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第３4 回 全日本学生マイクロマウス大会

クラシックマウス競技出走順表

競技別エントリー一覧

出走番号 ロボット名 操作者名 グループ名
1 エクスプローラ -01	 山中	碧里 TeamPumpkinPie
2 アイン	 田村	翔太 TeamPumpkinPie
3 目仁奈	 鈴木	健吾 TeamPumpkinPie
4 velocity	 金丸	達也 TeamPumpkinPie
5 fv	 山西	碧 TeamPumpkinPie
6 かぼちゃの馬車	 坂部	夏南人 TeamPumpkinPie
7 ジョジョイン	 イ	ヘチャン 日本電子専門学校電子応用工学科
8 春巻き一号	 大内	智功 日本電子専門学校電子応用工学科
9 チーズホットドッグ	 趙	誠福 日本電子専門学校電子応用工学科
10 帰ってきたTPRG	 佐藤	優太 日本電子専門学校電子応用工学科
11 冷凍みかん	 藤原	周平 中国職業能力開発大学校ロボコンサークル
12 いももと	 妹尾英樹 中国職業能力開発大学校電子情報技術科
13 山梔子くん	 ジャッジー 早稲田大学	WMMC
14 歴史とはミックスジュース	 長崎	悠歩 早稲田大学	WMMC
15 大鷹	 山口	明大 早稲田大学	WMMC
16 Azelf	 近藤	貴久 早稲田大学WMMC
17 Nucleo くん	 舘石	藍 早稲田大学WMMC
18 ぐでたまうす	 畑中	淳 早稲田大学WMMC
19 Abyss	 今西	優登 早稲田大学WMMC
20 イカちゃん	 山後	勇斗 早稲田大学WMMC
21 Vega8	 近藤	歩 早稲田大学WMMC
22 かるら	 二坂	匠 早稲田大学WMMC
23 ウリ坊	 風間	隼太郎 早稲田大学WMMC
24 Mola	Tact	 児玉	理 早稲田大学WMMC
25 Argo	 荒川	航輝 早稲田大学WMMC
26 スレイマン	 芦川	凱 早稲田大学WMMC
27 rhenium	 飯田	達仁 早稲田大学WMMC
28 道標	現	 標	祥太郎 早稲田大学WMMC
29 探索ピコ	 星野	匠海 名城大学マイクロマウスゼミ
30 Coda	 長澤	俊典 法政大学電気研究会
31 baharat	 吉田	建 法政大学電気研究会
32 AEGIS	 佐藤	翔 法政大学電気研究会
33 tofu-zero	 石川	愛章 法政大学電気研究会
34 Simpleton	 廖	一夫
35 ぷちとまと	 平野	大地 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese
36 SB-DC6	 南雲	幹央 名古屋工学院専門学校
37 NEZUMIver1	 佐藤	知洋 電気通信大学ロボメカ工房
38 adanson	 松本	修尚 電気通信大学ロボメカ工房OB
39 海月	 早瀬	加奈子 東京理科大学	Mice
40 白鑞鴉	 福田	真悟 東京理科大学	Mice
41 鼠小僧	 窪田	光 東京理科大学	Mice
42 Kinema	 成田	諒 東京理科大学	Mice
43 Gerbera	 瀬谷	勇太 芝浦工業大学
44 華金	 浅川	英慶 福井大学	からくり工房 I.Sys
45 Tyrant	 早川	大輝 電気通信大学ロボメカ工房

出走番号 ロボット名 操作者名 グループ名
1 TWITCH	 尾山	颯汰 立命館大学マイクロマウスクラブ
2 Re物理	 門野	広大 立命館大学マイクロマウスクラブ
3 マウス初号機	 佐々木	規人 立命館大学マイクロマウスクラブ
4 spica	 出口	鷹也 立命館大学マイクロマウスクラブ
5 Ki43_2	 渡邊悠希 立命館大学マイクロマウスクラブ
6 1機体目	 山本	一天 立命館大学マイクロマウスクラブ
7 焼きまんじゅう	 宮木	康輔 群馬大学ロボット研究会
8 抜け出せ初心者	 古田	樹男 群馬大学ロボット研究会

