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1

スケジュールについてについて
3 日間の競技スケジュールは以下の通りであるの競技スケジュールは以下の通りである競技スケジュールは以下の通りであるスケジュールについては以下の通りである以下の通りであるの競技スケジュールは以下の通りである通りであるりである.
1 日目 調整日
2 日目 2 回試合を行いを行い行いい,その競技スケジュールは以下の通りである結果から上位から上位上位 8 人を決定するを行い決定するする
3 日目 上位 8 人を決定するは以下の通りである午前中にに 2 回試合を行いを行い行いい順位決定するする
ただし 1 位と 2 位に関しては午後にもうしては以下の通りである午後にもうにもう 1 回試合を行いを行い行いい,優勝者を決定すを行い決定するす
る.

2 試合を行いの競技スケジュールは以下の通りであるルについてールについてについて
2.1 コース図
以下の通りであるにコースの競技スケジュールは以下の通りである全体概要図について記載するする.コースは以下の通りである以下の通りであるの競技スケジュールは以下の通りである 4 つの競技スケジュールは以下の通りである構成から成るから上位成から成るる.
 スタートゾーン
 オプション A ゾーン
 オプション B ゾーン
 ゴールについてーゾーン

2.2 試合を行いの競技スケジュールは以下の通りである流れれ
試合を行いは以下の通りである以下の通りであるの競技スケジュールは以下の通りである流れれで行いう.
I. スタートゾーンから上位ロボットを行いスタートさせる.
II. GPS を行い頼りにゴールゾーンに向かうりにゴールについてゾーンに向かうかう.
III. ゴールについてゾーンに侵入したらロボットしたら上位ロボット 1 度停止させ旗をさせ旗をを行い 2 秒掲げるげる.
(ボールについてゾーンに近いほど高得点いほど高得点高得点)
IV. 赤外線を頼りにボールゾーンに向かうを行い頼りにゴールゾーンに向かうりにボールについてゾーンに向かうかう.
V. ボールについてゾーンの競技スケジュールは以下の通りである内で停止し旗を掲げるで停止させ旗をし旗をを行い掲げるげる.(5 秒以上)

2.3 ゴールについてゾーンについて
ゴールについてゾーンは以下の通りである円形であり中心から半径であり中に心から半径から上位半径 5m,4m,3m の競技スケジュールは以下の通りであるところに線を頼りにボールゾーンに向かうがある.
この競技スケジュールは以下の通りであるゴールについてゾーンには以下の通りである GPS を行い使用して向かうして向かうかう.
ゴールについてゾーンに侵入したらロボットしたあとロボットは以下の通りであるさら上位に中に心から半径に向かうかうことができる.
中に心から半径に向かうかう際にに GPS を行い使用して向かうして半径 3m 以内で停止し旗を掲げるに到達し停止後旗をし停止させ旗を後にもう旗をを行い 2 秒掲げるげるこ
とができれば高得点となる高得点となる.(得点項目参照)

2.4 試合を行い時間の競技スケジュールは以下の通りであるについて
2.4.1 競技スケジュールは以下の通りである時間の競技スケジュールは以下の通りである
競技スケジュールは以下の通りであるは以下の通りである 1 試合を行い 5 分とするとする.

2.4.2 調整時間の競技スケジュールは以下の通りである
GPS を行い使用して向かうしてゴールについてに向かうかうためゴールの座標を事前に測定する必要がゴールについての競技スケジュールは以下の通りである座標を事前に測定する必要がを行い事前に測定するする必要が
ある.その競技スケジュールは以下の通りである測定する時間の競技スケジュールは以下の通りである中には以下の通りである 5 チーム同時同時(競技スケジュールは以下の通りであるは以下の通りである 1 チームずつ行うずつ行いう)で測定するを行い行い
い,時間の競技スケジュールは以下の通りであるは以下の通りである 10 分とするである.
以上を行いまとめゴールの座標を事前に測定する必要がると以下の通りであるの競技スケジュールは以下の通りである流れれとなる.
チーム 1~5 同時で調整で調整調整
チーム 1 試合
チーム 2 試合
チーム 3 試合
チーム 4 試合
チーム 5 試合
チーム 6~10 同時で調整で調整調整
チーム 6 試合
チーム 7 試合
￤

2.5 得点
2.5.1

得点項目について
項目

ゴールゾーンに到達に到達到達
(加点方式)

GPS 使用しゴールゾーン内でしゴールゾーン内でゴールゾーンに到達内でで調整
停止&2 秒旗掲げげ(選択方式)

中心からの距離からの距離距離

得点

3m

300

4m

200

5m

100

3m

1500

4m

1000

5m

700

ボールゾーンに到達到達

400

ボールゾーンに到達内でで調整 5 秒以上停止&旗掲げげ

700

岩よけよけ(オプションに到達 A)

