
きのくにロボットフェスティバル２０１７

日　　時　　平成２９年１２月１７日（日）

場　　所　　御坊市立体育館

主　　催　　きのくにロボットフェスティバル実行委員会

　　　　　　　（和歌山県、和歌山県教育委員会、御坊市、御坊市教育委員会、御坊商工会議所、
　　　　　　　　和歌山工業高等専門学校、和歌山工業高等専門学校産官学技術交流会）

◯第１１回全日本小中学生ロボット選手権【小学生の部】　結果

番号 【賞】 ロボット名 名前・チーム名 ふりがな 学校名 ふりがな 学年

19 優勝 クワキャノンＶ２ 林　和生 はやし　かずき 岐阜市立　長良小学校 ぎふしりつ　ながら 6年

22 第２位 ブルースカル 時田　恵李空 ときた　えりく 名張市立　つつじが丘小学校 なばりしりつ　つつじがおか 4年

27 第３位 アヴィオンＮＴＫ 柴田　圭輔 しばた　けいすけ 神戸市立　岩岡小学校 こうべしりつ　いわおか 6年

37 第３位 ロボノスケ 横山　真之介 よこやま　しんのすけ 都城市立　明和小学校 みやこのじょうしりつ　めいわ 5年

番号 【特別賞】 ロボット名 名前・チーム名 ふりがな 学校名 ふりがな 学年
アイデア大賞
（文部科学大臣賞）

デザイン大賞
（経済産業大臣賞）

コストパフォーマンス大賞

（資源エネルギー庁長官賞）

レスキュー大賞
（消防庁長官賞）

イノベーション大賞
（近畿経済産業局長賞）

エンジニアマインド大賞
（国立高等専門学校機構理事長賞）

ものづくり大賞
（全国高等専門学校連合会会長賞）

パフォーマンス大賞
（川崎重工業㈱賞）

ドリーム大賞
（(株)和歌山放送賞）

まいど１号大賞
（㈱アオキ賞）

5年

23 駆　ジャック 須藤　匠 すどう　たくみ 大山崎町立　第二大山崎小学校 おおやまざきちょうりつ　だいにおおやまざき 6年

3 レゴブロッカー 羽場　碧人 はば　あおと 和歌山市立　浜宮小学校 わかやましりつ　はまのみや

5年

8 ロープマン 山本　大揮 やまもと　たいき 広川町立　南広小学校 ひろがわちょうりつ　みなみひろ 6年

18 スタッグ号 武井　大知 たけい　だいち 栃木市立　栃木第三小学校 とちぎしりつ　とちぎだいさん

5年

13 ZⅡ 山田　登輝央 やまだ　ときお 田辺市立　芳養小学校 たなべしりつ　はや 5年

26 カニロボくん 藤村　辰吾 ふじむら しんご 大阪市立　下新庄小学校 おおさかしりつ　しもしんじょう

6年

31 KZT 福田　和杜 ふくだ　かずと 木津川市立　州見台小学校 きづがわしりつ　くにみだい 5年

4 ロボット７６ 籔田　なる やぶた　なる 和歌山市立　高松小学校 わかやましりつ　たかまつ

4年

16 ソルト 在仲　亮太 ざいなか　りょうた 那智勝浦町立　勝浦小学校 なちかつうらちょうりつ　かつうら 6年

2 キラキラくまさん 児玉　香乃 こだま　かの 紀の川市立　粉河小学校 きのかわしりつ　こかわ

小 



三重県名張市 島根県出雲市

ブルースカル ロボットY
A-6 B-13

中華人民共和国 和歌山県田辺市

I Create-1 B-5 ZⅡ

和歌山県岩出市 B-17 全国

エルクー号 I Create-6

兵庫県神戸市 徳島県徳島市

ＡＯＩさんゴー！ うずしおブレード
B-12

徳島県鳴門市 和歌山県有田市

玄徳 A-2 エムアール

和歌山県広川町 奈良県上牧町

ロープマン 奈良メカ鹿

和歌山県那智勝浦町 和歌山県御坊市

ソルト リズム

島根県出雲市 B-16 岐阜県岐阜市

CHITA★ クワキャノンＶ２

京都府木津川市 和歌山県和歌山市

KZT B-10 ファイルでGO

和歌山県御坊市 大阪府寝屋川市

speed an insect A-9 ＨＩＤＥロボ

栃木県宇都宮市 B-20 兵庫県明石市

ゆりまみ号 パタパターン
B-9

京都府大山崎町 和歌山県田辺市

駆　ジャック プロテクトロボ

和歌山県海南市 B-15 栃木県栃木市

メカフェニックス スタッグ号

宮崎県都城市 和歌山県和歌山市

ロボティー3 ロボット７６

大阪府大阪市 兵庫県神戸市

カニロボくん げじげじ

和歌山県紀の川市 B-18 和歌山県かつらぎ町

キラキラくまさん 三ッ木ー

和歌山県和歌山市 宮崎県都城市

レゴブロッカー ロボノスケ

岐阜県関市 兵庫県西脇市

ファルコン ファイアボルト

全国 B-14 奈良県桜井市

I Create-5 スピードスター
A-5

兵庫県神戸市 中華人民共和国

アヴィオンＮＴＫ B-6 I Create-2

和歌山県那智勝浦町 和歌山県和歌山市

昆虫ロボット はっぽう君
15 7

41 A-17 32

B-1

27 40
A-13

2 A-19 1

B-2

3 37
B-7

A-12

20 24

38 A-16 4
B-8

26 30
A-11

A-10 B-3

10 18
A-4

17 A-20 28

23 14

B-4

31 A-15 6

A-3

11 25
優勝

B-11

16 12

A-8

34 19

A-7

35 9

8 A-18 B-19 21

5 A-14 42

29 36

22 33

39 13
A-1
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