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A 1 ピンク 81 私立 愛知工業大学名電高等学校 エキスパート 名電　ケツ十字軍 C 4 イエロー 44 私立 大同大学大同高等学校 エキスパート チーム大同１号

A 2 ピンク 82 私立 海星高等学校 エキスパート ステラぷらす C 5 イエロー 45 福井県立 武生工業高等学校 エキスパート Ｓｐａｔｔｅｒ(スパッタ）

A 3 ピンク 83 私立 大同大学大同高等学校 エキスパート チーム大同３号 C 6 イエロー 46 愛知県立 春日井工業高等学校 エキスパート ライジングサン

A 4 ピンク 84 愛知県立 一宮高等学校 エキスパート 槍高物化部（ヤリコウブッカブ） C 7 イエロー 47 私立 愛知工業大学名電高等学校 エキスパート 名電たまのり

A 5 ピンク 85 岐阜県立 東濃高等学校 エキスパート ＮｕｏｖｏＳｔｉｌｅ(ヌオヴォ・スティーレ) C 8 イエロー 48 私立 愛知工業大学名電高等学校 エキスパート 名電ホーク

A 6 ピンク 86 愛知県立 愛知工業高等学校 エキスパート Ｓｐｈｒｅｅｚ（スフィアード） C 9 イエロー 49 私立 岡崎城西高等学校 エキスパート ロクでなし機械技師

A 7 ピンク 87 岐阜県立 多治見工業高等学校 エキスパート 夕張 C 10 イエロー 50 愛知県立 愛知工業高等学校 エキスパート それいけ！メルカバー

A 8 ピンク 88 私立 愛知工業大学名電高等学校 エキスパート 名電　蜻蛉（メイデンドラゴンフライ） C 11 イエロー 51 長野県立 飯田OIDE長姫高等学校 エキスパート カルピス愛好会

A 9 ピンク 89 愛知県立 一宮高等学校 エキスパート 物化部一年生(ブッカブイチネンセイ) C 12 イエロー 52 私立 名城大学附属高等学校 エキスパート ＰｒｉｎｚＥｕｇｅｎ(プリンツオイゲン）

A 10 ピンク 90 私立 愛知産業大学工業高等学校 エキスパート 愛産大工高　課研３班 C 13 イエロー 53 私立 愛知産業大学工業高等学校 エキスパート 愛産大工高　課研４班

A 11 ピンク 91 愛知県立 愛知工業高等学校 エキスパート ＡＶＥＲＡＧＥ C 14 イエロー 54 愛知県立 名古屋西高等学校 エキスパート 名古屋西高校

A 12 ピンク 92 私立 岡崎城西高等学校 エキスパート チーム年齢不詳 C 15 イエロー 55 私立 愛知工業大学名電高等学校 エキスパート 名電　コイケヤ

A 13 ピンク 93 私立 東海学園高等学校 エキスパート 東学メカトロ八十一式 C 16 イエロー 56 私立 名城大学附属高等学校 エキスパート ヨツンＶＩＮＥＳ(ブイアイエヌイーエス)

A 14 ピンク 94 岐阜県立可児工業高等学校 エキスパート 可児工業３ C 17 イエロー 57 私立 岡崎城西高等学校 エキスパート 僕ら６次元

A 15 ピンク 95 岐阜県立 多治見工業高等学校 エキスパート チーム　怠惰 C 18 イエロー 58 私立 愛知工業大学名電高等学校 エキスパート 名電ｄｏｒｉｌｍａｎ

A 16 ピンク 96 長野県立 飯田OIDE長姫高等学校 エキスパート チーム既読無視 C 19 イエロー 59 愛知県立 名南工業高等学校 エキスパート 公安９課

A 17 ピンク 97 私立 愛知産業大学工業高等学校 エキスパート 愛産大工高　課研１班 C 20 イエロー 60 私立 東海学園高等学校 エキスパート 東学メカトロ鈴虫

A 18 ピンク 98 私立 愛知工業大学名電高等学校 エキスパート 名電　Ｋ３（ケースリー） C 21 イエロー 143 私立 名城大学附属高等学校 エキスパート あすかとすなお

A 19 ピンク 99 私立 愛知工業大学名電高等学校 エキスパート 名電　ＡＱＵＡ ミドル 1 ブルー 1 岐阜県立 岐南工業高等学校 ミドル 電子研究会

A 20 ピンク 100 愛知県立 名南工業高等学校 エキスパート カルデアゲ－ト ミドル 2 ブルー 2 愛知県立 豊田工業高等学校 ミドル 名前がまだない

B 1 グリーン 61 私立 名城大学附属高等学校 エキスパート 超、松竹梅 ミドル 3 ブルー 3 静岡市立清水桜が丘高等学校 ミドル 清桜

B 2 グリーン 62 私立 大同大学大同高等学校 エキスパート チーム大同４号 ミドル 4 ブルー 4 私立 中部大学春日丘高等学校 ミドル ＨＡＲＵＨＩ８

B 3 グリーン 63 愛知県立 刈谷高等学校 エキスパート 刈谷高校 ミドル 5 ブルー 5 私立 中部大学第一高等学校 ミドル ちゅうぶフレンズ

B 4 グリーン 64 私立 愛知工業大学名電高等学校 エキスパート 名電　めがね ミドル 6 ブルー 6 長野県立 飯田OIDE長姫高等学校 ミドル レゴフレンズ

