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2022 11.17 THU. - 18 FRI.

全国9地区から選抜された40チームが、真のチャンピオンを目指します！

決戦の様子はオンラインでも配信します！

2022 11.17 THU. 2022 11.18 FRI.

パシフィコ横浜　展示ホールD　
詳細ページ：https://www.etrobo.jp/2022championship/

会 場

【スケジュール（予定）】

11:35～11:55　開会式
11:55～14:15　プライマリークラス競技
14:30～15:45　アドバンストクラス競技
16:05～16:55　表彰式

ETロボコン参加チームから提出されたモデルを基に、
ETロボコンで学んだ技術を実際の開発にどう活かすかを
学ぶことができます。その他、組込み業界の第一線で活躍

しているETロボコン審査員による特別ワークショップを
多数ご用意しております。

競技会CHAMPIONSHIP ワークショップWORKSHOP



エントリークラス大会

ETロボコン2022地区大会までの道のり
新しい生活様式に適応しながら、人材育成の新しい価値や体験の仕方を提供した「ETロボコン2022」
今年、3年ぶりにリアル会場での地区大会を開催しました！
大会の入場者数を制限する等、通常通りの開催とはなりませんでしたが、技術教育や相談会等をオンラインで開催したり、

来場ができなかった参加者と大会会場でオンライン接続したり、オンラインとリアルの良さを活かしたハイブリット開催を実現しました。

エントリークラスは、一昨年前に導入したシミュレータでの競技会を実施し、全国55チームの中から頂点を決めました。
プライマリークラス、アドバンストクラスについては、9月18日（日）より約1か月をかけて全国9地区で地区大会が行われ、
チャンピオンシップ大会に出場するチームが選抜されました。

開催発表会 2022年2月15日（火）
参加申込み期間 2022年3月16日（水）～4月22日（金）
技術教育 2022年5月～7月
モデル相談 2022年6月～8月
試走会1 2022年7月～8月
モデル提出締切 2022年8月24日（水）
試走会2 2022年8月～9月

