


FRC・チームについて



団体概要
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・札幌圏の高校生11名、メンター7名
・日本で8番目、北海道初のFRCチーム
・2022.3ハワイ地方大会:新人賞＆準優勝
・2022.4ヒューストン世界大会:日本歴代2チーム目



メンバー紹介
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代表・運営 鈴木瀬那

副代表・運営/ロボット 藤井亮太

副代表・ロボット/広報 小倉寛史

運営/ロボット/会計 永井慧

運営 伊藤原野

アウトリーチ 浅野颯太

ロボット 太田藏之介

ロボット 小泉健太

ロボット 小西恭平

ロボット 古野貴一

ロボット 向中野好晴



メンター紹介
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北海道大学 田中 孝之 様

北海道大学 桝村 匡史 様

榎本電子設計事務所 榎本 勝美 様

特定非営利活動法人ジョロナ 小木曽 哲 様

株式会社ASCe 鈴木 源基 様

株式会社ASCe 佐々木 将人様

株式会社ナップザック 太田 宜志 様



FIRST®とFIRST® Program
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・For Inspiration and Recognition
of Science and Technology

・米国のNPO法人
・Dean Kamen、Woodie Flowersの

両氏により1989年創立

・4~18歳まで幅広い対象年齢
・教育段階に合わせたロボット競技会

画像元
https://www.firstinspires.org/brand
https://www.firstinspires.org/



FRC
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・FIRST® Program最高峰の大会
・毎年1月のテーマ発表から約10週間で50kg近いロボットを製作
・資金集めや社会貢献活動（アウトリーチ）も重要
・日本には現在4チーム:国内予選なし

画像元
https://www.firstinspires.org/brand



活動理念
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STEAM教育が浸透していない地域においても、
FIRST® Programを認知してもらう。

ロボティクスに留まらず、プレゼンテーションや資料作成
といった分野についても学べる機会を提供する。

FRCチームを作りたいと思う方をサポートする。
日本国内でのFRC地区大会開催を目指す。

1

2

3

STEAM:Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics
分野横断的な考え、課題解決能力を重視した教育概念。



Yukikaze Technology 2022
Sponsors
Supporters
Special Thanks



スポンサー様
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資金面でのご支援を賜りました。
メンターとしてチームにご助言頂いております。

株式会社ナップザック 様



スポンサー様
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資金面でのご支援を賜りました。

公益財団法人秋山記念生命科学振興財団 様



スポンサー様

9

資金面でのご支援を賜りました。
メンターとしてチームにご助言を頂いております。

榎本電子設計事務所 様



スポンサー様

10

活動場所のご提供、資金面でのご支援を賜りました。
メンターとしてチームにご助言を頂いております。

株式会社ラプト 様



スポンサー様
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資金面でのご支援を賜りました。

株式会社えにしテック 様



スポンサー様
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資金面でのご支援を賜りました。
メンターとしてチームにご助言を頂いております。

株式会社Asce 様



スポンサー様
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資金面でのご支援を賜りました。

株式会社ビー・ユー・ジーDMG森精機 様



スポンサー様
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資金面でのご支援を賜りました。

株式会社VERSION2 様



スポンサー様
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資金面でのご支援を賜りました。

株式会社アドウイック 様



スポンサー様
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資金面でのご支援を賜りました。

北海道電子機器株式会社 様



スポンサー様
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資金面でのご支援を賜りました。

特定非営利活動法人札幌市IT振興普及推進協議会 様



スポンサー様
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資金面でのご支援を賜りました。
活動備品のご提供を頂きました。

株式会社ハイテックシステム 様



スポンサー様
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資金面でのご支援を賜りました。

株式会社アットマークテクノ 様



スポンサー様
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資金面でのご支援を賜りました。
ジュニア・プログラミング・ワールド出展のお誘いを頂きました。
活動報告会の会場をご提供頂きました。

一般財団法人さっぽろ産業振興財団 様



スポンサー様
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資金面でのご支援を賜りました。

株式会社れんせい 様



スポンサー様
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資金面でのご支援を賜りました。

株式会社ライフイズテック 様



サポーター様
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アキヨシヒロノブ 様 石塚みず絵 様 伊藤朋之 様 伊藤しず子 様 ⾧内拓哉 様
河原良成 様 木村峻輔 様 小泉こずえ 様 小泉陽子 様 小賀朋加 様 佐伯直子 様
堺大輔 様 鈴木健太郎 様 砂川成江 様 TEAM NARIOKA NEXUSの保護者の皆様

土田絹代 様 土田哲三 様 合同会社エムイーライフデザイン代表 永井充 様
西谷秀幸 様 丸山第二町内会 様 三好祥子 様 株式会社山岸コピーセンター代表取締役 山岸雅人 様

北海道大学産学・地域協働推進機構先進ITプロトタイプ研究部門特任教授 山本強 様
ヨコヤマナオキ 様

非掲載をご希望された方を除き、ご紹介させて頂いております。
資金面でのご支援、部品類のご提供などを頂きました。

※50音順で掲載



Special Thanks
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北海道大学ヒューマンセントリック工学研究室 様

活動場所、ロボットの部品、工具のご提供を頂いております。
メンターとしてチームにご助言を頂いております。



Special Thanks
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活動場所のご提供を頂いております。
メンターとしてチームにご助言を頂いております。

北海道大学ロボットアーキテクトサークル 様



Special Thanks
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チーム発足時からチーム運営に関して多くのご助言を頂きました。
大会時に使用したカメラを貸出頂きました。

株式会社れんせい ⾧内拓哉 様



Special Thanks
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公開練習会の機会のご提供、メディアへの周知を行って頂きました。

