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熊本高専（八代）A「MOOSTAR]

都城高専B「追跡！完璧リン」

鹿児島高専B「D.O.N.EX」

有明高専A「カニ球」

熊本高専（熊本）A「hedgehog」

大分高専B「おさんぽ！ぽっちんGO」

佐世保高専B「でじかめ」

北九州高専A「Feature Future」

久留米高専A「Fish and Cats」

沖縄高専B「STORM」

佐世保高専A「ネコの手もカニたい」

有明高専B「キャロッ兎」

久留米高専B「@ssem T-01」

北九州高専B「Velonica」

鹿児島高専A「ヒュドラン」

沖縄高専A「Absolute」

大分高専A「Nice brirdie」

都城高専A「メカメカル」

熊本高専(熊本)B「ば!くまももんたい」

熊本高専(八代)B「ハルちゃんの羊」

熊本高専だより 2012　号外

いよいよ全国大会へ！

ロボコン 2012 競技ルール

　秋晴れの 10 月 21 日（日）、高専ロボ
コン九州沖縄地区大会が、熊本県合志市
の総合センタービーブルで開催され、地
元、熊本高専の「MOOSTAR」が圧倒的
な強さで優勝！　全国ロボコン大会出場
を決めました。
　25 周年を迎えた今年のテーマは『ベス
ト・ペット』。大会史上初めてコントロー
ラー無しでロボットを誘導するという高
度な技術課題になりました。誘導するた
めの道具やセンサ、移動のための歩行機
構、9 つのゴールをねらうための制御技
術、ボールを打ちだすアイデアなど、き
わめて見どころの多い競技となりまし
た。九州・沖縄地区は、全国一の激戦区
とも呼ばれており、今年もパーフェクト
続出の非常にレベルの高い、熱い戦いが

　今年の課題は、「ベスト・ペット」。様々な種類のペット・ロボットが、高専生と協力し
て玉入れを競います。各チームが赤・青のフィールドに分かれて対戦。戦うのは、各チー
ム１台のペット・ロボットと１名の伴走者。まずは、それぞれの相手チームによってブレ
イク・ショットが行われ、ボールがフィールドに散らされます。そして、伴走者がそれぞ
れ散らばったボールを拾ってペット・ロボットに渡し、受け取ったペット・ロボットが、
９つのゴールにボールを入れていきます。人間とペット・ロボットがコンビを組み、どの
ようにコミュニケーションを取りながら課題をクリアしていくかが見どころです。

優　　　勝　熊本高専 ( 八代キャンパス）Aチーム「MOOSTAR」※

準　優　勝　北九州高専 Bチーム「Velonica」
アイデア賞　有明高専 Bチーム「キャロッ兎」※

技　術　賞　鹿児島高専 Bチーム「D.O.N.EX」※

デザイン賞　北九州高専 Aチーム「Feature Future」
ベスト・ペット賞   都城高専 Bチーム「追跡 ! 完璧リン」※

特　別　賞（東京エレクトロン FE）
 　　  熊本高専（熊本キャンパス）Aチーム「hedghhog（ヘッジホッグ）」
特　別　賞（安川電機）熊本高専（八代キャンパス）Bチーム「ハルちゃんの羊」
ベスト     8　  熊本高専（熊本キャンパス）Bチーム「ば！くまモンたい」

九州沖縄
地区大会結果

優 勝
「MOOSTAR」熊本高専（八代キャンパス )

A チーム

全国大会と放送予定

地区大会：11 月 23 日（金・祝）
全国大会：12 月 16 日（日）

繰り広げられました。

※は全国大会出場校

九州沖縄地区大会

アイデア対決・全国高等専門学校
ロボットコンテスト 2012

17:00－17:59（NHK 総合）
13:05－13:59（NHK 総合）

対戦結果 九州沖縄地区大会　

※Pはパーフェクト

全国大会は、11 月 25 日（日）、東京両国国技館で開催さ
れます。優勝した本校八代キャンパスＡチームは、現段階
で本大会の最速タイムを記録しており、全国大会での活躍
が期待されています。



