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     １ 期 日  
 

   平成３０年６月１０日（日） 

 
 
 

     ２ 会 場  
 

    福岡県立三池工業高等学校  
  



 

 
『日 程』 
 受 付   ８：３０～ ８：５０ 
 開会式      ９：１０～１０：１０ ※開会式終了後、競技会場で競技説明 
 競 技  １０：２０～１２：２０ 
 プレ審査 １２：３０～１３：００ 
 審査（昼食） １３：００～１５：００ 
 閉会式・表彰式 １５：３０～１６：００ 
 
『審査員』 
      西日本工業大学   亀井 圭史  氏 
   北九州工業高等専門学校  吉野 慶一 氏 

ローム・アポロ㈱広川本社工場    吉田 真裕 氏 
 
『運営委員』 

部門責任者 八女工業 伊藤 邦彦  情報技術科 
運営委員  小倉工業 小柳 茂   電 子 科 
運営委員  戸畑工業 上野 純一  情報技術科 
運営委員  苅田工業 半田 純一  情報技術科 
運営委員  香椎工業 中田 豊美  電子機械科 
運営委員  博多工業 結城 利章  電子情報科 
運営委員  福岡工業 深川 晃一   電子工学科 
運営委員  城東     穂坂 学   電子情報科 
運営委員  八女工業  深水 三敏  情報技術科 
運営委員  三池工業  中村 暢之  情報電子科 
 
 
 

『出場選手および引率者』 
 

学校名 学科 氏名 学年 学科 氏名 学年 引率教員 
小倉工業高校 電子科 岩井  克樹 2 電子科 島田  祐希 2 小柳    茂 
戸畑工業高校 情報技術科 山本  欄丸 3    近藤  昌彦 
博多工業高校 電子情報科 弓川  恋 3 電子情報科 古賀 柚乃 2 結城 利章 
福岡工業高校 電子工学科 平野  智哉 2 電子工学科 佐藤  優太 2 具志堅興英 
香椎工業高校 電子機械科 後藤  志嘉 2 電子機械科 濱田  成巨 3 中田  豊美 
八女工業高校 情報技術科 川上 宗斗 3 情報技術科 東  航晴 2 深水 三敏 

三池工業高校 情報電子科 清松  諒翼 3 情報電子科 原口  朋也 3 西原  満哉 
 
 
 
『その他』 

○生徒の更衣室は、本館棟３F調理実習室（男子）、同棟２F CAI教室を準備しています。 
○出場選手は実習服に着替え、ゼッケン着用で開会式に出席すること。閉会式は制服に着替え、ゼ 

  ッケン着用で出席すること。 
○開会式では自分のゼッケン番号の席に９：００までに着くこと。 
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平成30年5月15日

第 1７回高校生ものづくりコンテスト福岡県大会 

「電子回路組立て」部門 

競 技 仕 様 書 

〔競技課題〕 ドットマトリクス表示器の制御 

(1) ドットマトリクス表示器を制御する入力装置の製作 

(2) ドットマトリクス表示器を制御するプログラムの作成 

〔競技時間〕 2時間00分（１２０分） 延長なし 

※設計・製作課題の回路図説明→プログラム課題の配布後スタート 

〔持参するもの〕              表 1 持参するもの 

品名 寸法又は規格、備考 

制御用コンピュータ 標準サイズのタイプ A の USB 端子が付いていること 

 ア 0 ～ 5〔V〕を分解能 8 ビット以上で 2 チャンネルの A-D 変換出来る機能

を持つこと 

イ 2 色のドットマトリクスを点灯可能な性能を備えること 

制御ボード ウ 10 ピンコネクタにより入力ボードの回路と接続できること 

エ 16 ピンのコネクタにより表示ボードと接続可能である 

オ 圧電ブザーから PWM を使って 2 音（音階が髙い・低い）を鳴ら 

すことができること 

 

表示ボード 

2 色ドットマトリクス LED（赤緑）8 × 8 ドットを事前に表示できる状態にし

ておくこと 

 ※出場校へ参加人数分配布します。こちらを持参する 

動作チェックプログラム 「3．3 動作チェックプログラムの仕様」に示したもの および 

テストモード③水準器表示パターンチェックモードプログラム 

コネクタ接続ケーブル 制御ボードと入力ボードを接続するためのコード（図 1 参照） 

『ケーブルA』(10P）、『ケーブルB』(16P）、『ケーブル C』(10P) 

