
NO チーム名 車名 所属 代表者名 住所 カテゴリー クラス
1 玉川学園高等部ソーラーチャレンジャーズ SEPCycle 隼 玉川学園 高等部 川端百平 東京都町田市 Ａ ジュニア
2 湯沢商工高校　ソーラーチーム まほろば１２号 秋田県立湯沢商工高等学校 佐藤仁志 秋田県湯沢市 Ａ ジュニア
3 青森県立十和田工業高等学校 ロディ 青森県立十和田工業高等学校 野呂政幸 青森県十和田市 Ａ ジュニア
4 KOSAKA  S.B.C. 坂高　竜頭蛇尾 秋田県立小坂高等学校 日景　一仁 秋田県小坂町 Ａ ジュニア
5 真岡工業高校機械研究部 コットン１号 栃木県立真岡工業高等学校 飯野浩史 栃木県真岡市 Ａ ジュニア
6 Enjoy Ski and Bike challenger-156 個人 木村正勝 群馬県太田市 Ａ ジュニア
7 Run along ノンストップ 大潟中学校 樋熊　学 秋田県大潟村 Ａ ジュニア
8 神奈川県立横須賀工業高校課題研究　Ａ ＴＯＭＩＯ爺 神奈川県立横須賀工業高等学校 高橋　登美雄 神奈川県横須賀市 Ａ ジュニア
9 神奈川県立横須賀工業高校課題研究　Ｂ ホワイトシャーク！！ 神奈川県立横須賀工業高等学校 桑原　明 神奈川県横須賀市 Ａ ジュニア

10 日本航空高校 スーパーソニックⅡ 日本航空高校 泉　博之 山梨県甲斐市 Ａ ジュニア
11 Heliocentrics Gringo Bloomington High School Cindy Kvale USA Ａ ジュニア
12 Heliocentrics Jenny Bloomington High School Cindy Kvale USA Ａ レディース
15 PaPaと息子達 シャトル４ 個人 永田　芳男 仙台市 Ａ オープン
16 日向ぼっこ カミ「SUN求」 個人 森　大介 名古屋市 Ａ オープン
17 三菱マテリアルソーラーバイシクルクラブ ＳＵＮチャレンジャー　ＡｓｐｅｃⅡ 三菱マテリアル㈱秋田精錬所 田崎和樹 秋田市 Ａ オープン
18 大潟村西３－４後継者会 discovery 個人 木須正一郎 秋田県大潟村 Ａ オープン
19 ジャパニーズ・クレステッド・アイビス スーパーブチョー壱式 個人 富山　隆 栃木県宇都宮市 Ａ オープン
20 ジャパニーズ・クレステッド・アイビス J.C.I.ミツバ LC-1 AW 個人 富山　隆 栃木県宇都宮市 Ａ オープン
21 32's Revolution FUN Rider 個人 樋熊　学 秋田県南大潟村 Ａ オープン
22 富士通東北システムズ ＦＪＴＨ１号 （株）富士通東北システムズ 小玉光敏 仙台市 Ａ オープン
23 富士通東北システムズ ＦＪＴＨ２号 （株）富士通東北システムズ 小玉光敏 仙台市 Ａ オープン
24 チームすてぃ～ゔ んすん スティーヴ４号 個人 吉崎　博俊 愛知県豊田市 Ａ オープン
25 チームスーパーエナジー SHEPHERD DD 富士重工業株式会社 内田雅之 愛知県豊田市 Ａ オープン
26 日本航空学園 日本航空大学校山梨A 日本航空学園 泉　博之 山梨県甲斐市 Ａ オープン
27 日本航空学園 日本航空大学校山梨B 日本航空学園 泉　博之 山梨県甲斐市 Ａ オープン
30 三菱マテリアルソーラーバイシクルクラブ ＳＵＮチャレンジャー　Ａｓｐｅｃ 三菱マテリアル㈱秋田精錬所 田崎和樹 秋田市 Ａ シニア
31 Heliocentrics Old Gringo Bloomington High School Cindy Kvale USA Ａ オープン
35 日向ぼっこ おてつだい「SUN求」 個人 森　大介 名古屋市 Ｂ シニア
36 ホンダ学園関東校 ストリームＢ ストリームＳＧ ホンダ学園関東校 杉田　正司 埼玉県ふじみ野市 Ｂ シニア
40 チーム電動ヒゲオヤヂ ソーラー見た子とかっ！ 個人 三部　賀庸 東京都町田市 Ｂ オープン
41 えころ-g　レーシングクラブ 蒼銀鯱 個人 松本　昌朋 栃木県宇都宮市 Ｂ オープン
42 どっこいしょ！　ミツバ 昇２号 株式会社　ミツバ 鈴木　誠 群馬県桐生市 Ｂ オープン
50 栃木県立矢板高等学校　機械技術研究部 ブルーインパルス　０６－B 栃木県立矢板高等学校　 渡辺　　博 栃木県矢板市 Ｂ ジュニア
51 玉川学園高等部ソーラチャレンジャーズ Pegasus 玉川学園 高等部 川端百平 東京都町田市 Ｂ ジュニア
