
 

ロボカップジュニア 2023関東ブロック大会 

2023年 1月 8日（日）～１月 9日（月祝）  

東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス 

 

 

------------------ 開催競技／会場／適用ルール ------------------ 

※ 参加者集合を避けるため、全チーム集合しての開会式・閉会式・表彰式は行いません ※ 

 

◆ 1月 8日(日)  東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス  

【日本リーグ レスキュー】 

会場 ： 西棟 3階 

適用ルール： 日本リーグ レスキュー・ライン・エントリー ルール 2023 

【日本リーグ サッカービギナーズ】 

会場 ： 東棟 3階 

適用ルール：ロボカップジュニア サッカールール日本リーグ版 202１ 

 

◆ 1月９日(月祝)  東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス  

【ワールドリーグ レスキューライン・レスキューメイズ／日本リーグ レスキューメイズ】 

会場 ： 西棟 3階 

適用ルール： ワールドリーグ レスキューライン ルール 2021 

ワールドリーグ レスキューメイズ ルール 2021 

日本リーグ メイズ・エントリールール 2023 

【ワールドリーグ サッカーオープン・サッカーライトウェイト】 

会場 ： 東棟 3階 

適用ルール： RoboCupJunior Soccer Rules 2022 日本語版第 3版 

【ＯｎＳｔａｇｅ／ワールドリーグ・日本リーグ】 

大会本部 ： 西棟 5階 

適用ルール： ワールドリーグ OnStage2023年度国内大会ルール 

ワールドリーグ OnStage2023スコアシート 

日本リーグ OnStage 2023ルール 

 

 

主催：ロボカップジュニアジャパン 2023 関東ブロック運営委員会  https://rcjj-kanto.org  

共催:一般社団法人 ロボカップジュニアジャパン     http://www.robocupjunior.jp 

協賛：尼崎僚平・千絵（個人）   協力：東京都立産業技術高等専門学校 

https://rcjj-kanto.org/
http://www.robocupjunior.jp/


………………… 参加チーム一覧 1月８日(日） …………………  
 

◆日本リーグ サッカービギナーズ 【東棟３階】       ◆日本リーグ レスキュー 【西棟 3階】 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
………………… 参加チーム一覧 1月９日(月祝） ………………… 

 
◆ ＯｎＳｔａｇｅ 日本リーグ（ON）／ワールドリーグ（OW）  【西棟 5階】 

 
 
 
 

＜サッカービギナーズ試合形式について＞ 

関東ブロック大会では、予選リーグ、決勝トーナメントを行います。 

■予選リーグ：ノード大会の順位により、１リーグ４チームの４リーグに分

け、総当たりのリーグ戦を行います。試合時間は、前半 5分、ハーフ 5分、

後半 5 分、ペナルティー30 秒。各リーグ上位２チームが決勝戦に進めま

す。 

■決勝トーナメント：各リーグ上位２チーム、計８チームによる決勝トーナ

メントを行います。試合時間は、前半 5分、ハーフ 5分、後半 5分、ペナル

ティー30 秒。決勝第一試合、準決勝、決勝・３位決定戦の順でおこないま

す。決勝トーナメントは勝敗を確定しますので、試合終了時点で同点の場

合、延長戦となります。延長戦については、当日決勝トーナメントに進出す

るチームに説明します。 

＜日本リーグ レスキューライン スケジュール＞ 

08:00～08:30 受付 

08:30～09:20 開会式・参加者ミーティング 

09:30～11:30 車検・インタビュー・調整 

11:40～12:50 競技 1回目 

15:00～16:10 競技 2 回目 

16:10～17:00 優秀チームデモンストレーション・

レスキュー順位発表 

16:45閉会式 

＜サッカービギナーズ スケジュール＞ 

9:00 参加者受付開始 

9:10 スタッフミーティング 

9:30 参加者ミーティング⇒開会式 

10:00車検（参加者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ終了次第） 

11:30 予選リーグ競技開始 

13:35 予選リーグ競技終了 

 