工具類 P2「※ 1」参照 

作業台下敷き  

はんだ吸い取り用具 電動も可 

基板支持台 P2「※ 2」参照 

部品整理用具 部品記号の表示のみ可とする 

テスタ 適宜 

オシロスコープ 適宜 

手袋 適宜 

ガーゼ類 適宜 

清掃用具 適宜（ただし、洗浄溶剤は使用不可） 
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保護メガネ メガネ着用者は除く 

作業衣等 学校着用のもの※作業中は必ず着用のこと 

筆記用具 テンプレート等の持ち込み可 

照明用具 適宜 

拡大鏡 スケール付き不可 照明付き可 

テーブルタップ 各自必要な口数 

各部品のデータシート ただし、書き込みしたものは不可 

電源 表示ボードと入力ボードおよび制御ボードが動作可能な容量 

メモ用紙 適宜 A4 用紙の白紙 1 枚 

※持ち込む CPU 基板とドットマトリクスは、同じボード上でなくても構いません。 

 

〔支給するもの〕 

・競技仕様書 

・ドットマトリクス表示器を制御するための入力装置用部品（当日支給） 

※使用する部品は、事前公開とし７ページの表 4 に示す 

・ドットマトリクス表示器を制御するための入力装置の回路図（前日公開） 

※設計・製作課題 

・アナログボードと回路図（前日公開） 

・プログラム課題（当日公開） 

※プログラム課題は問題によって点数が異なる可能性がある。 

・Ａ４グラフ用紙 配線の下書き用 

会場で準備されているもの一覧 

品名 寸法又は規格 数量 

作業台 1800〔mm〕× 450〔mm〕 

幅×奥行 

1 

トレイ 支給する部品を入れるトレイ 1 

椅子 高さ 440〔mm〕 1 

コンセント AC100〔V〕（1 口以上） 1 

荷札 「５ 作品の提出」に示したもの 1 

清掃用具 ほうき、ちりとり等、ゴミ箱 ※持ち込み可  

※作業台と椅子については、別紙『資料１_作業机と会場写真』を参照 
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〔注意事項〕 

(1)支給された部品の品名、数量等が「2.2 回路製作で支給する部品」のとおりであることを確認すること。 

(2)支給された部品に異常がある場合は申し出ること。競技開始後は、減点対象となる。 

(3)支給部品以外の材料は一切使用しないこと。また、余った支給部品は持ち帰ること。 

(4)線材や部品が損傷したり不足した場合は申し出ること。 

(5)競技中は工具等の貸し借りを禁止する。 

(6)専用工具的に加工した工具、及びトルクが測れる工具は持参してはならない。 

(7)支給した部品等には、指紋やきずをつけないよう手袋等を着用し、十分注意すること。 

(8)競技開始後における部品の追加支給は減点対象となる。 

(9)保護メガネは必ず持参し、はんだ付け作業時に着用すること。 

（メガネ着用の場合は必要ない） 

(10)競技終了を知らされた場合は、ただちに作業をやめて競技委員の指示に従うこと。 

(11)プレ審査終了後、競技委員の指示に従って作業場所を清掃すること。 

(12)競技中は、携帯電話の使用を禁止とする。 

(13)作業に当たっては安全に十分注意すること。 

(14)競技中の服装等は各校の実習服を着用すること。 

(実習服がない場合は８週間前までに事務局へ相談すること) 

(15)規格表、命令表が必要な場合は各自で用意すること。 

(16)制御ボードと入力ボードの接続ケーブルは、図３を参考に事前に製作し準備しておく。ただし、ケーブルの長さ

は自由である。 

(17)制御ボードおよびプログラミング開発環境は、すべて競技者が事前に用意して持参すること。なおコンピュータ

の仕様（CPU等）は自由とする。 

(18)競技者は支給部品の動作試験を行うことが出来る。ただし、動作試験に必要な機材は 

競技者が準備することとし、動作試験は支給部品の確認の時間内に行うものとする。 

(19)入力ボードを回路図通りに配線できなかった場合は減点とする。 

(20)プログラム課題は、順番通りに作成しなくてもよい。 

(21)競技に必要な機材は競技者が設置することとし、引率者が手伝うことを禁止する。 

(22)競技室内での私語は禁止する。 

(23)体調が悪い場合は、すぐに競技役員へ知らせること。 

(24)競技中に誤った操作で作品等を壊した場合は、減点とする。 

(25)競技開始後は、いかなる質問・クレームは受け付けない。 

(26)１位～３位までの順位のみの公開を行い、審査内容や得点は非公開とする。 

(27)最終的な判断は、審査委員長と相談の上、大会実行委員長が行うものとする。 
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1 ドットマトリクス表示器のブロック図 