★プライマリークラス・アドバンストクラス

北海道地区大会 2022年9月24日（土） 北海道情報大学

東北地区大会 2022年9月23日（金・祝） いわて県民情報交流センター7階
  小田島組☆ほ～る

東京・北関東地区大会 2022年9月18日（日） 早稲田大学西早稲田キャンパス

南関東地区大会 2022年10月15日（土） 神奈川工科大学

東海地区大会 2022年10月15日（土） 浜松職業能力開発短期大学校

関西・北陸地区大会 2022年9月24日（土） TWIN21 MIDタワー
中四国地区大会 2022年10月2日（日） 福山大学社会連携推進センター

九州北・九州南地区大会 2022年10月2日（日） 福岡SRPセンタービル
沖縄地区大会 2022年9月24日（土） 沖縄県立武道館

★エントリークラス

2022年10月9日（日）　オンライン開催

地区大会

東北地区

南関東地区

東海地区

関西・北陸地区

東京・北関東地区

九州北・九州南地区

沖縄地区

北海道地区

中四国地区



北海道地区 プライマリークラス

優勝

準優勝

第3位

優勝

ゴールドモデル

SPIKE賞

前前前進

塩辛ーズ

SUPPAIFAMILY
前前前進

北都しか勝たん

SUPPAIFAMILY

日本工学院北海道専門学校 情報処理科
公立はこだて未来大学

日本工学院北海道専門学校 情報処理科
日本工学院北海道専門学校 情報処理科
北都システム株式会社

日本工学院北海道専門学校 情報処理科

総合

競技

モデル審査

地区特別表彰

九州北・九州南地区 プライマリークラス

優勝

準優勝

第3位

優勝

ゴールドモデル

KERT-B3
PSDGs Youth
おかけん

KERT-B3
KERT-B3

九州産業大学理工学部情報科学科 
パナソニック システムデザイン株式会社 
第一工科大学

九州産業大学理工学部情報科学科 
九州産業大学理工学部情報科学科 

総合

競技

モデル審査

アドバンストクラス

優勝

準優勝

第3位

優勝

ゴールドモデル

累とゆかいな仲間たち

KatLab
SOROT☆SCSKQ
Smart Reborns
KatLab
Smart Reborns

麻生情報ビジネス専門学校電子システム科

宮崎大学

SCSK九州株式会社 
九州産業大学理工学部情報科学科

宮崎大学 
九州産業大学理工学部情報科学科 

総合

競技

モデル審査

IPA賞

沖縄地区

アドバンストクラス

優勝

優勝

ゴールドモデル

とっとこISD（ロボV4）
とっとこISD（ロボV4）
とっとこISD（ロボV4）

株式会社国際システム

株式会社国際システム

株式会社国際システム

総合

競技

モデル審査

プライマリークラス

優勝

準優勝

第3位

優勝

ゴールドモデル

オキダイ

沖ポリTech

琉球大学Robotサークル

沖ポリTech

オキダイ

沖ポリTech

沖縄大学

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 沖縄支部

沖縄職業能力開発大学校・電子情報技術科

琉球大学大学院理工学研究科工学専攻

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 沖縄支部

沖縄職業能力開発大学校・電子情報技術科

沖縄大学

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 沖縄支部

沖縄職業能力開発大学校・電子情報技術科

総合

競技

モデル審査

IPA賞

プライマリークラス東北地区

優勝

準優勝

第3位

優勝

ゴールドモデル

 

JASA東北支部賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

ABCリベンジャーズ
ヒット＆ラン

株式会社イーエムエス

ABCリベンジャーズ
ヒット＆ラン

ヒット＆ラン

ABC秋田 YR2
GTHS
Monolith2022
NITICあきたらぼ

学校法人コア学園 秋田コア ビジネスカレッジ 高度職業実践科３年
八戸工業大学 工学部
株式会社イーエムエス 北日本本社
学校法人コア学園 秋田コア ビジネスカレッジ 高度職業実践科３年
八戸工業大学 工学部
八戸工業大学 工学部
学校法人コア学園 秋田コア ビジネスカレッジ
青森県立五所川原工科高等学校

岩手県立大学ソフトウエア情報学部ソフトウェア情報学科

一関工業高等専門学校

総合

競技

モデル審査

IPA賞

地区特別表彰

プライマリークラス東京・北関東地区

優勝

準優勝

第3位

優勝

ゴールドモデル

 