14:30 決勝トーナメント第１試合 

15:00 決勝トーナメント第２試合 

15:30 準決勝 

16:00 決勝戦・３位決定戦 

16:15 競技終了 

16：30 閉会式 

ノード チーム番号 チーム名

東東京 RLN01 輝‐EV3

東東京 RLN02 自由が丘No.1EVO

東東京 RLN03 アーマードザナルカンド

神西 RLN04 HaMa-Wing

神西 RLN05 Seagull

神西 RLN06 ランプ

東東京 RLN07 ししゃも刺身技術研究所

神西 RLN08 激団ボッチ

神西 RLN09 New　Futa

東東京 RLN10 HT

神西 RLN11 トマト

神西 RLN12 あめふらし

千葉 RLN13 Red

神西 RLN14 ハンマーヘッドシャーク

ノード チーム番号 チーム名

東東京 SN01 new bot

神西 SN02 FRI

神西 SN03 横木

東東京 SN04 帰宅部

東東京 SN05 ゆうき１００％

神西 SN06 ドレスに憎悪を抱く

神西 SN07 フッサーズ

東東京 SN08 自由が丘レゴサッカー

東東京 SN09 ツナかん

神西 SN10 ルンハとルンパ（IH掃除ロボット）

神西 SN11 Wind Rots

神西 SN12 あたかもしれない

神西 SN13 ガンダムAR

神西 SN14 SSチーム

東東京 SN15 SKY

千葉 SN16 酸化チタン

ノード チーム番号 チーム名

神西 OW01 カワセミ参号

千葉 OW02 ぱすつうる

＜OnStageスケジュール＞ 

8:00 参加チーム受付 

8:10  スタッフミーティング 

8：30 参加者ミーティング⇒開会式 

10:00 インタビュー審査（各ﾁｰﾑ 15分） 

13:00 リハーサル（各チーム 10分） 

15:00 パフォーマンス審査 

16:12 競技終了 

13:00 リハーサル（各ﾁｰﾑ 10分） 

15:00 パフォーマンス審査 

16:12 競技終了 

16:45 閉会式 

ノード チーム番号 チーム名

東東京 ON01 13アイスクリーム

東東京 ON02 出港！HOKORI丸

東東京 ON03 Back To The Summer

東東京 ON04 チーム二子玉川

東東京 ON05 自由が丘カルテット

神西 ON06 Tokyo LEGO 観光大使

千葉 ON07 キミと見るセカイ　※辞退



◆ ワールドリーグ レスキューライン【西棟 3階】    ◆ワールドリーグ レスキューメイズ 【西棟 3階】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

◆ ワールドリーグ サッカーライトウェイト（SL）／オープン（SO） 【東棟 3階】 

 

