
主 催：小学生ロボコン実行委員会（NHKエンタープライズ・科学技術館）

後 援：ＮＨＫ 全国高等専門学校連合会

特別協賛：本田技研工業株式会社

協 賛：NOK株式会社 株式会社Cygames 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
パーソル R＆D 株式会社 セメダイン株式会社

協 力：ユカイ工学株式会社 埼玉大学 STEM 教育研究センター
Tech Kids School 双葉電子工業株式会社

公式ホームページ

開催日：２０２１年３月７日（日）

《プログラミングロボット競技会》 13:00〜15:20頃
《プログラミング勉強会》 15:30〜17:00頃

ニコ生公式配信

http://www.official-robocon.com/kosen/
https://www.youtube.com/c/ROBOCON-Official
https://ch.nicovideo.jp/robocon
https://www.shougakusei-robocon.com/
https://live2.nicovideo.jp/watch/lv330791836
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選手紹介

第１試合

第２試合第2試合

まえだ けんしん 岐阜県

前田 健伸 6年生

なかがわ みずき 大阪府

中川 瑞生 5年生

工夫した事は2つです。一つ目は、アームの
接続部分です。ガムテープで隙間をあけて、
接着する事で畳んだら伸ばしたりする事ができる
ようになった。二つ目は、プログラムで、
アームの伸び縮みのさせるタイミングを調整しました。

このマシンは、シロナガスクジラをイメージしたマシ
ンです。ピンポン玉を口の中に入れて運びます。
特徴は、横にキャスターを付けたり、前を平らにし
することで、長いプログラムでも向きを正確に制
御できます。残ったピンポン玉のリカバリーできるよ
うにプログラミング追加しました。

いずたに れおん 大阪府

泉谷 玲雄 5年生

はやま しょうた 広島県

端山 晶太 5年生

このロボットの最大のポイントは、片方のTT
モーターをサーボモーターに見立ててアームを動
かしていることです。プログラミングは、速さを求め、
シンプルにしました。

全ての玉を素早く確実に移動するためのロボットを
作りました。
本体の前後移動とゲート開閉の時間ロスを
できるだけ無くすようにプログラミングをしました。
玉を運ぶ板を前後に１つずつ付けたので、
玉を確実に移動することができます。



出場者⑤

第3試合

第4試合

さかぐち みちたか 東京都

坂口 道生 4年生

おぐら ゆうや 神奈川県

小倉 優弥 6年生

ピンポン玉を金魚にみたて、金魚が金魚救いを
するロボットです。一度に全てのピンポン玉をすくえ
るように薄い紙を使い、てこの原理を利用して
テープで巻きあげる工夫をしました。プログラムは
シンプルにしました。

このロボットは、ひもでピンポン玉を一網打尽に
することができます。ひもの真ん中を内側に
へこませて改良したことで、ピンポン玉が引っかかり
にくくなりました。また、5種類のプログラムを用意し
たので臨機応変に使い分けて対応します。

へや りんよう 三重県

部家 稟燿 4年生

もうり りゅうのすけ 東京都

毛利 龍之介 5年生

早さと数にこだわった『ズル猪くん』は、お宝に
向かって猪のように突進し、そのまま強引に
ズルズル引きずって持ち帰れるよう、単純な
動作とデータが細かく調整されたプログラミング
ロボットです。

僕のロボットは「蹴り蹴りくん」です。
結束バンドのプロペラ装置でピンポン球を蹴り出し
ます。
前後をくり返す事でモーターに負担がかかり過ぎる
のを防ぎながら、すばやく正確にピンポン球を
スタートゾーンに送ります。



第5試合

第6試合

なかだ ゆの 東京都

中田 釉埜 4年生

はまだ こうへい 東京都

濵田 康平 5年生

私のロボットは、一度にたくさん運べるように何度
もためして結束バンドをちょうどいい数にしました。
プログラミングでは「繰り返す」を使って簡単にしま
した。またロボットの向きを変えたい時のためにス
タート位置で3秒待たせました。