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60 MSB SP２００６ 個人 増渕　義則 埼玉県坂戸市 Ｓ オープン
61 Team SUPER SCIENCE Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｇ 個人 玉橋　博幸 米沢市 Ｓ オープン
62 越後のちりめん問屋 Ｆ－ＣＨＡＲＧＥ 個人 井浦　悟 新潟県新潟市 Ｓ オープン
63 秋田高専エコレース部 颯 秋田工業高等専門学校 今田　良徳 秋田市 Ｓ オープン
64 ホンダ学園関東校 チームＶ ストリームＸＶ ホンダ学園関東校 杉田　正司 埼玉県ふじみ野市 Ｓ オープン
65 ホンダ学園関東校 チームＳ ストリームＸ ホンダ学園関東校 杉田　正司 埼玉県ふじみ野市 Ｓ オープン
66 埼玉県立久喜工業高等学校電気科職員有志 ミレニアム”Ｔ”　Ｖｅｒ．６ 埼玉県立久喜工業高等学校 山崎経男 埼玉県久喜市 Ｓ オープン
67 チームすてぃ～ゔ んすん スティーヴ３号 個人 吉崎　博俊 愛知県豊田市 Ｓ オープン
68 チームスーパーエナジー ＧＲＩＦＦＯＮ 富士重工業株式会社 内田雅之 愛知県豊田市 Ｓ オープン
69 チーム・ヨイショット！ミツバ Tesla3(SUN) (株)ミツバ 柳原　健也 群馬県桐生市 Ｓ オープン
70 秋田工業高校 秋工Ｉｎｆｉｎｉｔｙ 秋田県立秋田工業高等学校 柴田　　修 秋田市 Ｓ ジュニア
71 米沢興譲館高校理工部 ガリ勉くん８号Ｓ 山形県立米沢興譲館高等学校 海和雅人 山形県米沢市 Ｓ ジュニア
72 男鹿工業高校 男工なまはげ君 秋田県立男鹿工業高等学校 三浦　寿哉 秋田県男鹿市 Ｓ ジュニア
73 長野工業高等学校 S.P.Evolution　ver.8 長野工業高等学校 山口　新一 長野県長野市 Ｓ ジュニア
74 長野工業高等学校 S.P.Evolution　ver.7 長野工業高等学校 山口　新一 長野県長野市 Ｓ ジュニア
75 秋田県立大館工業高等学校 MokkoFu-Aragane 大館工業高校 畠山忠大 秋田県大館市 Ｓ ジュニア
76 秋田県立大館工業高等学校 ROKETDIVE VerAragane 大館工業高校 畠山忠大 秋田県大館市 Ｓ ジュニア
77 秋田県立大館工業高等学校 大館工業車アラガネ改Verうし 大館工業高校 畠山忠大 秋田県大館市 Ｓ ジュニア
78 神奈川県立平塚工科高校社会部A 社会部A14 神奈川県立平塚工科高校 白澤　敏広 神奈川県平塚市 Ｓ ジュニア
79 神奈川県立平塚工科高校社会部B 社会部B20 神奈川県立平塚工科高校 白澤　敏広 神奈川県平塚市 Ｓ ジュニア
80 玉川学園高等部ソーラーチャレンジャーズ ドルフィン 玉川学園 高等部 川端百平 東京都町田市 Ｓ ジュニア
81 栃木県立矢板高等学校　機械技術研究部 ブルーインパルス　０６－A 栃木県立矢板高等学校　 渡辺　　博 栃木県矢板市 Ｓ ジュニア
82 湯沢商工高校　ソーラーチーム まほろばMC 秋田県立湯沢商工高等学校 五十嵐　宏秀 秋田県湯沢市 Ｓ ジュニア
83 青森県立十和田工業高等学校 Ｐ．Ｔ．Ｗ． 青森県立十和田工業高等学校 野呂政幸 青森県十和田市 Ｓ ジュニア
84 青森県立十和田工業高等学校 TTHS 青森県立十和田工業高等学校 野呂政幸 青森県十和田市 Ｓ ジュニア
85 秋田高専エコレース部 鸞 秋田工業高等専門学校 今田　良徳 秋田県秋田市 Ｓ ジュニア
86 KOSAKA  S.B.C. 坂高ＦＲＥＥＤＯＭ 秋田県立小坂高等学校 日景　一仁 秋田県小坂町 Ｓ ジュニア
87 茨城県立総和工業高等学校　Ａ てるてるぼうず　'06 茨城県立総和工業高等学校 淀縄澄人 茨城県古河市 Ｓ ジュニア
88 茨城県立総和工業高等学校　Ｂ てるてるぼうず　2006B 茨城県立総和工業高等学校 淀縄澄人 茨城県古河市 Ｓ ジュニア
89 青森山田高等学校 HORIZON 青森山田高等学校 長谷川　裕幸 青森市 Ｓ ジュニア
90 山形工業高校 ＷｈｉｔｅＢａｓｅ改 山形県立山形工業高校 菅井孝裕 山形県山形市 Ｓ ジュニア
91 山形工業高校 ＷｈｉｔｅＢａｓｅ’０６ 山形県立山形工業高校 奥山靖春 山形県山形市 Ｓ ジュニア
92 県立大曲工業高校 ＶＩＣＴＯＲＹＭＡＳＴＥＲ 県立大曲工業高校 高橋繁美 秋田県大仙市 Ｓ ジュニア
93 神奈川県立横須賀工業高校機械研究部 ＫＵＲＯＦＵＮＥ 神奈川県立横須賀工業高等学校 桑原 神奈川県横須賀市 Ｓ ジュニア