クラシックマウス競技　B 面

クラシックマウス競技　A 面
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ロボトレース競技出走順表
出走番号 ロボット名 操作者名 グループ名
1 走るトレーサンダー	 浜野	修多 東京工芸大学からくり工房
2 ロボネコペース	 千葉	一輝 東京工芸大学からくり工房
3 Apollo	 牛窪	尚貴 東京工芸大学からくり工房
4 TKG-01	 髙木	広樹 明星大学
5 O2MEN	 石橋	涼 明星大学	川原研
6 隼	 富山	知志 明星大学情報学部川原研究室
7 ポッポのぽてと	 服部統一朗 明星大学情報学部川原研究室
8 ロボット1号	 江澤	知宏 明星大学情報学部川原研究室
9 ヤマダ3号	 山田	かえで 明星大学情報学部川原研究室
10 アルビオン	 新倉颯人 湘南工科大学ロボット研究部
11 SIT-GLaDOS	 柳澤	明良 湘南工科大学ロボット研究部
12 クロムマウス	 坂本	真一 湘南工科大学ロボット研究部
13 Riese	 柳瀬	拓磨 湘南工科大学ロボット研究部
14 Re:arrow	 松本	直紀 東京電子専門学校
15 Schwarz	 黒澤	舞 東京電子専門学校
16 ルビー	 エスピリツ	幸成
17 ねずみ花火1号	 大塚	光惺
18 タイマイ二号	 有賀	匠
19 Pteromyini	 前田	優
20 Triela	 前田	優
21 タピ谷	 水谷	颯汰 埼玉県立狭山工業高等学校	電子機械科
22 タピ野	 中野	泰将 埼玉県立狭山工業高等学校	電子機械科
23 タピ山	 丸山	真 埼玉県立狭山工業高等学校	電子機械科
24 タピ高	 小高	北斗 埼玉県立狭山工業高等学校	電子機械科
25 タピ生	 葛生	葵 埼玉県立狭山工業高等学校	電子機械科
26 タピ岡	 冨岡	勇眞 埼玉県立狭山工業高等学校	電子機械科
27 KS-1	 神田	一瑳 埼玉県立新座総合技術高等学校		電子機械科
28 ICONIC	 福永大稀 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科
29 HR_1	 橋本	凌佑 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科
30 ティラサウ	 吉永	凌 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科
31 YK-1	 安田	一樹 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科
32 とんちゃんだぞ	 森田	隆介 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科
33 LT-01	Prototype	 大澤	佑市 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械部
34 _BIRD	 下鳥	晴己 千葉工業大学	reRo
35 wisteria	 井口	颯人 千葉工業大学	reRo
36 ECA	 石江	義規 千葉工業大学	reRo
37 E-2.5ver1.10	 若松	誠人 滝田研究室
38 TypeS_ver4.0	 関	柊哉 日本工業大学滝田研究室
39 ボット01	 福田	渓人 日本工業大学マイクロコンピュータ研究部
40 ハマー09	 樋口	優斗 日本工業大学マイクロコンピュータ研究部

9 でんきねずみ	 大山	慧悟 群馬大学ロボット研究会
10 サイクロンディザスター	 大熊	鼓太郎 芝浦工業大SRDC
11 Red	Impact	 枝廣	佳樹 芝浦工業大学	SRDC
12 たかなし	 小島	奈菜 芝浦工業大学SRDC
13 primus	 加藤	圭哉 芝浦工業大学SRDC
14 01	 池田	龍平 芝浦工業大学SRDC
15 PLL1号	 押上	徹大 成蹊大学プログラミング言語研究室
16 PLL2号	 グェン	アン	フック 成蹊大学プログラミング言語研究室
17 Gうららγ	 梅本	空 東京工芸大学からくり工房
18 KG-M1	 山内	理徳 東京工芸大学からくり工房
19 THE☆焼豚漢	 宮崎	淳 東京工芸大学からくり工房
20 探検家キャタリキー	 畑中	大典 東京工芸大学からくり工房
21 ANGEL	 服部	直紀 東京工芸大学からくり工房
22 Last	Minute	 Vitto	Jevano	Christiant 東京工芸大学からくり工房
23 Trident	Mark1	 Richardo	Kevin 東京工芸大学からくり工房
24 classic-DC	 武田	祐一 東京工芸大学からくり工房
25 銅導635	 木俣	雄介 東京工芸大学からくり工房
26 ねず太郎	 田村	知慶 東京工芸大学からくり工房
27 Hornet	v3	 仲田	尚貴 東京工芸大学からくり工房
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第３4 回 全日本学生マイクロマウス大会