350

バンに到達プ走破(オプションに到達 B)

150

完全制覇

700

タイムボーナス

300 -クリア時間時で調整間

2.5.2 ゴールについてゾーンに到達し停止後旗を
ゴールについてゾーンに到達し停止後旗を(到達し停止後旗をとは以下の通りであるロボットの競技スケジュールは以下の通りである全 体がエリア内に入ったとき内で停止し旗を掲げるに入したらロボットったとき
の競技スケジュールは以下の通りであることを行い指すす)した際に,またゴールについてゾーンの競技スケジュールは以下の通りである中に心から半径に 1m 進むごとに得点がむごとに得点が
加点される.この競技スケジュールは以下の通りである得点は以下の通りである加点されていくためゴールの座標を事前に測定する必要が中に心から半径から上位半径 3m 以内で停止し旗を掲げるに到達し停止後旗を
できた場合を行いは以下の通りである 300+400+500=1200 点獲得できる.
ただし加点は以下の通りである 1 回の競技スケジュールは以下の通りである み であり,一度ゴールについてゾーンから上位出たあとにもうたあとにもう 1
度到達し停止後旗をしても加点は以下の通りであるされない.

2.5.3 GPS を行い使用して向かうしてゴールについての競技スケジュールは以下の通りである中に心から半径に向かうかい停止させ旗を後にもう,2 秒旗をを行い掲げるげる
ゴールについてゾーンに到達し停止後旗を後にもう GPS の競技スケジュールは以下の通りである み を行い使用して向かうし，中心からの誤差３ｍを目指中に心から半径から上位の競技スケジュールは以下の通りである 誤 差３ｍを目指ｍを目指を行い目指す
す.３ｍを目指ｍを目指以内で停止し旗を掲げるに到達し停止後旗をしたと判断した際には停止しした際にには以下の通りである停止させ旗をし 2 秒間の競技スケジュールは以下の通りである旗をを行い掲げるげる.この競技スケジュールは以下の通りである

停止させ旗を時の競技スケジュールは以下の通りである場所によって加点される得点が変わるによって加点される得点が変わるわる.つまり中に心から半径から上位半径 3m
以内で停止し旗を掲げるで停止させ旗をし,旗をを行い掲げるげる事ができれば高得点となる 1500 点獲得できるということで
ある(700+1000+1500 では以下の通りであるない).なお旗をを行い掲げるげる際にに停止させ旗をしていない
場合を行いは以下の通りである得点の競技スケジュールは以下の通りである獲得は以下の通りであるできない.またリスタート後にもうに停止させ旗をし旗をを行い掲げるげる場所によって加点される得点が変わる
がリスタート前に停止させ旗をし旗をを行い掲げるげた場所によって加点される得点が変わると異なる場合は得点の高い方をなる場合を行いは以下の通りである得点の競技スケジュールは以下の通りである高い方をを行い
得点とする．
つまり半径 4m 以内で停止し旗を掲げるで停止させ旗をし 1000 点となった後にもうにリスタートして半径
3m 以内で停止し旗を掲げるで停止させ旗をした場合を行いチームずつ行うには以下の通りである 1000 点では以下の通りであるなく 1500 点が獲得と
なる(追加で 2000 点入したらロボットるわけでは以下の通りであるない).

2.5.4 ボールについてゾーン到達し停止後旗を
赤外線を頼りにボールゾーンに向かう探 索を行いボールゾーンに到達を行い行いいボールについてゾーンに到達し停止後旗を(到達し停止後旗をとは以下の通りであるロボットの競技スケジュールは以下の通りである 全体がエリ
ア内に入ったとき内で停止し旗を掲げるに入したらロボットったときの競技スケジュールは以下の通りであることを行い指すす)できた場合を行い得点を行い獲得できる.
得点は以下の通りである一度しか獲得できない

2.5.5 ボールについてゾーン内で停止し旗を掲げるで停止させ旗を&旗をを行い掲げるげる
ボールについてゾーンに到達し停止後旗を後にもうロボットは以下の通りである停止させ旗をした状態でで 5 秒以上旗をを行い掲げるげるこ
とで得点を行い獲得できる.

