
令和３年度　第２１回全国中学生創造ものづくりフェア
全国中学生創造アイデアロボットコンテスト全国大会　R4.1.22

審判マニュアル【応用・発展部門】　　　　　　　　　　　（中四国地区作成）

0
車検
の注
意点

☆メインロボット （メインロボ）
・有線リモコンによる 有線操作ロボット と し、２台まで製作してよい。
・開始時に ２台とも 300×60のスタートエリアに収まること。 （高さ 300 以内）
・開始後に変形 、分離は良い 。
・電源は公称電圧１．５Ｖ以下の 電池を ４ 個 まで使用可 。
※ただし、 １台のロボットに使用する電池の個数は、２ 個 まで。
・動力源は DC ブラシ付モータ。個数は合計 ６ 個まで。
※種類はマブチモータＲＥ ２８０タイプ程度の性能（本体サイズが直径２５ｍｍまで）

☆自律制御運搬ロボット （運搬ロボ）
・制御基板を搭載し、プログラミングによる自律制御で動作する もの。
・開始時に、200×200の スタートエリアに収まること。 （高さの制限なし）
・開始後に変形は良い。分離は不可。
・電源は公称電圧１．５Ｖ以下の電池を４ 個 まで使用 可。
※制御基板を動作させる電源は、必要分の使用可。
・動力源はモータ４ 個まで、種類は問わないが改造はしない。
　　（サーボモータの使用も可）
・メインロボットから何らかの入力信号を受けて始動 する こと 。
　　（スイッチを押す、センサ 等で起動等）
☆ご当地キャラ人形　　・重さ50 g以上

１

チー
ムの
コー
ル

・競技の順番にしたがって、チーム（学校名、チーム名）を確認し、競技者をコートに誘導す
る。※チーム名の確認をする。
・コートに置かれたチームの表示板も確認させる。
・１チーム最大６名。
・全員競技参加可。
・自チームエリアの外側のみ行動可。
※リモート用の撮影カメラの視野を妨げないように注意を促す。

２
開始
宣言

「これから、（チーム名）の競技を始めます。礼！」
・整列させて大きな声であいさつをさせる。「おねがいします。」

３

競技
の
準備

☆チームメンバーにやってもらうこと
・全ロボットをスタートエリアへ規定のサイズを超えないように設置。
・メインロボのコントローラをコート外の床に置く。
・運搬ロボの電源スイッチ を入れ、キャラを救出エリアのキャラステージ上に設置。

☆審判がやること
・炎ブロック３個を炎ステージ上 の右図の黒ビニルテープの位置へ設置。
　　　　　※　後ろ２個の間が空いていること。（18mm）
・水球 を１０ 個 ずつに分けて、各チームのため池エリアの中央付近にばら撒く。

４
競技
開始

■スタート[競技時間150秒]
・タイマーのカウントダウン「Start」と同時に審判が「スタート」と宣言。
　操縦者は「スタート」の宣言後に、コントローラを持ち操作を開始する。
※フライングの場合は、そのチームのみ再スタート、スタートエリアからやり直し。時間は止め
ずにそのまま継続。

■競技中
【第１段階：取水フェーズ】
基礎ポイント： 水球をホームエリアに持ち込んだ 。１ 個 1 点
　　　　　　　　　　　　 ※ポイントは ３個分まで

・ため池エリアにある水球をすくってホームエリアに戻るとポイントが与えられる。
・メインロボは 自チームのため池エリアに進入、水球をすくい、ホームエリアに戻る。
※水球はロボットが保持していなくても良く、床面を転がしても良い。



･自エリアのため池エリア外や相手エリアに水球が出てもそのまま｡
･コート外に出た水球はチームメンバが取り上げ、コート外のロストアイテムかごに速やかに入
れる。
・相手ため池エリアの床面や水球に触れる、 相手ロボットの活動を妨げる→ファール
※一時的に相手エリア上空にはみ出てしまうことはかまわない。
・運搬ロボを始動させて、水球の運搬をさせても良いが、ため池エリアの床面に触れると
ファールとなる。
・ファール発生時
→ファールをおこしたロボットが持つ水球はチームメンバが全て取り外す。
→取り外したボールは、審判が、ため池エリアの中央付近に戻す。
→当該ロボットのみスタートエリアにサイズを戻した上で設置し、チームメンバが、「再スター
ト」をコール→審判が「再スタート許可します」で再スタート。その間、他のロボットは作業を続
けてもかまわない。