学生表彰

ｔａｄａｉｍａ Ｇ６

risobot
ＪＥＣＪＹ１

ｔａｄａｉｍａ Ｇ６

8月生まれ
土浦れんこんさんチーム3

ＭＳ＆ＡＤモード２Ｐ

ＪＥＣＪＹ１

情報技術開発株式会社

理想科学工業株式会社 ES開発部
日本電子専門学校情報システム開発科

情報技術開発株式会社

株式会社ベリサーブ

日立建機株式会社

ＭＳ＆ＡＤグループ（ＭＳ＆ＡＤシステムズ、
三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保）

日本電子専門学校情報システム開発科

総合

競技

モデル審査

IPA賞

地区特別表彰

プライマリークラス関西・北陸地区

優勝

準優勝

第3位

優勝

ゴールドモデル

Team SPF
NewS1
さざんか

ｅ→ＲｏＢ´

Team SPF
Team SPF

パナソニック株式会社エレクトリックワークス社

株式会社ステップワン　ソフトウェア開発部

金沢工業大学

株式会社エネゲート制御機器事業部

パナソニック株式会社エレクトリックワークス社

パナソニック株式会社エレクトリックワークス社

総合

競技

モデル審査

IPA賞

プライマリークラス中四国地区

優勝

準優勝

第3位

優勝

ゴールドモデル

おはサイくん4号
あわよくば横浜

ヒロコンロボット

おはサイくん4号
おはサイくん4号
おはサイくん4号

株式会社ジェイテック

学校法人斐川コア学園 出雲コアカレッジ
ヒロコン株式会社

株式会社ジェイテック

株式会社ジェイテック

株式会社ジェイテック

総合

競技

モデル審査

IPA賞

2022年度地区大会表彰チーム一覧

南関東地区 プライマリークラス

優勝

準優勝

第3位

優勝

ゴールドモデル

奨励賞

AC沖原:Re
AjiSio
Teamジスクソフト

Teamジスクソフト
１ｓｔ　Ｓｔｅｐｐｅｒｓ

ろぼ魂（こん）

アンリツ株式会社

株式会社日立アドバンストシステムズ

ジスクソフト株式会社

ジスクソフト株式会社

コマツ　ICTシステム開発センタ/自動化開発センタ
学校法人　岩崎学園　情報科学専門学校

総合

競技

モデル審査

地区特別表彰

アドバンストクラス

優勝

準優勝

第3位

優勝

ゴールドモデル 

ＹＯＲＩＭＩＣＨＩ

チームうどん

メロンミルク

チームうどん

ＹＯＲＩＭＩＣＨＩ

チームうどん

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

株式会社日立アドバンストシステムズ

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

株式会社日立アドバンストシステムズ

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

株式会社日立アドバンストシステムズ

総合

競技

モデル審査

IPA賞

プライマリークラス東海地区

優勝

準優勝

第3位

優勝

ゴールドモデル

AISAN
パンダスワン

Verifier
AISAN
AISAN

愛三工業株式会社　電動システム開発部ソフト開発室

株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー

株式会社ベリサーブ　中部事業部

愛三工業株式会社　電動システム開発部ソフト開発室

愛三工業株式会社　電動システム開発部ソフト開発室

総合

競技

モデル審査

アドバンストクラス

優勝

準優勝

第3位

優勝

ゴールドモデル 

D:Drive
HELIOS
チームＥＹＥＳ

D:Drive
D:Drive
D:Drive

株式会社デンソー

株式会社アドヴィックス

株式会社アイズ・ソフトウェア

株式会社デンソー

株式会社デンソー

株式会社デンソー

総合

競技

モデル審査

IPA賞

優勝

準優勝

第3位

優勝

ゴールドモデル

ITSUMEN
PITS MAN GROUP
ＯＫＩソフトウェア新人Ｈ

PITS MAN GROUP
ITSUMEN

パナソニックITS株式会社
パナソニックITS株式会社
株式会社ＯＫＩソフトウェア

パナソニックITS株式会社
パナソニックITS株式会社

総合

競技

モデル審査

エントリークラスオンライン大会



最後まで粘り強く調整し続けました。

上位目指して頑張ります。

パンダスワンP-01 東海

株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー

【企業】 愛知県刈谷市
競技2位 B、25.0

所属学科から初めて実機CSに行けたので
良い結果を残せるよう頑張ります。

ＪＥＣＪＹ１P-02 東京・北関東

日本電子専門学校情報システム開発科

【専門】 東京都新宿区
競技8位　B、40.8 

滑らかなライントレース走行と難所攻略を

目標にチャレンジ精神で頑張ります。

チームソーバルP-03 東京・北関東

ソーバル株式会社

【企業】 東京都品川区
競技5位　C+、31.2

昨年は完走できなかったので、今年こそは

完走目指して頑張ります。

オキダイP-04 沖縄

沖縄大学

【大学】 沖縄県那覇市
競技2位　B+、37.6

学生で一番目指して頑張ります！

STEMASK2022P-05 東海

愛知県立愛知総合工科高等学校

【高校】愛知県名古屋市

競技3位 C-、29.8

HiICSの他のチームの思いを背負って頑張
りたいと思います。よろしくお願いします。

追跡線隊HiICSブルーP-06 東京・北関東

株式会社日立産業制御ソリューションズ

【企業】 茨城県日立市
競技7位　B-、36.6 

念願だった横浜でのCS大会出場というこ
とで、良い結果を残せるように頑張ります。

VerifierP-07 東海

株式会社ベリサーブ 中部事業部
【企業】 愛知県名古屋市
競技4位　C+、37.0

地区大会では大気圏突入（コースアウト）しました

が、CS大会では完走を目指します！

大気圏突入はるぶさP-08 関西・北陸

学校法人 日本教育財団 ＨＡＬ大阪
【専門】 大阪府大阪市
競技6位　C+、28.5

パーフェクト目指して頑張ります！

PSDGs YouthP-09 九州北

パナソニック システムデザイン株式会社
【企業】福岡県福岡市

競技3位　B、33.3

全ボーナスタイムの獲得を目指します。

ヒット＆ランP-10 東北

八戸工業大学 工学部
【大学】 青森県八戸市
競技5位　B+、23.9

7年ぶり2回目のCS大会なので良い結果を
持ち帰ることができるように頑張ります

risobotP-11 東京・北関東

理想科学工業株式会社 ES開発部
【企業】 茨城県つくば市
競技6位　B+、34.0

何度も試走できた地区大会とは環境が大

きく変わりますが、しっかりと記録を残せる

ように頑張ります！

青大ロボコン研P+鷲鷺鴨P-12 東北

青森大学ソフトウェア情報学部/
青森工業高校情報技術科

【大学】 青森県青森市
競技6位　C、24.5

悔いのない走りをお見せできるように頑張

ります！目指せ優勝！！

8月生まれP-13 東京・北関東

株式会社ベリサーブ

【企業】 東京都千代田区
競技1位　C、22.1

プライマリークラス

2022年度CS大会出場チーム

※「競技X位」で始まる箇所は、地区大会での「競技順位」、「モデル評価ランク」、「競技リザルトタイム」を表しています。

2022 チャンピオンシップ大会



企業チームに負けず、完走目指します

さざんかP-14 関西・北陸

金沢工業大学

【大学】 石川県野々市市
競技3位　B-、22.6

島根県出雲市にある専門学校チームです！

地区大会を超える結果が残せるように頑張

ります！！

あわよくば横浜P-15 中四国

学校法人斐川コア学園 出雲コアカレッジ
【専門】 島根県出雲市
競技2位　B、23.1

4人の力を合わせてチャンピオンシップ優
勝を目指して頑張ります！

AC沖原:ReP-16 南関東

アンリツ株式会社

【企業】 神奈川県厚木市
競技6位　A、24.3

目指すは優勝ただ一つ!最速を目指し全身
全霊で挑みます。

NewS1P-17 関西・北陸

株式会社ステップワン ソフトウェア開発部
【企業】 兵庫県神戸市
競技3位　A-、22.6

初出場となりますが、全力で上位を狙いに

行きます。大会楽しむぞ～！！！

IITmateP-18 東北

岩手県立産業技術短期大学校情報技術科

【短大】 岩手県紫波郡　
競技4位　C-、23.7

ロボットに４人分の魂を込め、「完全攻略」

を目指します！

ｔａｄａｉｍａ Ｇ６P-19 東京・北関東

情報技術開発株式会社

【企業】 東京都新宿区
競技1位　A、22.1

地区大会を抜けた勢いで良い結果を残せ

るよう全力で取り組みます！

前前前進P-20 北海道

日本工学院北海道専門学校 情報処理科
【専門】 北海道登別市
競技1位 B-、23.5

今までの成果を全力で発揮し、東北代表とし

て恥じない走行でCS大会1位を目指します！

ABCリベンジャーズP-21 東北

学校法人コア学園 秋田コア