ドットマトリクス表示器は、「制御ボード」「入力ボード」「表示ボード」の 3 枚の電子回路基板で構成される。図 1 

は、ドットマトリクス表示器のハードウェアブロック図を示す。 

「制御ボード」 

マイコンを用いて構成した「表示ボード」を制御する電子回路基板。 

「入力ボード」※回路図を当日公開し、製作する基板で採点対象となる 

当日公開される回路図を見て、表 4 に書かれている部品の中より電子部品を利用して、「制御ボード」を介して「表示

ボード」に信号を送る電子回路基板。 

「表示ボード」 

「制御ボード」と「入力ボード」の条件によって表示する。 

「アナログボード」 

回路図と基板は、当日公開される。アナログボードは、「入力ボード」を介して「制御ボード」に信号を送るアナログ

基板。基板は、３軸加速度センサーモジュールのみを用い、持参する。 

     制御ボード                    入力ボード アナログボード

 



－【第 17 回高校生ものづくりコンテスト福岡県大会 電子回路組立て（6）】－ 

1.1 表示ボードの回路図 

図２６参照（仕様書の最終ページ） 

1.2 表示ボードの部品表 

表示ボードの部品表を表３に示す 

表３ 表示ボードの部品一覧 

No 部品番号 品名 型式または規格等 数量 メーカー 購入店舗例 

1 Ｃ１～Ｃ３ チップコンデンサ 0.1μF／50V 2012サイズ 3 村田製作所 秋月【P-00355】 

2 ＩＣ１ 双方向性バスバッファ 74HC245AP 1 東芝 秋月【I-03631】 

3 ＩＣ２～ＩＣ３ トランジスタアレイ TD62083AF 2 東芝 秋月【I-06227】 

4 ＩＣ４～ＩＣ５ 8ビットシフトレジスタ TC74HC595AF 2 東芝 秋月【I-10077】 

5 ＬＥＤ１ ２色ドットマトリクス LTP-12188M-08 1 LITE-ON 秋月【I-09878】 

6 Ｒ１～Ｒ８ チップ抵抗 47Ω １／１０W 1608サイズ 8 
 

秋月【R-06470】 

7 Ｒ９～Ｒ１６ チップ抵抗 
470Ω １／１０W 1608サイ

ズ 
8 

 
秋月【R-06471】 

8 ＳＰ１ 圧電スピーカー PKM13EPYH4000-A0 (13mm） 1 村田製作所 秋月【P-04118】 

9 ＣＮ１ ボックスピンヘッダ １６P 1 オムロン マルツ電波 

2 入力ボードの製作 

「2.1 入力ボード」、「2.2 回路製作で支給する部品」、「2.3 ピン配置」および「2.4 部品取付け仕様」に沿って製作する。 

2.1 入力ボード 

今回、当日公開である入力装置の基板は「2.2 回路製作で支給する部品」より選択され設計される。表４の『選択』

は、このいずれかを使って回路図が書かれていることを示し、部品は多めに支給してあるため、支給された個数全てを使

わない場合もある。図２に書かれている基板配置は事前に決定しており、初めから公開する。 

 

図２ 基板配置図 
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注意 1：ボックスピンヘッダは、向きを合わせるだけで、穴の位置は少しずれても良い。 

