
ロボットトライアスロン優勝チーム
賞 チーム名（よみ） ロボット名（よみ） 所属 賞 チーム名（よみ） ロボット名（よみ） 所属

第１回 学内⼤会のため資料なし
第２回 2002/9/22 札幌開催 北海道⼯業⼤学 総合優勝 Fox Hound Project V 室蘭⼯業⼤学

2002/10/20 室蘭開催 室蘭⼯業⼤学 総合優勝 チーム機⼒ 旧カブト君 北海道⼤学
第３回 2003/9/21 札幌開催 北海道⼯業⼤学 総合優勝 チーム機⼒B 吸太郎 北海道⼤学

2003/10/19 室蘭開催 室蘭⼯業⼤学 総合優勝 チーム機⼒B 吸太郎 北海道⼤学
第４回 2004/9/5 札幌開催 北海道⼤学 総合優勝 NEW_MOON ボタンA 北海学園⼤学

2004/10/24 室蘭開催 室蘭⼯業⼤学 総合優勝 チーム0202 ワニ君 北海道⼤学
第５回 2005/10/2 札幌開催 北海道⼯業⼤学 総合優勝 BLACK SMITH 結局はカネゴン XP SP2北海道職業能⼒開発⼤学校

2005/10/23 室蘭開催 室蘭⼯業⼤学 総合優勝 BLACK SMITH 結局はカネゴン XP SP2北海道職業能⼒開発⼤学校
第６回 2006/9/24 札幌開催 北海道⼯業⼤学 ノーマル総合優勝 Ｓ電機 レッドデビル 北海学園⼤学 オープン総合優勝 にこにこぷん たこデビル 北海道職業能⼒開発⼤学校

2006/10/22 室蘭開催 室蘭⼯業⼤学 ノーマル総合優勝 システム制御2 カワズちゃん 北⾒⼯業⼤学 オープン総合優勝 にこにこぷん たこデビル 北海道職業能⼒開発⼤学校
第７回 2007/9/30 札幌開催 北海道⼯業⼤学 ノーマル総合優勝 B1 吉尾 北海道⼤学 オープン総合優勝 にこにこぷん×2 ろっくまん 北海道職業能⼒開発⼤学校

2007/10/21 室蘭開催 室蘭⼯業⼤学 ノーマル総合優勝 勉くんα のぞみ 公⽴はこだて未来⼤学 オープン総合優勝 にこにこぷん×2 ろっくまん 北海道職業能⼒開発⼤学校
第８回 2008/9/28 札幌開催 北海道⼯業⼤学 ノーマル総合優勝 勉くんα のぞみ 公⽴はこだて未来⼤学 オープン総合優勝 UEMOO SFC スターマン 北海道職業能⼒開発⼤学校

2008/10/19 室蘭開催 室蘭⼯業⼤学 ノーマル総合優勝 勉くんγ メタボン 公⽴はこだて未来⼤学 オープン総合優勝 にかいびぶんち いーえすでーえす 北海道⼤学
第９回 2009/9/27 札幌開催 北海道⼯業⼤学 ノーマル総合優勝 TTI カブトムC 室蘭⼯業⼤学 オープン総合優勝 MHG モノブロス 北海道⼤学

2009/10/11 室蘭開催 室蘭⼯業⼤学 ノーマル総合優勝 FUNBOT カニ分家 はこだて未来⼤学 オープン総合優勝 G爆笑 super agriculture 北海道⼤学
第１０回 2010/10/16 第10回記念⼤会 サッポロファクトリーノーマル総合優勝 FUNBOT-蟹 カニ⽯ はこだて未来⼤学 オープン総合優勝 UEMOO 修造 北海道職業能⼒開発⼤学校
第１１回 2011/10/2 札幌⼤会 北海道⼯業⼤学 ノーマル総合優勝 茂⾕茂⾕ Down by law 北海道⼯業⼤学 オープン総合優勝 UEMOO 修造 北海道職業能⼒開発⼤学校
第１２回 2012/9/17 札幌⼤会 札幌コンベンションセンターノーマル総合優勝 HGU-F-01 刻兎 北海学園⼤学 オープン総合優勝 UEMOO 修造V3 北海道職業能⼒開発⼤学校
第１３回 2013/9/29 札幌⼤会 北海道⼯業⼤学 ノーマル総合優勝 KS電機 IOC 北海学園⼤学 オープン総合優勝 NYS RDno 北海道⼤学
第１４回 2014/9/14 札幌⼤会 札幌市⻘少年科学館ノーマル総合優勝 RD技研A班 烈⾵ 北海道⼤学 オープン総合優勝 RD_AOS スライダー2号 北海道⼤学
第１５回 2015/9/13 札幌⼤会 北海道⼤学 ノーマル総合優勝 RD技研Z班 USA 北海道⼤学 オープン総合優勝 RD技研A班 陸⾵ 北海道⼤学
第１６回 2016/9/25 札幌⼤会 北海道科学⼤学 ノーマル総合優勝 void Crambot 北⾒⼯業⼤学 オープン総合優勝 RD技研 KAZE 北海道⼤学
第１７回 2017/9/24 ⼩樽⼤会 北海道職業能⼒開発⼤学校ノーマル総合優勝 マサルとゆかいな仲間たちマサル1号 北海道科学⼤学 オープン総合優勝 WING Geblase 室蘭⼯業⼤学
第１８回 2018/9/30 札幌⼤会 札幌市⽴⼤学 ノーマル総合優勝 制御A班 ⾚は⿊ (感情を込めて)室蘭⼯業⼤学 オープン総合優勝 E302-2 SilverPower 室蘭⼯業⼤学
第１９回 2019/9/29 札幌⼤会 北海道科学⼤学 ノーマル総合優勝 Team ムックリ BBM.Write(S,K); 北海道科学⼤学 オープン総合優勝 室蘭平成令和組 Mr. MEIJI-Power 室蘭⼯業⼤学
第２０回 開催⾒送り

ロボット・トライアスロン・オンライン2021 賞 チーム名（よみ） 所属
2021/9/27 第１⽇程 オンライン 第１位 アナーキー製作所 北海道科学⼤学
2021/12/5 第２⽇程 オンライン 第１位 絶対☆零度 室蘭⼯業⼤学


