校 完了
118006 風雲再起 香川県立観音寺総合高等学校 完了

九州 119001 ラジコン１ 沖縄県代表１ 完了
119002 ラジコン２ 沖縄県代表１ 完了
119003 ラジコン３ 沖縄県代表２ 完了
119004 ラジコン４ 沖縄県代表２ 完了
119005 ラジコン５ 沖縄県代表３ 完了
119006 大蛇山 大牟田高等学校 完了
119007 百鬼夜行 大分県立国東高等学校 完了
119008 九産１号 九州産業大学付属九州産業高等学校 完了
119009 ＫＲ‐０１ 福岡県立鞍手竜徳高等学校 完了
119010 ＫＲ‐０２ 福岡県立鞍手竜徳高等学校 完了
119011 慈眼山１ 大分県立日田林工高等学校 完了
119012 なでしこ 大分県立日田林工高等学校 完了
119013 まるまる 大分県立津久見高等学校 完了
119014 パルメザン 大分県立津久見高等学校 完了
119015 三工ｍｋーⅡ 三池工業高等学校 完了
119016 如水壱 大分県立中津東高等学校 完了
119017 如水弐 大分県立中津東高等学校 完了
119018 魔法の剣Ｒ１ 福岡工業大学附属城東高等学校 完了
119019 魔法の剣Ｒ２ 福岡工業大学附属城東高等学校 完了
119020 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 完了
119021 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 完了