【第２段階：消火フェーズ】
基礎 ポイント：炎ブロックを倒した。１本 ３ 点 ×３本
ボーナスポイント：水球で炎ブロックを倒した。 ＋３点 ×３本_
・メインロボが、 ホームエリア内（テープ部分含） から放水（投球）し、炎ブロックを倒す。
・メインロボが、炎ブロック３個全て倒れる前に現場エリアに入る・触れるとファール。
・水球を投げた勢いで床に触れてしまうことはOK。速やかに離れればファールに しない。（審
判から注意を受けても離れない場合はファールとする。）
・空中部分にはみ出すことは良いが、床面上にある水球に触れたり、炎ブロックに直接触れ
たり（水球を介して炎ブロックに直接力を及ぼすことも含） する とファールとなる。
・炎ブロック３個全て倒れる→審判が「消火完了、進入可」と宣言。全ロボットが現場エリアに
進入できる。
・コート内に落ちた水球は全てそのまま。
・ホームエリアや取水エリアに落ちた水球はすくい上げて利用することができる。
・コート外に落ちた水球は、チームメンバが取り上げ、 コート外のロストアイテムボックスに速
やかに入れる 。
・水球がキャラに衝突し倒れてもそのままとするが、キャラがコート外に落下した場合は、 審
判 が拾い上げ、キャラステージ上中央 に倒れた状態で置く。
・競技開始後１分を超え、利用可能な水球がなくなった り、水球での消火が出来な い と判断
したときは、メンバーが審判に「消火不可、突入します。」とコールし、審判が「突入可」と宣言
すれば、メインロボが現場エリアに立ち入って炎ブロックを直接倒すことができる。
・審判は突入前に倒れている炎ブロックの本数 を得点シートに記録しておく。
・水球が相手現場エリアに飛んでいき、相手の炎ブロックを誤って倒したとき、
→相手チームが 「突入」前→相手チームにボーナスポイント追加
→相手チームが 「突入」後→相手チームに基礎ポイント追加

【第３段階：救助フェーズ】
基礎ポイント：運搬ロボにキャラを載せた。３点 （メインロボで保持したままは１点
ボーナスポイント：運搬ロボ自身の動作でキャラを載せた。＋３点
※メインロボが補助的に支え、運搬ロボ自身の動作によって載せた場合ボーナス可。

・運搬ロボはメインロボからの動作により、スイッチやセンサ等を反応させて始動させること。
※メインロボのコントローラスイッチから直接運搬ロボへ信号を送るなどは不可。
・メインロボおよび運搬ロボは、 倒れた炎ブロックを移動させても良い。
・往路では、 運搬ロボの方向の修正をメインロボによって行っても良い。
・キャラが床面に落下した場合は、保持し直 して載せれば同様にポイントが与えられ る。 ま
た、 キャラがコート外に落下した場合は、審判 が拾い上げ、キャラステージ上中央に倒れた
状態で置く。
・救出エリア内であれば、 メインロボによってキャラを載せた運搬ロボの方向を修正したり、
キャラが落ちないように補助しても良い。

【第４段階：搬送フェーズ】
基礎ポイント：スタートエリアまでキャラを搬送。３ 点（現場エリアの途中まで １ 点）
ボーナスポイント：現場エリア間を運搬ロボ自身の動作でキャラを搬送できた。＋ ３ 点



※キャラを載せた運搬ロボが現場エリアを通過中に、メインロボが運搬ロボやキャラに一度で
も触れた場合は、ボーナスポイントは与えられない。

・キャラが落下した場合
→運搬ロボがその場で停止かつメインロボで載せ戻して搬送再開できた場合は、ボーナスポ
イントの権利は継続する 。（メインロボが搬送した場合は、ボーナスポイントなし）

