
部門 飛行順 ビブス番号 チーム名 代表者 所属 メンバー 顧問

一般部門 1 1 OrcaAlato オルカアラート 吉田 嶺 東京農工大学 林 嘉孝 三橋 一輝 松尾 賢治 黒瀬 大喜 西田 浩之

2 2 一葉 イチヨウ 山内貴弘 首都大学東京 下村　顕秀 元谷　章博 千葉　祐輝 武市昇

3 3 Aeshnidae-2 エーシニダエツー 杉村 成哉 高知工科大学 大川晶 豊見山敬樹 福井太志 梁裕卓 野䈜 理 

4 4 Flug Hetzer フルーク　ヘッツァー 國吉　海斗 神奈川工科大学土屋　建登	 小清水　李輝	 南雲  俊亮	 馬場　彪画	 水野　敏広

5 5 はやぶさ ハヤブサ 田島佑一 山口大学 福田雄太 粟屋和樹 一田剛 稲垣貴斗 小河原加久治

6 6 ふらいんぐ　うぃ フライング　うぃ 福士　雅人 青森職業能力短期大学校白川　智基 村上　諒輔 小関英明

7 7 Aosagi アオサギ 岡水翔太 金沢工業高等専門学校南保 真一郎 伊藤恒平

8 8 TOT-Sparrow2016 トットスパロー2016 八木秀明 鳥取大学 本間暉 奥村太貴 林果歩 山脇崇史 松野隆

9 9 YAL-Ⅶ ヤルセブン 木村祐太 横浜国立大学 星拓実 浅田祥典 鈴木亮汰 丹羽千知 上野誠也

10 10 SNOOPY スヌーピー 田中 真里 東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス齊藤 健太 草谷 大郎

11 11 SkyRay㈽ スカイレイスリー 林雄太 東海大学 稲光雄大 宮良政樹 新井　啓之

12 12 DEKOPON デコポン 工藤　滉平 崇城大学 橋口　慶志郎 中山　太誠 福島　総士 高橋　佑樹 小林健児

13 13 NAVIX-h ナビックスホープ 出口秀輝 名古屋大学 齋藤聡 久野拓真 片桐謙一 椿野大輔

14 14 SBF2016-J エスビーエフ2016ジェイ 千綿政幸 久留米工業高等専門学校藤井陸斗 本司優陽 廣瀬裕也 田中大

15 15 Libellen-16 リーベレン-16 山口敬太朗 日本大学 簗瀬優 松尾璃音 芳邨圭祐 和賀井太朗 大竹智久

16 16 Rising Eagle ライジングイーグル 岡部凌 秋田工業高等専門学校三浦悠介 小熊康揮 齊藤諒 中田吉穂 今田良徳

自動操縦部門 1 21 狗鷲 イヌワシ 鰐部　裕貴 金沢工業大学 佐々木　拳 永藁　貴之 多賀　文哉 篠原　諒 赤坂　剛史

2 22 Beo べオ 小池大輝 日本大学 三野綾花 吉川大貴 比良田祐都 川上佳史 内山賢治

3 23 よこりょくん ヨコリョクン 竹下　知宏 山口大学 菅野　祐介 橋本　竜一 野本　正晃 岡屋　達也 小河原　加久治

4 24 A02SH エーゼロツーエスエイチ 小山陽平 東海大学 小川雄樹 新井　啓之

5 25 ONUSTAM オヌスタム 大津彬 鳥取大学 山岡樹矢 山口紗也加 石田惠一郎 遠藤航 松野隆

6 26 Estrela エストレッラ 関本　勇輝 東京農工大学 宮田　恵理菜 皆島　拓真 栗原 遥樹 鈴木 貴大 西田　浩之

7 27 Alpha アルファ 眞木俊弥 東京大学 勝山杜都 高木健 藪智明 井戸雅也 土屋武司

8 28 NAVIX-g ナビックスジェネシス 浅井俊比古 名古屋大学 黒田和秀 杉内大樹 遠藤滉大 椿野大輔

9 29 KADUBE-NDA カヅベンダー 吉岡佑真 秋田工業高等専門学校菅原拓斗 松田祐真 齊藤翔梧 伊藤駿太 今田良徳

10 30 双葉 フタバ 山本　聡史 首都大学東京 木村　雄紀 大嶋　航太 王　航 望月　芳尚 武市　昇

ユニークデザイン部門 1 31 フライングマンタ フライングマンタ 鎌田　陽 東京農工大学 猿橋　大 西田　浩之

2 32 croissant クロワッサン 服部祥英 京都大学 松本健吾 佐野佳則 泉田啓

3 33 YDK-RR ワイディーケーダブルアール吉田一貴 秋田工業高等専門学校五十嵐大樹 金祐希 岩田理彩 淡路憲次郎 今田良徳

4 34 ZUNPOX ズンポックス 木村　圭之介 豊田工業高等専門学校松本　一輝 亀川　雅仁 大森有希子

5 35 deploy デプロイ 竹下真司 日本大学 小川巧覽 込宮秀宥 斉田拓海 中村涼太 大竹智久

マルチコプター部門 1 41 海鳥３号 ウミドリ３ゴウ 山本晃大 愛知県立三谷水産高校岡田かなつ 木下凌維 伊藤大智 山崎太雅 渡邊誠

2 42 無限輪廻 メビウス 松田　直子 大阪産業大学 田中　翔 鶴谷　勇輝 今村　隆彰

3 43 ENTITY200 エンティティ 上岡泰明 東海大学 劉暁俊 高村直矢 新井啓之

4 44 Hawk Eye ホークアイ 菊池 航世 早稲田大学 尾内成美 南保 利樹 藤原侑亮 手塚 亜聖

5 45 FlyingBABA フライングババ 馬場晃志郎 久留米工業高等専門学校大山隆太郎 高山大希 金井大河 田中大

6 46 mini ミニ 清水章行 名城大学 相川忠養 倉石智史 久武淳史 哹本翼 仙場淳彦

7 47 Alcyone アルキオネ 樋口　慶 東京農工大 田村　洋樹 坪内　美沙季 西田　浩之
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