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最後はみんな記念撮影！ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

白熱した試合が繰り広げられた！ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

車検を受ける選手と副審説明を受けるメンバー 

★このレポートでは、青年部事業の実施報告や事業ＰＲを行っていきます★ 

青年部メンバー 各位                              Nov.26,2016 

 

 

 

 

第 6 回サッカーロボットネクストチャレンジカップ 
（サッカーロボットネクストチャレンジオープン） 

（11 月 26 日（土）開催事業報告 メンバー出席 11 名、協議会 5 名） 

事業担当：ドリーム AMA 委員会 

 
尼崎商工会議所青年部ドリーム AMA 委員会（今里副部会長、㈱今里三合園 社長）は、11 月２

６日に『第６回ネクストチャレンジカップ大会（サッカーロボットネクストチャレンジオープン）』
を開催しました。このチャレンジカップは、サッカーロボッ
トに初めて触れる子供たちや大会には出たことがないという
子供たちにも『競技会』という雰囲気の中で、これまでの練
習の成果を発揮するためのチャレンジの場として５年前より
毎年開催しています。 

大会は、青年部事務局と子供の理科離れをなくす会の中本
氏の司会によりスタート。双星高校生からの４チーム、関西
ブロックチームや神戸ノードチーム等を含む、全１５チー
ム・２９名が、2 リーグに分かれて開始。どの試合も１点差
を争う好ゲームを繰り広げ、ハイレベルな戦いが繰り広げら
れました。結果は、A 日本リーグでは、京都の開睛中学校、桃山南小学校のチーム「e-ロボット」が
優勝。B リーグは、双星高校のチーム「双炎」が予選から圧倒的な強さをみせての貫録の優勝。準優
勝も双星高校のチーム「Unity」、双星高校のチームが 1 位～4 位まで独占する圧倒的な強さを見せ
つけました。また、Ｂリーグの特別賞である「敢闘賞」には、高校生の中に混じって必死にくらいつ
いていった「七夏」百合学院小学校、島本町立第４小学校の１０歳、９歳の最年少ペアに。A 日本リ
ーグの特別賞である「敢闘賞」は、「バロセロナ」北夙川小学校、尼崎市立浜田小学校の９歳の最年
少ペアが選ばれました。 

双星高校情報技術部顧問である藤井晴基先生は、「双星高生にとっては、この大会でいろいろなロ
ボット操作の課題がみつかった。年を重ねる毎にレベルが上昇している」と大会後に話されていまし
た。表彰式では島谷会長がプレゼンテーターを務め、入賞チー
ムに表彰状を手渡すとともに、閉会に際して参加者への労いの
言葉を頂き、次のノード大会やブロック大会、そして全国大会
への期待を膨らませて大会は終了しました。 

また、試合終了後に、恒例のスタッフ並びに双星高校の選手
や関係者を含めたミーティングの場では、同校の３年生の生徒
から進路報告がされました。サッカーロボットの活動経験をい
かし、三菱電機(株)通信機製作所に就職が内定したなどの報告
がありました。青年部は、サッカーロボット事業を通じて、無
限の可能性を秘めた子どもたちを、今後も応援していきたいと
思います。 

 
〔今後の予定〕※尼崎ノード分 
●プログラミング教室 平成 28 年 12 月 17 日（土）  
●尼崎ノード大会 平成 29 年 1 月 1４日（土）  
●阪神ブロック大会 平成 29 年 2 月 4 日（土） 

 

尼崎商工会議所青年部レポート 【平成 28 年度 vol.13】               
Ｙｏｕｎｇ Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｓ Ｇｒｏｕｐ Ｒｅｐｏｒｔ                            
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№ チーム名 参加者 ふりがな 性別 年齢 学校名

佐々木倫大 ささきともひろ 男 14 京都市立開睛中学校
田辺　大貴 たなべ　だいき 男 11 京都市立桃山南小学校
大西修平 おおにししゅうへい 男 11 京都市立新町小学校
工樂　瑛友 くらく　あきとも 男 11 神戸市立高羽小学校
中尾 英寛 なかお　えいと 男 9 北夙川小学校
宮原　海 みやはら　かい 男 9 尼崎市立浜田小学校
今川烈 いまがわれつ 男 11 京都市立嵯峨野小学校
鈴木拓海 すずきたくみ 男 11 京都市立 松ヶ崎小学校
松尾　怜旺 まつお　れお 男 8 大阪市立北中島小学校
氏福　杏寿 うじふく　あんじゅ 女 9 大津市立雄琴小学校

№ チーム名 参加者 ふりがな 性別 年齢 学校名

松永　晃宜 まつなが　あきのぶ 男 18

岩井　一晃 いわい　かずあき 男 17

大霜　裕太郎 おおしも　ゆうたろう 男 18

吉田　拓未 よしだ　たくみ 男 17

力津　祐真 りきつ　ゆうま 男 17

西内　龍音 にしうち　りゅうと 男 17

奥田　剛瑠 おくだ　たける 男 17

易　昂平 えき　こうへい 男 17

武藤　雅釀 むとう　かおる 女 10 百合学院小学校
岩本　真夏 いわもと　まなつ 女 9 島本町立第４小学校
高橋一生 たかはし　いっせい 男 15 関西学院中学部
長束　光 ながつか　ひかる 男 17 京都府立嵯峨野高等学校
坂井　咲野花 さかい　さやか 女 10 明城小学校
山邉 陽 やまべ　はる 男 11 京都市立深草小学校
小林　侑寛 こばやし　ゆきひろ 男 9 明城小学校
舩津　謙哉 ふなつ　けんや 男 11 立花西小学校
大平　勇仁 おおひら　ゆうと 男 16 県立尼崎工業高校
加納　寛九朗 かのう　かんくろう 男 12 明城小学校
神元　詞結 かみもと　しゅう 男 12 守山市立守山小学校
松尾　和弥 まつお　かずや 男 10 大阪市立北中島小学校

尼崎市立尼崎双星高等学校
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第6回サッカーロボットネクストチャレンジカップ　参加者名簿
（サッカーロボットネクストチャレンジオープン）

平成28年11月26日（土）10：30～18：00　尼崎商工会議所7階701・702会議室
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