注意 2：当日は、取付け場所と取付け方向をある程度指定する場合がある。ただし、穴の位置までは指定しない。 

2.2 回路製作で支給する部品（※使用する個数は、回路図（当日発表）より判断する）表４ 支給部品 

品名 型式 定格 備考 選択 支給個数 

タクトスイッチ B3F-1000 相当品  OMRON ○ 1 

トグルスイッチ MS-610k  ON － OFF ○ 1 

ホトインタラプタ CNZ1023   ○ 1 

炭素皮膜抵抗器 1/4W ± 5 ％ 10k Ω  ○ 2 

炭素皮膜抵抗器 1/4W ± 5 ％ 22k Ω  ○ 1 

炭素皮膜抵抗器 1/4W ± 5 ％ 300Ω  ○ 1 

3軸加速度センサモジュール M-05153 2.5V ～ 5.5V 配置済 ○ 1 

ユニバーサル基板 ICB293 72mm × 95mm サンハヤト  1 

鉛フリーハンダ ESC21F40.8 0.8mm 千住金属  2m 

ボックスピンヘッダ XG4C-1031 10P オムロン  2 

スペーサー ASB310E 相当品 M3 用 10mm 廣杉計器  4 

スズメッキ線  φ 0.5 3 ｍ以上  1 

ワッシャー  M3 用   4 

十字穴付きなべ小ネジ  M3 × 6mm   4 

※支給部品の注意点 

全国大会で使用する抵抗の足の長さは、短い足の長さの物を支給する。 

短い足の長さ：約 15mm 長い足の長さ：約 25mm 

仮に大会用に用意した抵抗の足がバラバラだった場合は、事務局より各校へ

連絡する。 

2.3 ピン配置 

2 A-IN 4 D-IN 6 D-IN 8 D-IN 10 GND 

1 Vdd 3 NC 5 NC 7 NC 9 A-IN 

 図３ ピン配置 A-IN：アナログ入力 

D-IN：デジタル入力 

・2 A-IN ３軸加速度センサX軸 4 D-IN トグルスイッチ 6 D-IN タクトスイッチ 8 D-IN ホトインタラプタ 

 9 A-IN ３軸加速度センサY軸 

・NCとは NON－CONNECT すなわち何も接続しないことを意味する。 
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2.4 部品取付け仕様 

（1） 部品の取付け方向 

①部品は、図２基板配置図の表面および裏面をそれぞれ正面に見て、プリント基板へ水平又は垂直に取付け

るものとし、曲がり、傾きの限度は1mm 以下とする。 

②極性を有する部品は、回路図に従って取付ける。 

③炭素皮膜抵抗器は、カラーコードが、下から上、左から右の方向（２.１の図２に示した矢印の方向）に読

めるように取付ける。 

④トグルスイッチおよびサーメットトリマの取付け方向は、以下の向きとする。 

 

 

（2） 部品の取付け方法 

①炭素皮膜抵抗器、スズメッキ線は、ユニバーサル基板にほぼ密着させて取り付けること。なお、浮き上が

り限界は、図７に示すとおりとする。 

また、抵抗の取り付けピッチは 6 ピッチとする。（図８、図９参照） 

「6 ピッチ」の場合 6 間隔、すなわち抵抗の足から足まで 7 穴を使って取り付けることになる。 

 

 

図７ 部品の浮き上がり 

 

  図８ 部品面                         図９ ハンダ面 
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②サーメットトリマ、ボックスピンヘッダ、タクトスイッチ、トグルスイッチは、止まりがあるものは止ま

りまで差し込み、止まりがないものは密着して取り付けること。なお、浮き上がり限界は、図 10 に示すと

おりとする。 

 

図 10 部品の傾き 

③左右のリード線は、バランスよく取り付け図 11 に示すように無理な力を加えないこと。 

 図 11 抵抗の取り付け方（悪い例） 

④炭素皮膜抵抗器以外の部品は基板に対して垂直に取り付けること。各部品の曲がりの範囲は図12のとおり

とする。 

 

図 12 基板の取り付け ⑤炭素皮膜抵抗器のリード線は、ランドにほぼ密着させて折り曲げ、図13との位置関係に示

すように切断すること。リード線の曲げ方向は規定しない。 

 

図 13 リード線の折り曲げ 

 

 

⑥突き出し寸法は 0.5 ～ 2.5 ㎜とし、2.5 ㎜を超えるものは切断して、はんだ付けすること。切断面は、はんだ

めっきを施すこと。ただし、ボックスピンヘッダとトグルスイッチの足は、切断しないこと。 
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図 14 部品の突き出し寸法 