ノード チーム番号 チーム名

神西 SL01 牛娘プリティーダービー

神西 SL02 軍艦鳥

神西 SL03 大トロ中トロ

神西 SL04 TKG22

神西 SL05 HoshiKuzu

神西 SL06 一筆抹殺上院議員

神西 SL07 バンシィ

東東京 SL08 SAS

東東京 SL09 どんきしか勝たん！

東東京 SL10 コーヒー豆

東東京 SL11 吾伊宇恵尾

東東京 SL12 エレクトロニクス技術クラブ

東東京 SL13 ルンバ部

東東京 SL14 りょふかるま

東東京 SL15 私のチーム

東東京 SL16 shortest cake

東東京 SL17 日駒α

東東京 SL18 日駒β

東東京 SL19 日駒Θ

東東京 SL20 Oi_DENGIKEN

千葉 SL21 灼熱のＬＥＤ

＜ワールドリーグ レスキューライン＆日本・ワールドリーグ レ

スキューメイズ スケジュール＞ 

08:00～08:30 受付 

08:30～09:20 開会式・参加者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

09:30～11:30 車検・ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ・調整 

11:40～12:50 ライン競技 1 回目 

13:00～14:00 メイズ競技 1回目 

15:00～16:00 ライン競技 2 回目 

15:00～16:00 メイズ競技 2 回目 

16:00～17:00 優秀チームデモンストレーション⇒閉会式 

＜ライトウェイトスケジュール＞ 

8:00 参加者受付開始 

8:10 スタッフミーティング 

8:30 参加者ミーティング⇒開会式 

9:00 車検（参加者ミーティング終了次第） 

11:00 ライトウェイト予選リーグ競技 3試合 

12:00 ライトウェイト予選リーグ競技 7試合 

15:15 予選リーグ競技終了 

15:40 決勝トーナメント競技開始 

16:10 準決勝 

16:40 決勝戦・３位決定戦 

17:00 競技終了 

17:10 閉会式 

＜オープンスケジュール＞ 

14:00 参加者受付開始 

14:10 参加者ミーティング⇒開会式 

14:30 車検（参加者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ終了次第） 

16:10 オープン第１試合 

16:4０ オープン第２試合 

17:00 競技終了 

17：10 閉会式 

ノード チーム番号 チーム名

東東京 RLW01 芝浦電技研SIDKYO

神西 RLW02 Wsugar

東東京 RLW03 Avengeance

東東京 RLW04 HAETA

東東京 RLW05 Diamond Fuji

東東京 RLW06 KARAKURI

千葉 RLW07 でかると

神西 RLW08 MIPT

千葉 RLW09 Eastman

東東京 RLW10 沙羅曼蛇

ノード チーム番号 チーム名

東東京 RMN01 メテオ

神西 RMN02 玉川学園ゲンボウズ

神日 RMW01 tamagawa academy science club

ノード チーム番号 チーム名

東東京 SO01 murphy's law

千葉 SO02 MMA

＜ライトウェイト試合形式について＞ 関東ブロック大会では、予選リーグ、決勝トーナメントを行います。 

■予選リーグ：当日くじ引きにより４つのリーグに分け、総当たりのリーグ戦を行います。試合時間は、前半 5 分、ハーフ 5 分、後半 5 分、ペナ

ルティー（アウトオブバウンズ、故障）30秒。各リーグ上位２チームが決勝トーナメントに進めます。 

■決勝トーナメント：各リーグ上位２チーム、計８チームによる決勝トーナメントを行います。試合時間は、前半 5分、ハーフ 5分、後半 5分、ペ

ナルティー（アウトオブバウンズ、故障）30 秒。決勝第一試合、準決勝、決勝・３位決定戦の順で行います。決勝トーナメントは勝敗を確定します

ので、試合終了時点で同点の場合、延長戦となります。延長戦については、当日決勝トーナメントに進出するチームに説明します。 

＜オープン試合形式について＞ 関東ブロック大会では、２試合行います。 

・試合時間は、前半 10分、ハーフ 5分、後半 10分、ペナルティー（アウトオブバウンズ、故障）30秒とします。 

・勝ち点、得失点、総得点の順で順位を確定します。 

・第二試合終了時点で同点の場合、延長戦となります。延長戦については、当日説明します。 



 

来場する皆様へお願い ～必ずお読み下さい～ 

1) 新型コロナウイルス感染対策のため、チームメンバー(2 名以内、OnStage は制限無し)とスタッフ以外は、校舎

内(食堂含む)立ち入りは禁止です。 

2) ロボットの動作に影響しますので競技中のフラッシュ撮影は禁止します。 

3) 参加チームがロボットを調整するエリア、競技フィールド周辺は、チームメンバーとスタッフ以外は立ち入り禁止とな

っておりますので、その旨ご了解ください。 

4) 校内は全面禁煙です。おタバコをお吸いになることはできません。 

5) お食事は２階学生ホール（選手）、西棟 6 階 PBL 教室 A（スタッフ）にてお願いいたします。また、食事中の会話は

お控えください。自動販売機は食堂にあります。 

6) ゴミはすべてお持ち帰りください。 

7) 校内駐車場にお車を停めていらっしゃる方は、近隣の駐車場に至急移動ください。 

8) 会場以外の施設には、勝手に入らないようお願いいたします。 

9) けがや緊急の場合には、競技チーフまでご連絡ください。 

10) その他、ルールに記載されております注意事項は厳守お願いいたします。 

  ロボカップジュニアジャパン 202３関東ブロック運営委員会 

 