クルクルモンスターの長い腕によってボールを集め
ます。トレジャーゾーンのボールの散らばりを見な
がらジェスチャー入力で慎重モード、普通モード、
欲張りモード、一か八かモードを切り替えられます。

ひろせ たつき 東京都

廣瀬 建伎 5年生

つだ たつき 愛知県

津田 竜希 4年生

僕のロボットは最短でクリアするために、往復する
シンプルな動きにして、トラブルが起きやすい場所
には、質問を設置して、カメラの拡張機能を使い
質問に答えて解決するようにしました。

このロボットは、モーターを回転させて宝物を
発射口まで持ち上げています。次に、逆回転の
軸の方向を歯車で変えて、宝物を打ち出してい
ます。また、時間短縮のため待機時間を減らす
プログラムにしました。



第7試合

第8試合

みやうち りょう 埼玉県

宮内 瞭 5年生

このロボットの特徴はピンポン玉を跳ね上げて
ゴールへ転がす動きで、跳ねあげる位置などの
調整に苦労しました。
ダイナミックな動きを是非ご覧ください。

惑星で調査をする自動ロボットをイメージしました。
人工衛星のカメラ情報を利用するプログラムにより
宝物を運びます。カメラの判断がうまくいかなかった
場合、声でも動かせます。こうして人間も確認
しながら宝を全部運び終えるまで動き続ける
仕組みにしました。

かねた りひと 東京都

金田 理史 4年生

じんつうがわ いぶき 長野県

神通川 伊吹 6年生

僕のロボットの名前は、「ピニヨン」です。
ギアの仕組みを使っているためです。33cmの
サイズから、約８０cｍに変形して、ボールを集め
ます。確実に２０個のボールを集めるため、プロ
グラムを頑張りました。そのため、ラジコンのプログ
ラムを開発して、一つ一つ確実な動きを実験しま
した。応募の動画でも２０個集めました。全力
で頑張ります。

ぼくのクワガッタンの最大かつ最強の武器は全面
の大きなハサミです。このハサミで、20個のピンポ
ン玉を一網打尽します。
改良に改良を重ねたクワガッタンの活躍をどうぞ
見てください。

つかはら ひなた 埼玉県

塚原 陽向 6年生



出演者

スケジュール

Eテレ
(月)午後 前期
(月)午前 後期

「Why!?プログラミング」は、今、注目のプログラミング教育に対応した

番組です。アメリカ・マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）が開発した

教育用プログラミング言語「スクラッチ」を使い、子ども達にプログラミング

を楽しんでもらいながら、プログラミング的思考やプログラミングをする能力

を身につけてもらうことを狙っています。番組を見終わった後に、

この番組ホームページからスクラッチサイトに行き、番組と同じように

プログラミングを体験できるほか、プログラミングに興味を持った子ども達の

創造の場として、「ワイワイプログラミング」といったコミュニティーサイトも

運営しています。2020年からの小学校の教科でのプログラミング教育

導入にも対応、さまざまな教科でお使いいただける回もご用意していき

ます。

◆出演者 MC 上野 朝大（Tech Kids School 代表）
MC 高橋 あやな(ナレーター)
解説 和田 義久（ユカイ工学 エンジニア）

◆主催者 湯浅 孝 科学技術館 副館長
菅野 利美 NHKエンタープライズ 執行役員

◆審査員 長谷川 雄二 株式会社本田技術研究所
佐藤 慎祐 NOK株式会社
星野 健一 株式会社Cygames
田中 章愛 ソニー・インタラクティブエンタテインメント株式会社
澤木 利夫 パーソルＲ＆D株式会社
手塚 努 セメダイン株式会社
野村 泰朗 埼玉大学 准教授
吉田 葵 青山学院大学 助教

13時00分 開会式

13時20分 １回戦

14時00分 ２回戦

14時15分 休憩

14時25分 準決勝

3:30 3:40

10:05 10:15
〜
〜

14時35分 決勝

14時50分 休憩

15時05分 表彰式

15時15分 大会終了・休憩

15時25分 プログラミング講座

16時05分 イベント終了




