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体育館１F、 ３F にトイレ （男女）
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表彰式・技術交流会・
マウスパーティ会場

Ceremony & Technology exchange meetings & Mouse party room
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2019年12月1日（日）
おはようございます
受付です！
RT 競技は選手呼び出しの後
控え席に座る前に
RT コース横の車検台で
車検を実施します

全体
受付
8:40ー9:30
開会式
9:30ー9:50

昼休憩
●生協は開いていません

12:00ー13:00

技術交流会
16:20ー17:20

技術交流会では
色々な人と
交流をもって
くださいね！

表彰式・閉会式
17:30ー18:30

8:40
｜
9:30
｜
9:50
10:00
10:30
｜
｜
12:00
｜
13:00
｜
｜
15:00
｜
16:00
16:20
｜
17:20
17:30
｜
18:30

クラシックマウス競技と
マイクロマウス競技
セミファイナルの車検は
ありません

●クラシックマウス競技は
２競技台で行います

RT

RT競技

10:00ー16:00

CM

CM競技

10:00ー15:00

●マイクロマウス競技
ファイナルは
ロボット置台での
一括車検がありますので
12:00までに
並べてください

MM

MM競技
セミファイナル

10:30―12:00

MM競技ファイナル車検
12:10ー12:20

●昼休憩は12：00～13：00です。
マイクロマウス決勝は12：30から始まります。
MM競技
ファイナル

12:30ー16:00

●出走終了後
ゼッケンを返却

以上が当日の
流れです

今回も力いっぱい
頑張ってくださいね！

第 40 回全日本マイクロマウス大会終了！

MICRO MOUSE 2019
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Dec. 1,2019（Sun）
Good Morning!
Please proceed to
registration.
The contestants will be called and required
to put their devices to be inspected in
the inspection area next to route.

ALL
Registration

8:40ー9:30
Opening Ceremony

9:30ー9:50

Lunch Time

●Students'Union Shop
at Building 8 is closed.

12:00ー13:00

Technology Exchange
Meetings

16:20ー17:20

Please exchange
your technique
and technology in
exchange time.

Awarding &
Closing Ceremony

17:30ー18:30

8:40
｜
9:30
｜
9:50
10:00
10:30
｜
｜
12:00
｜
13:00
｜
｜
15:00
｜
16:00
16:20
｜
17:20
17:30
｜
18:30

No inspection carried out for
"Classic Mouse" and "Micromouse",
save for the finals.

●There will be 2 mazes for
Classic Mouse races,
maze A and B.

RT

RT Contest

10:00ー16:00

CM

MM

MM

CM Contest

10:00ー15:00

Semifinal Contest

10:30―12:00

●Inspection will be carried out
all at once in the inspection area
for Micromouse ﬁnal(32x32).
Please make sure to be there
no later than 12:00 pm.

MM Final - Inspection
12:10ー12:20

●Lunch break:12:00 pm to 1:00 pm.
Micromouse ﬁnal starts at 12:30pm.
MM
Final Contest

12:30ー16:00

●Return number card
after your turn.

That's all!

We wish you
the best of luck!
The 40th Micromouse All Japan Contest
Finished.

MICRO MOUSE 2019

会場注意点（Site notice）
競技会場でのお願い

Notice for arena

・競技の観戦はコース周りの指定された位置でご覧下さい。
・競技会場内（体育館）での食事は禁止となっています。
・会場内の電源の利用は禁止となっています。
・館内での喫煙は一切禁止となっています。
・ごみはお持ち帰りください。
・Please watch the competition from designated area.
・Eating food in the arena is prohibited.
・It is prohibited to use a power plug in the arena.
・Smoking in arena is prohibited.
・Please take back the trash.

競技参加者へのお願い Notice for Competitor
・競技開始時にいない場合は失格となるのが原則です。
（出走が重なる場合、運営補助に関わる場合は、ご連絡ください。）
・競技終了後、控室入口の箱にビブス・ゼッケン（出走番号）を分けて返却してください。
（複数競技への参加者は、ゼッケンを競技毎に入れ替えるのを忘れないでください。）
・試走エリア以外でのデバッグ作業は行わないでください。
・控室では貴重品等の自己管理をお願いします。
・控室は食べ物の持ち込み可です。
・In principle, contestant will be disqualified if he/she is not present at the time.
(If the contest time overlaps with other contest or, working as a micromouse supporter,
please contact the committee）
・After the contest, please return your bib and number card separately to a box in entrance of the waiting room.
(If you are participating in multiple contest, do not forget to set the right number in your bib.)
・Other than trial run area, it is prohibited to debug.
・Please take care of your belongings by yourself.
・You can eat in the waiting room.

周辺の飲食店について About the restaurant around the site
・会場の付近には飲食店はありません。徒歩５分程度の所にコンビニがあります。
・８号館の生協食堂は開いていません。
・Be aware that there are no restaurant around the site.Convenience store is about five minutes by foot.
・The canteen and the shop at Building 8 are closed.

協賛企業展示コーナー Display area for Sponsors
・協賛各社を中心に教材用ロボットの実物展示やパネル・カタログを取り揃えたコーナーです。			
お気軽にお立ち寄りください。

・The sponsors will display educational robot and leaflets. Please come by.
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