
ロボット

番号

ロボット名 チーム名 一般賞

401 ASD-new 愛知産業大学工業高校 エレキ賞

402 ホタルの家ホタルドーム ホタルグループ ホタル賞

403 ミドリのカーテン ホタルグループ グリーン賞

404 エコ水散き ホタルグループ ウォーター賞

当日協力 405 ロボット洗浄装置 三協野原 感謝賞

410 食塵楽(くじら) 助光中学　兎と猫 ドリーム賞

411 クマ箱 助光中学　Skull 環境賞

412 グルピカロボット 助光中学　ボロッツ 技術賞

413 智紀猫ランチタイム 助光中学　猫の教団 ユーモア賞

414 的当てごみ箱 助光中学　ざ・大嶋 アイデア賞

415 工大祭ゴミ箱コンテスト参加チーム ユーモア賞

416 工大祭ゴミ箱コンテスト参加チーム 環境賞

417 工大祭ゴミ箱コンテスト参加チーム アート賞

418 工大祭ゴミ箱コンテスト参加チーム 技術賞

419 工大祭ゴミ箱コンテスト参加チーム アート賞

420 工大祭ゴミ箱コンテスト参加チーム ドリーム賞

421 工大祭ゴミ箱コンテスト参加チーム ドリーム賞

422 工大祭ゴミ箱コンテスト参加チーム アイデア賞

423 工大祭ゴミ箱コンテスト参加チーム 環境賞

424 工大祭ゴミ箱コンテスト参加チーム ユーモア賞

425 工大祭ゴミ箱コンテスト参加チーム ドリーム賞

430 きまぐれくまさん くまさんチーム キュート賞

440 堀川浮遊ゴミ大好き(漉き) チームひょっとこ隊 環境賞

441 遊歩(UFO)クラゲ チームひょっとこ隊 実はハイテク賞

442 でんでん虫型ゴミ回収ロボット 堀川に魚を棲まわせ隊 環境賞

443 縦横無尽 倉敷工業高校　課題研究班 コウカあり賞

444 Haul Netter チーム三兄弟 親子愛賞

445 ジャクソン 助光中学　おたまじゃくしのジャクソン 工作賞

446 キャッチャー　ホリゴン プロジェクト堀川＆新聞部 がっつりとりま賞

447 タラちゃん 名工大エコロボットプロジェクト チャレンジ賞

448 巨大迷路遊びにおいで チームひょっとこ隊 技術賞

449 さあ。陸へ上りましょ チームひょっとこ隊 環境賞

450 エコむし2 名古屋市立工業高校　環境技術科 アート賞

451 助光ファイヤー001号 助光中学　助光ブラザーズ 技術賞

452 MANTA Jr. 名城高校 ユーモア賞

453 魚虎(しゃちほこ) HRF アート賞

課題部門

A

（水上ゴ

ミ）
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一般賞・表彰リスト

一般部門

（事前）

課題部門

B

（陸上ゴ

ミ）



ロボット

番号

ロボット名 チーム名 一般賞

460 折り船の水中翼帆船 チームひょっとこ隊 キャンセル

461 グッドレスキュー チームひょっとこ隊 使命感賞

462 目指せアヒルGOGO！ 碧南工業高校　電研部 アート賞

463 シジミ型水質浄化ロボット改良Ⅱ型 堀川に魚を棲まわせ隊 しみじみ賞

464 堀タイダリズム 名工大リバーラボ 実験が大好きになるで賞

465 パスルーズ改二乗GR 名古屋市立工芸高等学校 技術力賞

466 マッハ！剛！Go！号 名南工業のゆかいな生徒たち ユーモア賞

467 遊麗船 東山工業高校　派威励津 技術力賞

468 Becken　（ベッケン） DIT-HL（ディット　ハシラボ） アイデア賞

469 海神～ワタツミ～ (株) 高木製作所 ドリーム賞

470 ポセイドン imagineers ゆっくり賞

471 アトランティス 名城大学付属高等学校 まちが広がる賞

472 IIUKM 起工・化学工業科 ユーモア賞

473 堀川見はり番 よっしゃ！TAKEDA アート賞

474 ペルチェ号 オコC 技術賞

475 海賊船　黒龍 轟け！！近藤組 パイレーツで賞

476 ヘドロ水浄化ロボット　ウォーターエコ3号 大同工大　CEED-DAITO 環境賞

477 見太郎-----(みたろう) チームひょっとこ隊 環境賞

478 ゴミギン着 チームひょっとこ隊 アイデア賞

479 会長いゃん(はぁと)くっく 東山工業高校の技術力は世界一イイィィィ！！ 世界一で賞

480 エコむし1 名古屋市立工業高校　環境技術科 デザイン賞

481 SNEG 東山工業高校　S,S,V,DRAGUNOVA シンプル賞

482 クジラ型ロボットCORO 大同高校OB会 見えるかな？賞

483 ギンギラギン AUTエコロジスト シルバー賞

484 Aeration 三輪BOYS バッキー賞

485 水質浄化ロボット？ 岡崎工業高校　化学工業科 技術賞

486 fromNAKAGAWA チーム中川水位 キャンセル

487 通りゃんせ チームひょっとこ隊 プカプカ賞

488 HAMAYU^ 名城の風 チームワーク賞

489 金色の希望 愛知工業高等学校　化学工業科 金ピカ賞

490 工作部門 うまく作れたで賞

491 工作部門 うまく作れたで賞

492 工作部門 うまく作れたで賞

493 工作部門 うまく作れたで賞

494 工作部門 うまく作れたで賞

495 工作部門 うまく作れたで賞
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一般賞・表彰リスト

一般部門

工作部門



愛知県知事賞

402～404 ホタルグループ

名古屋市長特別賞

443 縦横無尽 倉敷工業高校　課題研究班

名古屋港管理組合賞

466 マッハ！剛！Go！号 名南工業のゆかいな生徒たち

名古屋市上下水道局長賞

467 遊麗船 東山工業高校　派威励津

愛知県教育委員会賞

469 海神～ワタツミ～ (株) 高木製作所

名古屋市教育委員会賞

410～414，445，451 助光中学校

444 Haul Netter チーム三兄弟

愛知県工業高等学校校長会会長賞

489 金色の希望 愛知工業高等学校　化学工業科

（社）中部経済連合会

405 ロボット洗浄装置 三協野原

（財）中部科学技術センター会長賞

476 ヘドロ水浄化ロボット　ウォーターエコ3号 大同工大　CEED-DAITO

（財）中部産業活性化センター賞

473 堀川見はり番 よっしゃ！TAKEDA

名古屋商工会議所会頭賞

415～425 工大祭ゴミ箱コンテスト参加チーム枠

488 HAMAYU^ 名城の風

名古屋工業会理事長賞

480 エコむし1 名古屋市立工業高校　環境技術科

瀬戸信用金庫理事長賞

440，441，448，449，461，477，478，487 チームひょっとこ隊

名古屋堀川ライオンズクラブ会長賞

483 ギンギラギン AUTエコロジスト

名古屋工業大学学長賞

465 パスルーズ改二乗GR 名古屋市立工芸高等学校

最優秀エコロボット賞（課題部門A）

440 堀川浮遊ゴミ大好き(漉き) チームひょっとこ隊

最優秀エコロボット賞（課題部門B）

414 的当てごみ箱 助光中学　ざ・大嶋

特別賞・表彰リスト
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