
 

東京都立産業技術高等専門学校・品川キャンパス 

◆11/19(土)-20(日)ロボカップジュニア 2０23東京神奈川ノード大会 

<全体スケジュール> 
開始時刻 内 容 場 所 

開会式はございません（人が密集するため行いません） 

【午前の部】 

7:45 スタッフ受付開始→各競技本部へ各自で移動 中央棟 2 階 中央ホール入り口前 

8:00 参加チーム受付開始 中央棟 2 階 中央ホール入り口前 

8:00 スタッフミーティング ※競技によって異なります 

■レスキュー／8:00～8:30 

■サッカー／8:00～8:20 

 

レスキュー/西棟 3 階大会議室 

サッカー/西棟 5 階教室 

8:20 参加者・審査員ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ※競技によって異なります 

■レスキュー／8:30～9:00  参加者ミーティング 

9:00～10:00 車検、～10:50 調整 

■サッカー ／8:20～参加者ミーティン 

 8:50～車検(参加者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞが終わり次第) 

 

レスキュー/西棟 3 階大会議室 

 

 

サッカー/西棟 5 階教室 

10:20 競技開始 ※競技によって異なります 

■レスキュー／11:00～12:00 

■サッカー ／10:20～12:25 

 

レスキュー/西棟 3 階大会議室 

サッカー/西棟 5 階教室 

解散（競技終了チームから、名札ケースを返却して順次解散） 

【午後の部】 

12:30 参加チーム受付開始 ※競技によって異なります 

■レスキュー／12:30～ 

■サッカー  ／13:00～ 

中央棟 2 階 中央ホール入り口前

13:00 参加者・審査員ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ※競技によって異なります 

■レスキュー／13:00～13:30 参加者ミーティング 

13:30～14:30 車検、～15:20  調整 

■サッカー ／13:20～参加者ミーティング 

 13:50～車検(参加者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞが終わり次第) 

 

レスキュー/西棟 3 階大会議室 

 

 

サッカー/西棟 5 階教室 

15:00 競技開始 ※競技によって異なります 

■レスキュー／15:30～16:30 

■サッカー ／15:20～17:25 

 

レスキュー/西棟 3 階大会議室 

サッカー/西棟 5 階教室 

表彰式・閉会式はございません。入賞チームには、後日賞状を郵送させて頂きます。 

解散（競技終了チームから、名札ケースを返却して順次解散） 

 

【開催競技】 

  11/19(土)-20(日)に行われる競技は、次の下線が引かれている競技です。 

■レスキューチャレンジ 

レスキューライン（ワールドリーグ）・レスキュー・ライン・エントリー（日本リーグ） 

※レスキュー・メイズ・エントリー（日本リーグ）、レスキューメイズ（ワールドリーグ）の競技は 

ノード大会では行わず、エントリーチームは全チーム上位大会（関東ブロック大会）に推薦します。 

■サッカーチャレンジ 

サッカービギナーズ（日本リーグ） 

※サッカーライトウェイト(ワールドリーグ) 、サッカー オープン（ワールドリーグ）の競技は 

ノード大会では行わず、エントリーチームは全チーム上位大会（関東ブロック大会）に推薦します。 

■OnStage 

※OnStage（日本リーグ）、OnStage（ワールドリーグ）の競技はノード大会では行わず、 

エントリーチームは全チーム上位大会（関東ブロック大会）に推薦します。 

 



【サッカー日本リーグ】 

【レスキューワールドリーグ】 

【レスキュー日本リーグ】 

【適用ルール】 

■ワールドリーグ： 

 ・サッカー ⇒ 2022 年ルール 

 ・レスキュー ⇒ 2021 年ルール 

 

■日本リーグ： 

・サッカー ⇒ サッカールール日本リーグ版 2021 

・レスキュー ⇒ 日本リーグレスキュー・ライン・エントリー ルール 2023 

 

■その他、ローカルルールを設定しています。下記ご参照ください。適用ルールのリンクもございます。 

 

 

 

■ 各チャレンジ エントーリチーム一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ロボカップジュニア・ジャパン 2023東京神奈川ノード大会運営委員会 https://rcjj-kanto.org/tokyo/ 