ビジネスカレッジ 高度職業実践科 3年
【専門】 秋田県秋田市
競技1位　B、21.6

目標としてた全国大会出場を果たせました

が、満足することなく全国大会優勝を狙い

ます！

おはサイくん4号P-22 中四国

株式会社ジェイテック

【企業】 岡山県岡山市
競技1位　A-、21.0

先輩チームとともに表彰台に登れるように

頑張ります！

AjiSioP-23 南関東

株式会社日立アドバンストシステムズ

【企業】 神奈川県横浜市
競技3位　A-、18.5

チャンピオンシップ大会に向けて、2人で段
取り良く進めて良い成績を残したいと思い

ます！

Team SPFP-24 関西・北陸

パナソニック株式会社

エレクトリックワークス社

【企業】 大阪府門真市
競技2位　A、21.6

正確な難所攻略で上位入賞を目指します！

KERT-B3P-25 九州北

九州産業大学理工学部情報科学科

【大学】 福岡県福岡市
競技1位　B+、18.8

初参加でCSまで進出することができました。
この勢いのまま上位入賞目指します。

ｅ→ＲｏＢ´P-26 関西・北陸

株式会社エネゲート制御機器事業部

【企業】 大阪府摂津市
競技1位　C+、21.1

地区大会では、悔しくもスラロームとブロッ

ク搬入の攻略が叶いませんでした。大会で

の反省を踏まえて、CS大会では、ブロック
搬入・色一致をビシっと決めたいです。

HERCULESP-27 南関東

TDIプロダクトソリューション株式会社
【企業】 神奈川県横浜市
競技4位　B+、19.1

2022 チャンピオンシップ大会



完全クリアを目指し、会社に良い報告が出

来るように頑張ります。

株式会社 イーエムエスP-28 東北

株式会社イーエムエス 北日本本社
【企業】 岩手県盛岡市
競技2位　B、21.8

目標タイム10秒を切り、優勝目指して正々
堂々と戦いたいと思います。

TeamジスクソフトP-29 南関東

ジスクソフト株式会社

【企業】 神奈川県川崎市
競技1位　B+、15.6

初出場にして初のCS出場です！この勢い
で上位入賞目指します！

AISANP-30 東海

愛三工業株式会社・電動システム開発部

ソフト開発室

【企業】愛知県大府市

競技1位　A-、9.5

まずは地区大会での私たちの成績を超え

られるよう頑張ります！

チームうどんA-01 南関東

株式会社日立アドバンストシステムズ

【企業】 神奈川県横浜市
競技1位　B-、8.0

Top Of The World

（株）ドラゴンナイトA-02 北海道

日本工学院北海道専門学校 情報処理科
【専門】 北海道登別市
競技1位　C-、120

地区大会では勝てませんでしたが、

HackSPI選抜を復活の機会として頑張り
ます。

チームＥＹＥＳA-03 東海

株式会社アイズ・ソフトウェア

【企業】 静岡県沼津市
競技3位　C+、7.7

私たちとっとこISDは3位入賞目指して頑
張ります！！応援よろしくお願いします。

とっとこISD（ロボV4）A-04 沖縄

株式会社国際システム

【企業】 沖縄県那覇市
競技1位　B、11.1

初の総合入賞を目指します！！

KatLabA-05 九州南

宮崎大学

【大学】 宮崎県宮崎市
競技4位　A-、11.6

地区大会で果たすことができなかった、競

技部門での高得点を目指して頑張ります！

ＹＯＲＩＭＩＣＨＩA-06 南関東

富士フイルムビジネスイノベーション

株式会社

【企業】 神奈川県横浜市
競技4位　B、11.7

最速でゴールし、ボーナスタイムを確実に

獲得し、CS大会優勝を目指します！

累とゆかいな仲間たちA-07 九州北

麻生情報ビジネス専門学校

電子システム科

【専門】 福岡県福岡市
競技2位　A-、7.5

確実に走りきる走行で優勝を目指します！

HELIOSA-08 東海

株式会社アドヴィックス

【企業】 愛知県刈谷市
競技2位　A-、7.6

競技ではボーナスタイム満点獲得をモデル

ではエクセレントモデル受賞を目指します。

D:DriveA-09 東海

株式会社デンソー

【企業】 愛知県刈谷市
競技1位　A、-0.2

難所のブロックを全て入れて、表彰台を目

指します！

Smart RebornsA-10 九州北

九州産業大学理工学部情報科学科

【大学】 福岡県福岡市
競技1位　B-、3.9

アドバンストクラス

2022年度CS大会出場チーム
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2022年度CS大会出場チーム一覧（競技順）