B 5 グリーン 65 岐阜県立 多治見工業高等学校 エキスパート サティスファクション ミドル 7 ブルー 7 私立 岐阜第一高等学校 ミドル 岐阜第一Ａ

B 6 グリーン 66 私立 名城大学附属高等学校 エキスパート アウトオブオーダー６（ロク） ミドル 8 ブルー 8 岐阜県立可児工業高等学校 ミドル インテリジェンス

B 7 グリーン 67 私立 名城大学附属高等学校 エキスパート ＲＥＳＴＮＩＸ（アールイーエスティーエヌアイエックス） ミドル 9 ブルー 9 静岡県立 科学技術高等学校 ミドル Ｎｅｗｂｉｅ(ニュービア)

B 8 グリーン 68 私立 愛知産業大学工業高等学校 エキスパート 愛産大工高　課研２班 ミドル 10 ブルー 10 私立 海星高等学校 ミドル ステラまいなす

B 9 グリーン 69 愛知県立 名南工業高等学校 エキスパート 誤弊餅 ミドル 11 ブルー 11 私立 高田高等学校 ミドル 法蔵菩薩(ホウゾウボサツ)

B 10 グリーン 70 私立 東海学園高等学校 エキスパート 東学メカトロ鬼威参（オニイサン） ミドル 12 ブルー 12 私立 東海学園高等学校 ミドル 東学メカトロ下剋上

B 11 グリーン 71 私立 名城大学附属高等学校 エキスパート 名城１号ぶつりん ミドル 13 ブルー 13 愛知県立 一宮工業高等学校 ミドル 一工（イチコウ）

B 12 グリーン 72 福井県立 武生工業高等学校 エキスパート ＦＡＭ（ファム） ミドル 14 ブルー 14 愛知県立 名南工業高等学校 ミドル
Ｂ４１Ｄ４ＣＭ１３４
（ビー４１ディー４シーエム１３４）

B 13 グリーン 73 岐阜県立 東濃高等学校 エキスパート ＴＵＯＮＯ　～雷鳴～ ミドル 15 ブルー 15 私立 青山高等学校 ミドル モーニングスター

B 14 グリーン 74 私立 東海学園高等学校 エキスパート 東学メカトロ和俊颯敦(ワシュンソウアツ) ミドル 16 ブルー 16 愛知県立 刈谷高等学校 ミドル 刈谷高校

B 15 グリーン 75 岐阜県立可児工業高等学校 エキスパート 可児テック ミドル 17 ブルー 17 岐阜県立 東濃高等学校 ミドル キアミ　ナイツ

B 16 グリーン 76 私立 名城大学附属高等学校 エキスパート 正解がわからない ミドル 18 ブルー 18 私立 暁高等学校 ミドル 鬼ｏｎ（オニオン)

B 17 グリーン 77 私立 中部大学第一高等学校 エキスパート ＴＴ（ティ－ティー） ミドル 19 ブルー 19 岐阜県立 多治見工業高等学校 ミドル しらすぅ～

B 18 グリーン 78 私立 岐阜第一高等学校 エキスパート 岐阜第一 ミドル 20 ブルー 20 愛知県立 愛知総合工科高等学校 ミドル Ｓｋｙ　Ｈｉｇｈ

B 19 グリーン 79 私立 青山高等学校 エキスパート ブルーマウンテン ミドル 21 ブルー 121 愛知県立 春日井工業高等学校(電気科)ミドル ＴＥＡＭＫＡＳＵＫＯ(チームカスコウ)

B 20 グリーン 80 私立 東海学園高等学校 エキスパート 東学メカトロ歳寒松柏（サイカンショウハク) ミドル 22 ブルー 122 愛知県立 鳴海高等学校 ミドル なるみん

C 1 イエロー 41 私立 磐田東高等学校 エキスパート エヴァ量産型 ミドル 23 ブルー 123 愛知県立 豊川工業高等学校 ミドル 川工電子機械科

C 2 イエロー 42 私立 大同大学大同高等学校 エキスパート チーム大同５号 ミドル 24 ブルー 124 岐阜県立 郡上高等学校 ミドル タコス

C 3 イエロー 43 私立 大同大学大同高等学校 エキスパート チーム大同２号

ビブスカラー＆№ ビブスカラー＆№