サーキット競技出走順表

マイクロマウス競技出走順表
出走番号 ロボット名 操作者名 グループ名
1 そ	 林	宗太郎 東京工芸大学からくり工房
2 ユッキー	 中山	陽平 東京工芸大学からくり工房
3 Hornet		mini	v1	 仲田	尚貴 東京工芸大学からくり工房
4 MEISEI	Mouse	 堀内	亮太郎 明星大学
5 ウインドインハーヘア	 森	直将 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科
6 Crawler	 内藤	龍星 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科
7 RM2019	 松岡	璃玖 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科
8 ZUZU	HALF	TPPmod.1	 倉澤	一詩	 TeamPumpkinPie
9 MOKOZAWA	 青木	竜也 TeamPumpkinPie
10 完走したい (;_;)	 田南	吉章 東洋大学
11 AEGIS	 佐藤	翔 法政大学電気研究会
12 班渠	 佐藤	翔 法政大学電気研究会
13 だんごろまうす3rei	α	 岸波	華彦 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese
14 ジルコニアファミリーの赤ちゃん	 久米	遼大	 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese
15 FJT	 飯室	和也 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese
16 栗しぐれ	 太田	智也 渋谷教育学園幕張中学校電気部
17 es	 瀬谷	勇太 芝浦工業大学
18 ΑΩ	v2	 古池	晃樹 電気通信大学ロボメカ工房
19 viridini	 川瀬	廣明 電気通信大学ロボメカ工房
20 白狐	 大野	孝太 東京理科大学	Mice
21 mini	BC	mouse	 阿部	巧 東京理科大学	Mice
22 Glanz	 中野	元太 東京理科大学	Mice
23 TIGA	 高尾	圭祐 東京理科大学	Mice
24 KERISE	v4	 大貫	椋太郎 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese
25 Xirant	 早川	大輝 電気通信大学ロボメカ工房
26 PAG( β )	 山下	浩平 京都大学 /京大機械研究会OB
27 Fusion	 山下	浩平 京都大学 /京大機械研究会OB

出走番号 ロボット名 操作者名 グループ名
1 Red	Impact	 枝廣	佳樹 芝浦工業大学	SRDC
2 Novem	 瀬谷	勇太 芝浦工業大学
3 華金	 浅川	英慶 福井大学	からくり工房 I.Sys
4 Tyrant	 早川	大輝 電気通信大学ロボメカ工房

41 メカラボ試験機	 長崎	悠歩 早稲田大学	WMMC
42 Hirobo	Q	 吉川	拓志 渋谷教育学園幕張高等学校物理部
43 Crystal	Boy	 松本	修尚 電気通信大学ロボメカ工房OB
44 おかへ	 矢部	真也 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会
45 ごま	 篠田	達也 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会
46 ! 円転滑脱	 岩村	謙一 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会
47 爆裂魔法	 大木	治宇 東洋大学川越文化団体連盟	ロボット研究会
48 4号	 佐々木	規人 立命館大学マイクロマウスクラブ
49 SERAPH	 尾山	颯汰 立命館大学ロボット技術研究会
50 ブツリバ	 門野	広大 立命館大学ロボット技術研究会
51 電電虫11	 出口	鷹也 立命館大学ロボット技術研究会
52 零式艦上戦闘機改四	 渡邊	悠希 立命館大学ロボット技術研究会
53 漆黒穿孔	 山本	一天 立命館大学ロボット技術研究会
54 nkctracergf	 長島	鮎汰 名古屋工学院専門学校
55 Cyndaquil	 関谷	奈歩 福井大学	からくり工房 I.Sys
56 Kapla01.2D	 浅川	英慶 福井大学	からくり工房 I.Sys
57 マーカーは右も左も見ないです	 長尾	晃一朗 福井大学	からくり工房 I.Sys
58 F2P	 山下	浩平 京都大学 /京大機械研究会OB
59 L_sens2.6D	 梅本	篤 名古屋工学院専門学校