⑦以下の部品は、ピンまたはリードを折り曲げず取付ける。 

・ボックスピンヘッダ 

・トグルスイッチ 

・タクトスイッチ 

・ホトインタラプタ 

⑧スズメッキ線による配線 

・配線は支給されたスズメッキ線を使用すること。部品リード線の使用は禁止する。 

・配線の際に基板のランドを剥離させないよう注意すること。 

・配線方向はＸ－Ｙ方向とする。 

・配線はランドの外周をはみ出さないこと。 

・配線は基板から浮き上がらないように直線的に行い、浮き上がりの許容差は図 15 に示すとおりとす

る。 

・スズメッキ配線の直線部分が 30 ㎜を超える場合は、浮き上がり防止のために中間はんだを施してもかま

わない。 

・配線の方向を変える場合は、図 16 のようにランド上で行い、そのランドをはんだ付けすること。また 2 

方向から直角に交わるスズメッキ線を配線するランドでは、スズメッキ線を図 17 のように切断し、そ

のランドをはんだ付けすること。 

・配線の端末は図 18 －１によること。 

（図中の破線部分はズレの限界を示している） 

・ジャンパ－線（部品面のスズメッキ線）は、直線のみとし、直角を含め曲げての取り付けは禁止する。

（図 18 －２参照） 

 

 図 15 配線浮き上がり限界 図 16 図 17 直角に交わる 

 

 図 18 － 1 配線の端末の寸法 
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図 18 －２ ジャンパー線取り付け時の説明 

（3）はんだ付け作業に関する仕様 

①はんだのぬれ性 

・はんだが光沢を失わずにランドの表面に適切に流れ、長くすそを引いていること。 

・いわゆる「いもはんだ」にならないようにすること。 

・はんだに突起（いわゆる「角」）が生じないようにすること。 

・部品穴のはんだ付けは､ランドの表面にはんだのぬれ性があること。 

②はんだの量 

・はんだの量は、部品リード線の折り曲げ部分、線の切り口等をはんだが覆い、かつ肉厚が薄く線の形が

わかるものとし、その例を図 19 に示す。 

・部品取り付けにおいて、リード線を折り曲げず、かつ切断せずに取り付ける場合は、リードの先端まで

全面はんだで覆わなくてもよい。 

・はんだを行う穴は部品穴のみである。 

③基板のランドを剥離させないこと。 

④はんだ付け時の熱などで、部品が破損しないこと。 

⑤はんだ付けが不要な箇所には、はんだを付けないこと。 

⑥部品端子の線材接続部は、全てにはんだ付けすること。 

（ボックスピンヘッダ等の使用しない箇所も含む） 

⑦部品端子の線材接続部は、穴あきのないようにはんだ付けすること。（図 20、図 21） 

 

図 19 
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 図 20 図 21 

（4） スペーサー取付け作業に関する仕様ねじはゆるむことなく破損しない適正なトルクで締め付けること。 

スペーサーは指先で簡単に回らない程度とする。スペーサーとねじの組み合わせは図 22 によること。 

十字穴付きなべ小ねじ 

 

図 22 
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（5） 部品配置に関する仕様部品配置については、部品配置に示された順番で基板に取り付けるようにすること。 

（例）タクトスイッチ→トグルスイッチ→ホトインタラプタと指定された場合 

図 23-1 は、タクトスイッチ→トグルスイッチ→サーメットトリマと指定された場合、取付ける

位置の上下での減点はない。また、引き回し上、 

図 23-2 のようになっても減点ではないが、美観で差が付く場合がある。 

ただし、取り付ける順番が入れ替わった場合は、減点となる。 

例えば、タクトスイッチ → サーメットトリマ → トグルスイッチ では減点となる。また、図 

23-3 のような部品同士の上下の重なりについても減点の対象となる。 

 

 図 23-1 図 23-2 

 

図 23-3 

（6）図記号に関する仕様 

①回路図で使用する図記号を表５に示す 
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②回路図通りの製作 

回路設計者と基板作製者が違う場合「基板作製者の勘違いによる動作不良を引き起こさないため未使用

ピンには配線を通さない」というのが基板作製の基本という観点より、誤配線ということで減点とする。 

※今回の Q&A で使用した図、回路例で使用しているタクトスイッチの図記号は本来のものと若干異なり

ます。 

未 使 用 
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3 制御プログラムの作成 

3.1 プログラムに関する仕様 

プログラムは、C 言語で記載することとする。 

3.2 表示に関する仕様 

①ドットマトリクス LED において、橙色は赤と緑の LED を同時点灯したものとする。 

②ダイナミック点灯方式で駆動し、チラツキがないプログラムを作成する。 

3.3 動作チェックプログラムの仕様 

①動作している動画は、YouTube の「https://youtu.be/z02l0ebtBeg」に 

掲載してあるので参考にすること。（緑からスタートしている）ピ・ピと圧電ブザーから出る音は、低い

音：『ド』 高い音：『ソ』となっている。 

音は、低い音と高い音の２音以外使用しない。 

（ここからスタート） 

  