株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー

日本電子専門学校情報システム開発科

ソーバル株式会社

沖縄大学

愛知県立愛知総合工科高等学校

株式会社日立産業制御ソリューションズ

株式会社ベリサーブ 中部事業部

学校法人 日本教育財団 ＨＡＬ大阪

パナソニック システムデザイン株式会社

八戸工業大学 工学部

理想科学工業株式会社 ES開発部

青森大学ソフトウェア情報学部/青森工業高校情報技術科

株式会社ベリサーブ

金沢工業大学

学校法人斐川コア学園 出雲コアカレッジ

アンリツ株式会社

株式会社ステップワン ソフトウェア開発部

岩手県立産業技術短期大学校情報技術科

情報技術開発株式会社

日本工学院北海道専門学校 情報処理科

学校法人コア学園 秋田コア ビジネスカレッジ 高度職業実践科 3年

株式会社ジェイテック

株式会社日立アドバンストシステムズ

パナソニック株式会社エレクトリックワークス社

九州産業大学理工学部情報科学科

株式会社エネゲート制御機器事業部

TDIプロダクトソリューション株式会社

株式会社イーエムエス 北日本本社

ジスクソフト株式会社

愛三工業株式会社・電動システム開発部ソフト開発室

愛知県刈谷市

東京都新宿区

東京都品川区

沖縄県那覇市

愛知県名古屋市

茨城県日立市

愛知県名古屋市

大阪府大阪市

福岡県福岡市

青森県八戸市

茨城県つくば市

青森県青森市

東京都千代田区

石川県野々市市

島根県出雲市

神奈川県厚木市

兵庫県神戸市

岩手県紫波郡

東京都新宿区

北海道登別市

秋田県秋田市

岡山県岡山市

神奈川県横浜市

大阪府門真市

福岡県福岡市

大阪府摂津市

神奈川県横浜市

岩手県盛岡市

神奈川県川崎市

愛知県大府市

パンダスワン

ＪＥＣＪＹ１

チームソーバル

オキダイ

STEMASK2022

追跡線隊HiICSブルー

Verifier

大気圏突入はるぶさ

PSDGs Youth

ヒット＆ラン

risobot

青大ロボコン研P+鷲鷺鴨

8月生まれ

さざんか

あわよくば横浜

AC沖原:Re

NewS1

IITmate

ｔａｄａｉｍａ Ｇ６

前前前進

ABCリベンジャーズ

おはサイくん4号

AjiSio

Team SPF

KERT-B3

e→RoB’

HERCULES

株式会社 イーエムエス

Teamジスクソフト

AISAN

東海

東京・北関東

東京・北関東

沖縄

東海

東京・北関東

東海

関西・北陸

九州北

東北

東京・北関東

東北

東京・北関東

関西・北陸

中四国

南関東

関西・北陸

東北

東京・北関東

北海道

東北

中四国

南関東

関西・北陸

九州北

関西・北陸

南関東

東北

南関東

東海

企業

専門

企業

大学

高校

企業

企業

専門

企業

大学

企業

大学

企業

大学

専門

企業

企業

短大

企業

専門

専門

企業

企業

企業

大学

企業

企業

企業

企業

企業

P-01

P-02

P-03

P-04

P-05

P-06

P-07

P-08

P-09

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-16

P-17

P-18

P-19

P-20

P-21

P-22

P-23

P-24

P-25

P-26

P-27

P-28

P-29

P-30

ゼッケン チーム名 地区 参加 所属 地域

プライマリークラス

株式会社日立アドバンストシステムズ

日本工学院北海道専門学校 情報処理科

株式会社アイズ・ソフトウェア

株式会社国際システム

宮崎大学

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

麻生情報ビジネス専門学校 電子システム科

株式会社アドヴィックス

株式会社デンソー

九州産業大学理工学部情報科学科

神奈川県横浜市

北海道登別市

静岡県沼津市

沖縄県那覇市

宮崎県宮崎市

神奈川県横浜市

福岡県福岡市

愛知県刈谷市

愛知県刈谷市

福岡県福岡市

チームうどん

（株）ドラゴンナイト

チームＥＹＥＳ

とっとこISD（ロボV4）

KatLab

ＹＯＲＩＭＩＣＨＩ

累とゆかいな仲間たち

HELIOS

D:Drive

Smart Reborns

南関東

北海道

東海

沖縄

九州南

南関東

九州北

東海

東海

九州北

企業

専門

企業

企業

大学

企業

専門

企業

企業

大学

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

A-08

A-09

A-10

ゼッケン チーム名 地区 参加 所属 地域

アドバンストクラス



ETロボコン2022チャンピオンシップ大会は、
2022年11月17日（木）、18日（金）、

EdgeTech+ 2022内で開催
ETロボコン2022チャンピオンシップ大会は「EdgeTech+ 2022」内で開催されます。

見学自由、観覧無料ですので、ぜひお気軽にご覧ください。

「新入社員・若手社員が自ら学ぶモチベーションがない」、

「俯瞰的に物事を見る視点を持ってほしい」などの

お悩みをお持ちの人材育成担当者やマネジメントの方、必見です。

ETロボコンを思う存分活用する方法をお伝えします！

参加チームによるテスト走行も合わせてご覧ください。

ETロボコン実行委員会
本部・運営委員長

株式会社アフレル

櫻井 隆

2023年度の詳細については、ETロボコン公式ホームページで随時ご案内いたします！

https://www.etrobo.jp/

ETロボコン実行委員会主催 企画運営

パシフィコ横浜　展示ホールD　ETロボコン大会会場場所

【第一部】10:30-11:15　【第二部】13:00-13:45時間

開催発表会
参加チーム
募集期間

2023.3-42023.2.14 TUE 2023.112023.5-6 2023.7-8 2023.09-10

技術教育 試走会 地区大会 チャンピオンシップ大会

ETロボコン2023年度の予定

16
WED

11 人材育成セミナー
～組織とヒトが共に醸成するには？（ETロボコン導入編）～

展示ホールD出入口

展示ホール

ETロボコン
大会会場

パシフィコ横浜 展示会場マップ


