


第24回電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト
高校生部門

電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト
ロボミッション シニア （高校生部門）

• 開催⽇ 2022年8⽉５⽇（⾦）10:00-12:30 予定
• 会場 神奈川⼯科⼤学 K3号館 5階 3506講義室
• 参加チーム X Xチーム



コンテスト当日のスケジュール（予定）

• 9:00   開場 随時 ロボット試⾛調整
• 10:10  競技は２コースで並⾏して⾏います。
• 第１回競技 終了後 調整⾛⾏ 約30分
• 第 2 回競技
• 結果発表 表彰 表彰状は後⽇郵送になります。
• 12:40 閉会

後日 参加証明証（高校名 チーム メンバー名記載）レターパックで各高校
顧問の先生にお送りします。



コンテスト参加に向けて

• WRO Japan 参加憲章をチーム全員が⼀読し理解してください。
• 参加年齢制限を確認してください。
• 競技結果はコンテスト当⽇以降の修正等はありません。各競技のス

コアー 競技時間などは競技終了後 審判とともに確認してサイン
して下さい。
• 本コンテストのローカルルールとして

ロボットやプログラムを完成して持参する。
サプライズルールはありません。
（他予選会や⽇本⼤会とは異なるので注意してください。）

• 協⼒（お願い）
審判にご協⼒をお願いします。
競技が終わったチームの代表者が次の競技の副審をお願いします。



注意事項

• 神奈川県および本学の新型コロナ感染対策のガイドラインに基づき
開催します。
• 当⽇⾃宅等にて各⾃検温・体調確認をお願いします．⾵邪などの症
状がある場合は来場をお控えください。
• 会場内は３密回避・⼿洗い・アルコール消毒・飲⾷禁⽌・おしゃべ
り禁⽌．
• ⼤学⼊構時には検温センターで検温を⾏い，⼊構許可シールを受け
取って 確認しやすいところに貼ってください．
• 参加者の所属・名前・電話番号を事前に登録してください．後⽇、
電⼦ロボ実⾏委員会から連絡ある場合があります．
• 引率教員の⽅も検温センターを通過して⼊構をお願いします．
今後の感染状況によっては開催（延期開催はありません）できない場
合があります。



コンテスト課題

• WRO2022 世界⼤会 ロボミッション シニア部⾨ルールに基
づき開催します
• 競技時間：２分間
• 競技ポイントをもとに１−３位を表彰．
• 後援団体からの特別賞 （表彰状・副賞）
• 参加賞 （チーム連名本⼤会参加証明証・記念品）

• 表彰状は後⽇送付になります．



競技フィールド



競技結果の順位付け
〜WRO JAPANルールに準じた〜（確認）

• 2つのラウンドのポイントの優れている得点（ベストスコ
ア）で順位をつける。
•ベストスコアが同点の場合は、ベストスコアの競技時間で順
位をつける。
•さらに、順位が着かない場合は、セカンドスコア→セカンド
スコアの競技時間の早い順で順位を決定する。



順位付けの例

順位 チーム名 ベストスコ
ア

競技時間
（秒）

セカンドス
コア

競技時間
（秒）

１ ⽇本 90 9 リタイア ー

２ 台湾 90 15 70 17

３ インドネシア 90 15 65 30

４ マレーシア 90 15 65 35

５ シンガポール 80 20 65 25

６ 韓国 70 35 リタイア ー



競技コートについて

ステージ

コートB

ライン無し
ゼッケン

コートA

ライン有り
ゼッケン

第２ラウンドは⼊れ替え
なし

ロボット
⾞検台

ロボット
⾞検台

待機席待機席



抽選⽅法
•抽選には対応した⾊のカラータイルを
貼ったトランプを使⽤
•オブジェクトを配置しない位置はjokerを使⽤



抽選⽅法
•Laundry containers  A1-A3

A1A2A3



抽選⽅法
•Laundry Blocks B1-B4

B1

B2B3

B4



抽選⽅法
•Marking Blocks C1-C4

C1

C2C3

C4



抽選⽅法
•People D1-D8

D1

D2

D3

D4

D7

D6
D5

D8



抽選結果

A1A2A3
B1

B2B3

B4
C1

C2C3

C4

D1

D2

D3

D4

D7

D6
D5

D8



ＷＲＯ－ＪAPAN２０２２日本決勝大会

開催⽇： 2022年8⽉28⽇(⽇）
会場： 浜松アリーナ

本学⾼校⽣部⾨(ロボミッション シニア)
上位 ？チームを⽇本⼤会参加として推薦

⽇本国内⾼校⽣予選会参加チーム チーム
国内決勝⼤会 ⾼校⽣部⾨数 チーム



日本大会が決定したチームは

• 本学実⾏委員会から参加決定チーム情報を提出します。
• WRO Japan 事務局より 参加に向けて連絡（メール）があり

ます。 必ず⼿続きを進めてください。



会場までの移動について

• コンテスト参加で路線バスを利⽤される⽅は神奈川中央交通
路線バスあるいはバスセンター発の神奈川⼯科⼤学⾏き急⾏バ
ス（8:45   8:55  9:05発）をご利⽤ください。運賃は (IC 294
円 現⾦300円)
• 本学から 本厚⽊駅前⾏き 本厚⽊駅⾏き 急⾏バス 13:00  

13:10発 および路線バスをご利⽤ください。
• 学校単位で⾃家⽤⾞等でのご来学の際には事前登録をお願いし

ます。
今後、電⼦ロボ実⾏委員会からアンケート調査を⾏います。



K3号館入り口から
検温体調確認ステーションへ

K3号館 バス停近く⼊り⼝ 検温センター ⼊り⼝で
アルコール消毒 検温

⼊構許可証の例
⾒えるところに貼ってください．



コンテスト会場案内

神奈川⼯科⼤学 K3号館 ５階

3506教室 収容定員 350名

ステージ上に競技コースを設置
（競技フィールドシートはイメージ）