札幌市経済観光局 様



Special Thanks
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活動場所をご提供頂き、公開練習会を実施させて頂きました。

札幌市エレクトロニクスセンター 様



Special Thanks
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札幌市⾧への表敬訪問の機会をご用意いただきました。
ブログにて活動についてご紹介くださいました。

札幌市議会議員 中川賢一 様



Special Thanks
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FRC Japan Allianceの皆様

日本のFRCチームなどが所属しているコミュニティです。
チーム結成当初から多くのご助言を頂きました。



Special Thanks
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FRC Team 6909 SAKURA Tempesta 様

チーム発足時からFRC Japan Allianceにて多くのご助言を頂きました。
ヒューストン世界大会にあたっては、ロボットに関するご助言や
ホテル・PCR検査の予約といった渡航手続きまで幅広くご協力頂きました。
それだけでなく、実際に大会にご同行いただきました。



Special Thanks
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FRC Team 2438 ’Iobotics 様

ハワイ地方大会時にバッテリーのご用意、活動場所のご提供、
大会会場までのロボットの輸送などを行って頂きました。
ロボットに関することなど、多くのご助言を頂きました。



Special Thanks

33

FRC Team 2614 MARS 様

ヒューストン世界大会でロボットの改良に関して多くのご助言を頂きました。
大会終了後もインターネット上で交流を続けさせて頂いています。



Special Thanks
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FRC Team 2637 Phantom Catz 様

ヒューストン世界大会でチーム運営に関して多くのご助言を頂きました。
ロボットに関しては、プログラミングなどの情報交換を行わせて頂き、
大変勉強になりました。



オフシーズン



2020
5/25

2021
4/1

チーム結成

基礎がため・メンバー募集・情報集め

本格的な活動開始

チーム結成
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全てが最低条件
→ハードルが非常に高い

n

 メンバー10名

 メンター2名

 活動資金150万円

 参加登録費70万円

 活動場所

FRC参加のための条件
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n

8/31～11/15まで計12回のビデオ会議・企業訪問

8/31 （株）ライフイズテック
9/6 大学訪問
9/16 企業会議
9/20 北海道大学田中教授
9/30 札幌市ITイノベーション課
10/15 榎本電子設計事務所
10/16 （株）ASCe
10/19 （株）ハイテックシステム
10/20 （株）ビー・ユー・ジーDMG森精機
10/29 （株）VERSION2
11/1 （株）アットマークテクノ
11/4 企業会議
11/15 チーム登録費70万円振り込み期限

5万円

7万円

66万円
114万円

企業様との会議
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・10/20～11/12の期間で公開
・目標金額は50万円
・42名の支援者様
・SNSなどの影響か

n

クラウドファンディング
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 メンバー10名

 メンター2名

 活動資金150万円

 参加登録費70万円

 活動場所
n

参加登録費の支払い

39



11/5朝刊に掲載
（クラウドファンディング実施期間）

n

北海道新聞
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メンターの榎本様による技術講習
CADやソフトウェアの環境構築

n

技術講習会・翻訳練習会

日本のFRCチーム合同の翻訳練習
翻訳の注意点などを共有

41



ビルディングシーズン



舞台は
参加国数 : 26
参加人数 : 80,000以上
チーム数 : 3,225
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設計の経験:ほぼなし
プログラミングの経験:ほぼなし

43



ロボットのサイズ : 人間と同程度
用意された時間 : ７週間
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ハワイ地区予選

位/24位中

ヒューストン世界大会

位/76位中
45



2022/1/8
Kickoff
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今シーズンのゲームルール

47出典: 特定非営利活動法人サクラテンペスタ様



ゲームの２大要素

Shooting Climbing 48



Game ManualGame Animation KOP
49



ゲームマニュアル翻訳

50

ゲームルール発表後に日本の他チームと合同で翻訳
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KOP(Kit of Parts)

ロボット製作に必要な最低限の部品が入っている



活動場所
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2021年９月

ロボットアーキテクトサークル
大学院情報科学研究院 教授 田中孝之 様 を訪問

・北海道新聞社様の取材
・メンターとの打ち合わせ
・ルールブックの翻訳
・技術講習会

北海道大学

2022年１月まで



2022年１月18日

活動場所
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「学内全サークルに対する課外活動自粛」の依頼

ロボットアーキテクトサークルの活動
学外者の来学 自粛やむなし

新たな活動場所を見つける
緊急の課題

(                     )



2022年１月22日

活動場所
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株式会社ラプト様を訪問させていただく

活動場所としての使用をご快諾いただき、

2022年１月23日よりロボット製作を開始
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成功例から学ぶ



56



製作の流れ 概念設計

CAD設計

発注

金属加工組み立て

動作テスト

改良
57
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40

42

44

46

48

50

52

54

56
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3/26/\2022 3月30日 ハワイ大会終了時点 2月26日

重量制限 SASARA

軽量化の過程



ソフトウェア
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LabVIEW

プログラミング言語
ビジュアル

プログラミング



ソフトウェア
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最も難しかったところ
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それ以外の主な難所
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画像処理
自動でボールを追尾するプログラム



それ以外の主な難所
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PID制御
モーターを動かしたい分だけ動かすという制御

ハワイ地区予選で使用 世界大会では使用せず

モーター、機構の変更
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今後必要なこと
実験でロボットを作ってみる

本当に想像通りのことをしているのか?

これはどのようなコードを書けばよいのか?

あのチームは一体どうしているのだろうか?

事前のリサーチ・研究



札幌エレクトロニクスセンター様
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操縦練習・公開練習会で体育館を使用させて頂く



66



67



68



69



70



休憩（15分間）