2.5.6 オプションについて
選手は競技前に追加の障害物をコース上に置くことは以下の通りである競技スケジュールは以下の通りである前に追加の競技スケジュールは以下の通りである障害物をコース上に置くことを行いコース上に置くことくこと(オプションと呼ぶぶ)
を行い申請することができるすることができる.障害物をコース上に置くことを行い置くことく箇所によって加点される得点が変わるは以下の通りであるオプション A,オプション B
の競技スケジュールは以下の通りである 2 箇所によって加点される得点が変わるで ある.申請することができるは以下の通りである 2 箇所によって加点される得点が変わる ともの競技スケジュールは以下の通りである選 択や一方だけの選択も可能であや一方だけの選択も可能であ 一方をだけの競技スケジュールは以下の通りである選 択や一方だけの選択も可能であも 可能であであ
る.オプション A には以下の通りである岩を置きを行い置くことき,オプション B には以下の通りであるバンプを行い置くことく.岩を置きは以下の通りであるロ
ボットが避ける必要がありける必要があり,バンプについては以下の通りであるロボットが乗り越えられるり越えられるえら上位れる
程度の競技スケジュールは以下の通りである大きさであるきさである.両オプションは各ゾーンを突破した時点でそれぞれオプションは以下の通りである各ゾーンを突破した時点でそれぞれゾーンを行い突破した時点でそれぞれした時点でそれぞれ
の競技スケジュールは以下の通りである得点を行い得る.ただしオプション A については以下の通りである岩を置きを行い避ける必要がありける動作(岩を置きの競技スケジュールは以下の通りである前で
回転等をおこない進むを行いおこない進むごとに得点がむ)を行い行いっていないと審判が判断した際には停止しした場合を行い得点は以下の通りである入したらロボット
ら上位ない.

2.5.7 完全制覇についてについて
完全制覇についてとは以下の通りである一度もリスタートを行い行いわずにすべての競技スケジュールは以下の通りである項目を行いクリア内に入ったときできた
場合を行いを行い指すし，中心からの誤差３ｍを目指その競技スケジュールは以下の通りである際にさら上位に得点を行い獲得できる.オプションを行い申請することができるした場合を行い
は以下の通りであるオプションを行い含むすべての項目をミスなくクリアする必要がありむすべての競技スケジュールは以下の通りである項目を行いミスなくクリア内に入ったときする必要があり,オプ
ションがない場合を行いは以下の通りであるオプションを行い除くすべての項目をミスなくクリアすくすべての競技スケジュールは以下の通りである項目を行いミスなくクリア内に入ったときす
る必要があることを行い指すす.

2.5.8 タイムずつ行うボーナスについて
完全制覇についてもしくは以下の通りである各ゾーンを突破した時点でそれぞれ項目を行いすべて終了した場合に競技は終了となるした場合を行いに競技スケジュールは以下の通りであるは以下の通りである終了した場合に競技は終了となるとなる.その競技スケジュールは以下の通りである
際ににタイムずつ行うボーナス得点が獲得できる.

2.6 故障(リスタート)について
ロボットが明らかにゴールゾーンに向かっていない場合やら上位かにゴールについてゾーンに向かうかっていない場合を行いや一方だけの選択も可能であ,ロボットの競技スケジュールは以下の通りである動きに不具
合を行いが認められる場合に選手は審判に故障の申請を行うことができるめゴールの座標を事前に測定する必要がら上位れる場合を行いに選手は競技前に追加の障害物をコース上に置くことは以下の通りである審判に故障の競技スケジュールは以下の通りである申請することができるを行い行いうことができる.申請することができる後にもう審判が
許可を行いした後にもうに選手は競技前に追加の障害物をコース上に置くことは以下の通りであるロボットを行い止させ旗をめゴールの座標を事前に測定する必要が調整等をおこない進むを行い行いうことが可能であである.故障の競技スケジュールは以下の通りである申請することができる
後にもう 30 秒間の競技スケジュールは以下の通りであるは以下の通りである ロボットを行いリスタートさせることができない .30 秒経過後にもう選手は競技前に追加の障害物をコース上に置くこと は以下の通りであるロ
ボットを行いスタートゾーンに置くことき再スタートさせるスタートさせる.
また,明らかにゴールゾーンに向かっていない場合やら上位かにコースア内に入ったときウトしていると審判が判断した際には停止しした場合を行いは以下の通りである故障扱いとなりペナいとなりペナ
ルについてティタイムずつ行うが課せられることもあるせら上位れることもある.