それぞれの点灯間隔およそ１秒程度                                                 

図 24 動作チェックプログラム 
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3.4 プログラムの記述に関するガイドライン 

審査基準は、課題に対して正常動作していることを優先する。 

従って作成したプログラムの可読性や保守性に対する減点はしないが、できるだけ次のガイドラインを反映するよう努

めること。ただし総合判定の場合は、この限りではない 

1 可読性（分かりやすい・読みやすいプログラムを作成する） 

(1)ソースプログラムの読みやすさ※基本的に統一すること 

・インデント（段付）付け。※インデント幅を統一すること 

・式や変数名を認識しやすいか。 

・｛｝の位置関係を統一によりプログラム構造が認識しやすいか。 

 

・無駄な空白行を多くいれないこと例 

if(a > b){ 

} 

 

・アルファベット、数字、アンダースコアなどの組合わせで表されているか。 

・命名のルールに一貫性を持たせているか。 

・定数などの変化しないものは大文字で書かれているか。 

2 保守性（改修しやすいプログラムを作成する工夫） 

・制御文は常に｛｝付きの複文形式になっているか。 

・ネストは3重構造までが望ましい。ただし、多くても減点はしない。 

・関数を用いてプログラムが階層化されているか。 

プログラム例 
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/*スイッチ1の状態をチェックしながら1秒待ち*/ 

void ts(void){ int i; 

for(i=1;i<=100;i++){ /*100回繰り返す*/ delay_ms(10);

 /*0.01秒間時間待ち*/ 

if(!SW1){ 

PORTB=0xff; 
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4 プレ審査について 

制御技術課題においては、プレ審査にて判定を行う。プレ審査とは、審査員の指示に従い競技者が操作して課題の動

作を確認する。 

5 作品の提出 

（1） 図25の荷札に書かれている番号とUSBの番号が同じかを確認する 

（競技開始前に確認しておいてもよい）※例で『３』と記載してある。 

（2） 配線の下書きは、提出する必要はない。 

（3） 入力ボードは荷札を取り付けて提出する。（荷札の取り付けは、競技時間外とする） 

（4） 支給したＵＳＢメモリに作成したプログラムのプロジェクト全体（ソースコードを含む）を競技時間内に保存

する。 

 

図 25 荷札に書かれている内容 

6 清掃・後片づけ 

（1） 競技終了後、プレ審査の終了を待つ。 

（2） 競技委員の指示で、入力ボードに荷札を取り付ける。 

（3） 競技委員が回収する。 

（4） 『作業エリア』の清掃・後片づけ（搬出・発送など）を行い退場する。 

なお、貸し出した物以外は全て持ち帰ること。搬出は、引率の先生も手伝い速やかに行うこと 

7 審査対象 

審査の対象は、「当日製作した入力ボード」「動作の確認」「プログラムのソースプログラム（テキストファイル）」「そ

の他（作業状態等）」となる。ただし、「プログラムのソースプログラム」は、総合審査のみ審査の対象となる。 

8 採点基準 

（1） 採点項目と観点 

表６ 採点項目と観点 

項 目 観 点 

制御技術 課題動作 

※加点方式 制御プログラム 

組み立て技術 基本動作 

※減点方式 はんだ付けの状態部

品の損傷配線組立状

態 

その他 作業状態 

※減点方式 （掃除・服装・メガネ未着用）等 

合 計  

（2） 順位の決定 

①合計得点の高い順に 1 位、2 位、3 位とする。 
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②同点の場合は、「制御技術」得点の高い者を高位とする。 

③「制御技術」得点が同じ場合は、「組み立て技術」得点の高い者を高位とする。 

④さらに同点の場合は、審査員の総合判定により順位を決定する。 

9 その他 

全国大会に関する資料は、下記の HP アドレスにあるので、各自ダウンロードすること 

※過去に実施された大会課題も含む静岡県立科学技術高等学校 

 http://www.sths.ed.jp  
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