チーム番号 チーム名 チーム名（カナ）

RL01 Wsugar ダブルシュガー

RL02 MIPT ミプト

RL03 SFBラボ エスエフビーラボ

RL04 HAETA ハエタ

RL05 Fujitsu.tec – 藤通テック フジツウテック

RL06 Diamond Fuji ダイヤモンドフジ

RL07 BoeingDGK ボーイングデンギケン

RL08 芝浦電技研SIDKYO シバウラデンギケンサイドキョー

RL09 verse バース

RL10 Meta メタ

11月19日（土）午前　【ワールドリーグ】レスキューライン　(10チーム)

チーム番号 チーム名 チーム名（カナ）

RL11 U.F.O.S. ユーフォース

RL12 KARAKURI カラクリ

RL13 柿之種 カキノタネ

RL14 沙羅曼蛇 サラマンダ

RL15 Avengeance アヴェンジェンス

RL16 エメラルドツリーボア エメラルドツリーボア

RL17 TKG ティーケージー

RL18 なべしき ナベシキ

RL19 パンケーキガメ パンケーキガメ

RL20 FRANK エフアールエーエヌケー

RL21 KMF’ ケーエムエフダッシュ

11月19日（土）午後　【ワールドリーグ】レスキューライン　（11チーム）

チーム番号 チーム名 チーム名（カナ）

RN01 激団ボッチ ゲキダンボッチ

RN02 スカイピース スカイピース

RN03 スペースタイム スペースタイム

RN04 トマト トマト

RN05 MMスター エムエムスター

RN06 ドルゴニー吉岡 ドルゴニーヨシオカ

RN07 ぬNUぬ ヌヌヌ

RN08 おり オリ

RN09 あめふらし アメフラシ

RN10 浜大根 ハマダイコン

RN11 わすわす ワスワス

RN12 2位 ニイ

RN13 バスケット バスケット

RN14 ランプ ランプ

RN15 サーモン サーモン

RN16 HaMa-Wing ハマウィング

RN17 Seagull シーガル

RN18 期末テスト１週間前 キマツテストイッシュウカンマエ

RN19 New　Futa ニュー　フータ

RN20 ショパン ショパン

RN21 トップ・オブ・ザ・市民 トップ　オブ　ザ　シミン

11月20日（日）午前　【日本リーグ】レスキュー・ライン・エントリー（21チーム）

チーム番号 チーム名 チーム名（カナ）

RN22 ハンマーヘッドシャーク ハンマーヘッドシャーク

RN23 山田 ヤマダ

RN24 スパムおにぎり スパムオニギリ

RN25 チーム　かの マンダラ

RN26 No　name ノーネーム

RN27 吉レスキュー キチレスキュー

RN28 鰹 カツオ

RN29 輝‐EV3 カガヤキイーブイスリー

RN30 EV3救助員 イーブイスリーキュウジョイン

RN31 アーマードザナルカンド アーマードザナルカンド

RN32 さくらもち☆ゆたんぽ サクラモチユタンポ

RN33 レスキュー員 レスキューイン

RN34 HT エイチティー

RN35 ししゃも刺身技術研究所 シシャモサシミギジュツケンキュウジョ

RN36 KIRIN キリン

RN37 W ダブリュー

RN38 自由が丘NO.１ ジユウガオカナンバーワン

RN39 自由が丘No.1EVO ジユウガオカナンバーワンエボ

11月20日（日）午後　【日本リーグ】レスキュー・ライン・エントリー（18チーム）

チーム番号 チーム名 チーム名（カナ）

SN13 SKY エスケイワイ

SN14 ゆうき１００％ ユウキヒャクパーセント

SN15 SSチーム エスエスチーム

SN16 バナナAR バナナエーアール

SN17 FC吉祥寺 エフシーキチジョウジ

SN18 LB2 エルビーツー

SN19 ロボチ ロボチ

SN20 しろくま海賊団 シロクマカイゾクダン

SN21 チームKT チームケイティー

SN22 new bot ニューボット

SN23 狩 シュ

SN24 自由が丘レゴサッカー ジユウガオカレゴサッカー

11月20日（日）午前（12チーム）　サッカー日本リーグ 【Bブロック】

チーム番号 チーム名 チーム名（カナ）

SN25 ガンダムAR ガンダムエイアール

SN26 スナック社 スナックシャ

SN27 横木 ヨコモク

SN28 MaruyamaSakai マルヤマサカイ

SN29 ちくわ チクワ

SN30 帰宅部 キタクブ

SN31 ５GA ファイブジーエー