・チームメンバが「リトライ」をコールし、審判が「リトライ許可」と宣言した場合
→チームメンバが運搬ロボを救出エリアかホームエリアの任意の位置に戻し、キャラを運搬ロ
ボに載せる。 「再スタート」をコールし、審判が「再スタート許可」と宣言すれば、メインロボの
動作によって再スタートすることができる。なお、その間メインロボはそのまま継続して移動し
てもかまわない。

【第５段階：帰還フェーズ】
基礎ポイント：ホームステージ上にキャラを載せた。 ３ 点
ボーナスポイント：運搬ロボ自身の動作でホームステージ上にキャラを載せた。＋３点
ボーナスポイント：ゴール時の残り時間 １０ 秒毎に＋ 1 点
　例）　残り時間 ５秒→０ 点、 残り時間 １７秒→ １ 点

・ホームステージ上にキャラを帰還させ、チームメンバが「帰還しました。」とコール
→審判がキャラの状態を判断して「ゴール」と宣言し、残り時間（秒数）を記録する。

・帰還の判断は、キャラがホームステージの上面に触れていて、いずれのロボットも キャラに
触れておらず、ホームエリアの床面にも触れていないこととする。（側面の２×４材に触れてい
るのは可）

〇 壁に触れてる 〇（ロボに触れてない） ×（床に触れてる） ×（ロボに触れてる）

・キャラが コート床面に落下した場合や、帰還の判断が不完全な場合は、メインロボによって
保持し直す等して置き直すことができるが、ボーナスポイントは与えられない。
・キャラがコート外に 落下した場合は、 チームメンバが取り上げてホームステージ周辺の任
意の場所に置き、 全てのロボットを現場エリアの任意の位置に置き、 審判に再スタートを
コールして認められれば再スタートする ことができる。

■ピットイン（ロボットの不調、転倒などで、競技中にセッティングのやり直しをすること）
・ピットインは、操縦者が審判に「ピットイン」と コール することで認められる。審判は、認める
場合は指でそのチームのスタートエリアを指し「ピットイン」と宣言。
・ピットインの許可を受けたチームは、審判の観察の下、メンバーでロボットをスタートエリアに
戻し、セッティングを行う。この間、競技時間は経過する。
・再スタートは、ロボットをスタート時のサイズに戻し、審判の許可を得てから行う。審判の許
可なく再スタートした場合は、ファールとなる。
・ゴ ムやバネの掛け替え（掛け替えを前提に製作している）、ロボットの手動による変形、ロ
ボットの移動や方向転換など、不正なピットインを行った場合はファールとなり、即失格となる
場合もある。
・水球を保持していた場合は、チームメンバが全て取り外し、審判によって ため池エリアの中
央付近に戻す。
・キャラを保持していた場合は、チームメンバが取り外して、キャラステージの任意の位置に
戻すこと。

■失格となる行為
・審判団や参加者に対する暴言行為。
・審判団の注意や指示に従わない行為。
・競技コートやアイテムを故意に変形させたり破損させたりする行為。
・１試合につき、ファールを２回受けた時



５
競技
終了

タイマー「0」のブザー音が鳴った瞬間
→審判が、「やめ、コントローラを置きなさい」と指示し、操縦者にコントローラをコート外の床
に置き手を離させる。
→メンバーが運搬ロボを速やかに手で押さえ、電源をOFFにしてその場に置く。
→運搬ロボとキャラの位置について、確認してくおく。

６
得点
集計 ① 合計ポイントの多いチームの勝ち。

② 合計ポイントが同点の場合、次の優先順位で判断する。
　(1) ボーナスポイントの合計が多い方
　(2) ロストアイテムボックスの水球が少ない方
　(3) ファールの少ない方
（追加）ゴールタイムの残り時間（秒数）が多い方
　(4) 水球５発ずつの放水ＰＫ戦（炎ブロックの倒れた本数の合計で競う。）
　(5) 代表者の抽選

７
結果
発表

チームのメンバーを整列させ、「試合結果を発表します。」
「（　　　）チーム（　　　）点、（　　　）チーム（　　　）点、よって（　　　）チームの勝ち」

８
終了
宣言

「礼！」「ありがとうございました。」
審判は記録表を競技者の代表者に見せて、確認・サインをもらい、記録集計係りに手渡す。