検索熊本高専 http://www.kumamoto-nct.ac.jp/

八代キャンパス 〒866-8501 熊本県八代市平山新町 2627 
TEL:096-242-6192（学生課）
TEL:0965-53-1231（学務課）

熊本キャンパス 〒861-1102 熊本県合志市須屋 2659-2 

平成 25年度入学試験 推薦選抜：願書の受付期間　平成 25 年 1 月 8 日（火）～ 1月 15 日（火）選抜試験実施日　平成 25 年 1 月 26 日（土）
学力選抜：願書の受付期間　平成 25 年 2 月 5 日（火）～ 2月 12 日（火）学力検査実施日　平成 25 年 2 月 24 日（日）

ロボコンチーム紹介　八代 A

MOOSTAR（モースター）
　スピーディーかつ確実な試合運びで
全試合パーフェクトを達成。２回戦で
は大会最速記録（29 秒）をたたき出し、
準々決勝（対鹿児島高専）、準決勝（対
大分高専）と勝ち進み、決勝では九州
沖縄地区で全国大会最多出場を誇る北
九州高専と対戦、パーフェクト勝ちで、
みごと初優勝！

水永　悠介（松橋中学校 出身）
畑野　利章（一の宮中学校 出身）
松下　祐太（八代第六中学校 出身）

メンバー

ロボコンチーム紹介　八代 B

ハルちゃんの羊
　お嬢様と執事（羊）というユニーク
な設定に加え、カメラや反射鏡を用い
た回帰反射型光電センサ、超音波セン
サによる壁認識など多彩な技術を披
露。Twitter でも話題を集めました。
ペットロボットらしさが評価され、安
川電機から特別賞を獲得！

野田　諒　  （本渡中学校 出身）
大森　春佳（出水中学校 出身）
土黒　聖斗（本渡中学校 出身）

メンバー

ロボコンチーム紹介　熊本 A

hedghhog（ヘッジホッグ）
　開幕第一試合に出場し、みごと九州
沖縄地区大会最初のパーフェクト勝
ち。カメラを使った誘導、9 発同時発
射の一瞬のゴールが特徴の優れもの。
１回戦のパーフェクト勝ち、２回戦の
熱戦が評価され、東京エレクトロン
FE から特別賞を獲得！

　八代Ａチーム
の代表に優勝の
喜びと全国大会
への意気込みを
聞きました。
「最初は緊張し
たけど、だんだ

持田　章寛（託麻中学校 出身）
坂本　譲二（旭志中学校 出身）
本田　光一（大津中学校 出身）

メンバー

ロボコンチーム紹介　熊本 B

ば！くまモンたい
　地元熊本をとことん PR する、九州
新幹線とご存知『くまモン』をモチー
フにしたロボット。新幹線に乗ったく
まモンがプレゼントを届けるという設
定で、２回戦から出場。くまモンの眼
も光り、準々決勝まで勝ち進んで、会
場を沸かせました。

中丸　直也（菊池南中学校 出身）
小林　瑠志（桜木中学校 出身）
塚本　紘士（桜山中学校 出身）

メンバー

熊本高専だより 2012　号外

成績をあげてくれました。
　また、優勝にあたっての多くのエピ
ソードを水永くんが語ってくれまし
た。大会前日には北九州高専のメン
バーと「決勝で会いましょう」と握手
を交わしたこと。開会式直前には、な
んと試走エリアのゴールがロボットに
倒れかかるというアクシデントが！そ
の際、多くの他高専の学生達が支えに
駆け付けてくれたそうです。
　「全国に行けなかった他の高専の高
専のためにも頑張りたい。絶対日本一
を取ります。」水永くんがそう力強く
語ってくれました。

八代初優勝

喜びの声

ん楽しくなってきた」とは伴走者松
下くんの声。ブレイクショットを担
当した畑野くんからは「人生で一番
頑張ったと思います」との言葉。一
方リーダーの水永くんは、優勝直後
を振り返り、「嬉しかったけどすぐに
全国大会のことを考え出しました。」
とのことでした。
　決勝戦前には幼稚園児からも「もー
すたー」との応援の声がありました。
「MOOSTAR」という名前はモチーフ
とした牛の鳴き声と、モンスターの
ような強さ、スターをかけた名前だ
そうです。今回はみごと名前通りの