SN32 Wind Rots ウィンド ロッツ

SN33 赤点回避ガチ勢 アカテンカイヒガチゼイ

SN34 あたかもしれない アタカモシレナイ

SN35 ひゅじ雄 ヒュジオ

SN36 東京特許許可局×３ jr. トウキョウトッキョキョカキョク　ジュニア

11月20日（日）午後（12チーム）　サッカー日本リーグ　【Cブロック】



※競技両日、参加者ミーティングで抽選を行い、１リーグ 4チームのリーグに分けます。 

■【レスキューチャレンジ】詳細 

■スケジュール  

 08:00～08:30 受付 

 （08:00～08:30 スタッフミーティング） 

 08:30～09:00 午前の参加者集合。参加者ミーティング 競技に関する説明を行います。チームキャプテンは必ず参加して下さい。 

 09:00～10:50 調整と車検（車検は 10時まで） 

 11:00～12:00 競技（午前のチーム） 

 終了したチームから順次 解散 

 

 12:30～13:00 受付 

 13:00～13:30 午後の参加者集合。参加者ミーティング 競技に関する説明を行います。チームキャプテンは必ず参加して下さい。 

 13:30～15:20 調整と車検（車検は 14時 30分まで） 

 15:30～16:30 競技（午後のチーム） 

 終了したチームから順次 解散 

 （競技の進行上 終了時間は変わる場合があります） 

■フィールドを使っての調整について 

参加者ミーティングが終わりしだい、調整時間をとります。  

■参加者ミーティング 

競技コートや競技の順番を決めるくじ引きを行います。競技に関する説明も行います。チームキャプテンは必ず参加して下さい。 

■競技時間 

1回の競技時間は 8分（＋入れ替え 2分）。各チームは、1回競技を実施します。 

■車検とインタビュー 

車検では以下の項目を確認します。  

    ・25cm×25cmのゲートをくぐれる大きさか ・禁止センサーを使用していないか  

インタビューでは以下の項目を確認します。 

  ・チームメンバーの役割 ・ロボットの特徴 ・プログラムの特徴 

■【サッカーチャレンジ】詳細 

36 チームを以下の 3 ブロックに分ける（既に 11.8 のニュースで案内済み） 

19日(土）午後Ａブロック ※19日(土) 午前は競技を行いません。 

12日(日）午前Ｂブロック、午後Ｃブロック 

【競技方法】 

１リーグ４チームの総当たり  ※３チームのリーグは、他リーグからレンタル 

前後半５分ハーフ、休憩５分 

【順位のつけ方】 

全試合結果をまとめて、①勝ち点 ②得失点差 ③総得点 の優先順位で順位付けを行い、ボーダーラインで同順位となった場合

は、プレゼン得点で順位を決めます。それでも決まらない場合は、プレゼン審査員が該当チームについて再審査をして決定します。 

【関東への選抜】 

全ブロックから上位 15チームを関東ブロックへ推薦します。 

■スケジュール 

8:00 参加者受付開始 

（8:00～ スタッフミーティング） 

8:20 参加者ミーティング 競技に関する説明を行います。チームキャプテンは必ず参加して下さい。 

8:50 車検（参加者ミーティングが終わり次第） 

10:20 競技開始 

12:25 競技終了 

 

13:00 参加者受付開始 

13:20 参加者ミーティング 競技に関する説明を行います。チームキャプテンは必ず参加して下さい。 

13:50 車検（参加者ミーティングが終わり次第） 

15:20 競技開始 

17:25 競技終了 

■参加者ミーティング 

競技に関する説明を行います。チームキャプテンは必ず参加して下さい。 

■車検  

競技前に車検を行います。車検チェックシートは当日にチームごとに配布されます。必要事項を記入し、ロボットとともに車検会
場に持って来てください。車検が通らないと試合に参加できないため、早めに車検を受けてください。 



 

 

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)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) スタッフ以外は、校舎内で食事をとることはできません。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 2021東京神奈川ノード運営委員会 

 