3 機体の競技スケジュールは以下の通りである制限についてについて
この競技スケジュールは以下の通りである項目では以下の通りである機体についての競技スケジュールは以下の通りである制限についてを行い記載するする.
3.1 使用して向かうできるマイコンについて
使用して向かうできるマイコンは以下の通りである Arduino Uno, Arduino MEGA, Arduino Due, C-cubic,
Raspberry Pi である.
3.2 搭載するするセンサについてについて
ロボットには以下の通りである任意のセンサを搭載することが可能であるの競技スケジュールは以下の通りであるセンサについてを行い搭載するすることが可能であである.各ゾーンを突破した時点でそれぞれ自必要であると考えるえる
センサについてを行い使用して向かうすること.
ただし公平性のための競技スケジュールは以下の通りであるためゴールの座標を事前に測定する必要が GPS については以下の通りである型番を指定するのでそれを使用することを行い指す定するするの競技スケジュールは以下の通りであるでそれを行い使用して向かうすること.
型番を指定するのでそれを使用すること 秋月電子 GPS 受信機キット 1SSP 出たあとにもう力付き「みちびき」き「みちびき」3 機受信対応
なおセンサについては以下の通りである GYSFDMAXB を行い使用して向かうしている.
該当製品のリンクの競技スケジュールは以下の通りであるリンク: http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-09991/
3.3 電源電圧についてについて
電源電圧についてが最大きさである 12V までとする.マイコンとモータそれぞれに 12V を行い使用して向かうしても
よい.
3.4 旗をについて
課せられることもある題をクリアするためにはロボットに旗を取り付け掲げる機構が必要となるを行いクリア内に入ったときするためゴールの座標を事前に測定する必要がには以下の通りであるロボットに旗をを行い取り付け掲げる機構が必要となるり付き「みちびき」け掲げるげる機構が必要となる.
旗をは以下の通りである大きさであるきさ 5cm×5cm の競技スケジュールは以下の通りである大きさであるきさとする.旗をには以下の通りであるチームずつ行う名など各自デザインをつけなど高得点各ゾーンを突破した時点でそれぞれ自デザインを行いつけ
ても良いい

3.5 プログラムずつ行うについて
チームずつ行うでは以下の通りであるロボットにプログラムずつ行うを行い入したらロボットれて競技スケジュールは以下の通りであるを行い行いう.今回の競技スケジュールは以下の通りである試合を行いでは以下の通りである GPS を行い使
用して向かうせずに秒数制御でも課題をクリアできるためでも課せられることもある題をクリアするためにはロボットに旗を取り付け掲げる機構が必要となるを行いクリア内に入ったときできるためゴールの座標を事前に測定する必要が,チームずつ行うは以下の通りである GPS を行い使っていること
の競技スケジュールは以下の通りである証明らかにゴールゾーンに向かっていない場合やに試合を行い後にもう,試合を行いで用して向かういていたソースコードを運営に提出してもらうこととすを行い運営に提出してもらうこととすに提出たあとにもうしてもら上位うこととす
る.試合を行いで用して向かういていたソースコードを運営に提出してもらうこととすと別のソースコードが提出されたと運営が判断の競技スケジュールは以下の通りであるソースコードを運営に提出してもらうこととすが提出たあとにもうされたと運営に提出してもらうこととすが判断した際には停止し
した場合を行い,提出たあとにもうされたソースコードを運営に提出してもらうこととすを行いロボットにいれ ,試合を行い結果から上位と同じ結果を得るじ結果を得る結果から上位を行い得る
ことができるか検証を行い行いう.また,ソースコードを運営に提出してもらうこととすを行い運営に提出してもらうこととすが読みゴールゾーンに到達みゴールについてゾーンに到達し停止後旗を
後にもう,停止させ旗を&旗を掲げるげを行い行いう前に赤外線を頼りにボールゾーンに向かうを行い使用して向かうしてボールについてゾーン手は競技前に追加の障害物をコース上に置くこと前に行いき ,2 秒間の競技スケジュールは以下の通りである停止させ旗を
&旗をを行い掲げるげる動作を行いして 2000 点を行い獲得できるプログラムずつ行うとなっていた場合を行いは以下の通りである停
止させ旗を&旗をを行い掲げるげる項目の競技スケジュールは以下の通りである獲得点を行い 0 とする.
最後にもうにこの競技スケジュールは以下の通りである提出たあとにもうされたソースコードを運営に提出してもらうこととすは以下の通りである今後にもうの競技スケジュールは以下の通りである技スケジュールは以下の通りである術発展のためすべての試合が終了の競技スケジュールは以下の通りであるためゴールの座標を事前に測定する必要がすべての競技スケジュールは以下の通りである試合を行いが終了した場合に競技は終了となる
し順位が決定するした後にもう公開されるされる.
3.6

その競技スケジュールは以下の通りである他
本ルールブック，および追加で公開されるルについてールについてブック，中心からの誤差３ｍを目指および追加で公開されるされる Q＆A 資料に記載のないことについてはに記載するの競技スケジュールは以下の通りであるないことについては以下の通りである，中心からの誤差３ｍを目指
運営に提出してもらうこととす，中心からの誤差３ｍを目指審判の競技スケジュールは以下の通りである判断した際には停止しに従うこと．うこと．

