
NO チ ー ム 名 車       名 所      属 代表者
名

所属地 カテゴリー クラス
1 秋田工業高校 秋工ファーステックＡ 秋田県立秋田工業高等学校 柴田　修 秋田県 Ａ ジュニア
2 青森県立十和田工業高等学校 REM 青森県立十和田工業高等学校 野呂　政幸 青森県 Ａ ジュニア
3 湯沢商工高校　ソーラーチーム まほろば１３号 湯沢商工高校 菊地克信 秋田県 Ａ ジュニア
4 KOSAKA　S.B.C. 通学快速ワシーン 秋田県立小坂高等学校 近藤　哲也 秋田県 Ａ ジュニア
5 KOSAKA　S.B.C. 夕凪 秋田県立小坂高等学校 近藤　哲也 秋田県 Ａ ジュニア
6 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 Ａ ジュニア
7 Run along ノンストップ 大潟中学校 小松　睦子 秋田県 Ａ ジュニア
8 TEAM SALESIO1 BOSCO TTX サレジオ工業高等専門学校 斉藤　純 東京都 Ａ ジュニア
9 TEAM SALESIO2 BOSCO TTR サレジオ工業高等専門学校 依田　勝 東京都 Ａ ジュニア

10 PaPaと息子達 シャトル５ 個人 永田　芳男 宮城県 Ａ オープン
11 チーム電動ヒゲオヤヂ ソーラー見た子とかっ２ 個人 三部　賀庸 東京都 Ａ オープン
12 大潟村西３－４後継者会 The MamaCherryXtreme 個人 木須正一郎 秋田県 Ａ オープン
14 日向ぼっこ カミ「SUN求」 個人 田中　豊 愛知県 Ａ オープン
15 JapaneseCrested Ibis スーパーブチョー壱式レボリューション 個人 富山　隆 栃木県 Ａ オープン
16 JapaneseCrested Ibis スーパーLC-1 個人 富山　隆 栃木県 Ａ オープン
17 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム A-Bank Special 株式会社秋田銀行 栗山　智裕 秋田県 Ａ オープン
18 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　Ａ‐ｓｐｅｃⅡ 三菱マテリアル株式会社秋田製錬所 田崎　和樹 秋田県 Ａ オープン
19 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 宮城県 Ａ オープン
20 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 宮城県 Ａ オープン
21 32's Revolution FUN　Rider 個人 樋熊　学 秋田県 Ａ オープン
22 チームスーパーエナジー 自転車部 SHEPHERD DD 個人 田中　潤 群馬県 Ａ オープン
25 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　０７－Ｂ 栃木県立矢板高等学校 渡辺　博 栃木県 Ｂ ジュニア
26 玉川学園高等部ソーラーチャレンジャーズ Ｐｅｇａｓｕｓ 玉川学園　高等部 川端　百平 東京都 Ｂ ジュニア
27 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 Ｂ オープン
28 どっこいしょミツバ 昇２号 （株）ミツバ 力石　真 群馬県 Ｂ オープン
29 日向ぼっこ おてつだい「SUN求」 個人 田中　豊 愛知県 Ｂ シニア
30 ホンダ学園関東校　Stream SG Stream　SG ホンダテクニカルカレッジ関東 杉田　正司 埼玉県 Ｂ シニア
31 チーム杉原 杉ッチ 個人 杉原　博治 秋田県 Ｂ レディース

☆ゼッケン　７　「チームRun along」は会場地元 大潟中学校の生徒達（大会唯一の中学生チーム）で２年連続好成績完走記録を残しています。
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NO チ ー ム 名 車       名 所      属 代表者 所属地 カテゴリー クラス
50 秋田工業高校 秋工ファーステックＳ 秋田県立秋田工業高等学校 柴田　修 秋田県 Ｓ ジュニア
51 男鹿工業高校 男工なまはげ 男鹿工業高校 三浦　寿哉 秋田県 Ｓ ジュニア
52 米沢興譲館高校理工部 ガリ勉くんＳ 山形県立米沢興譲館高等学校 海和　雅人 山形県 Ｓ ジュニア
53 青森県立十和田工業高等学校 Ｆ．Ｉ．Ｓ． 青森県立十和田工業高等学校 野呂　政幸 青森県 Ｓ ジュニア
54 大館工業高校工作部 ROKET DRIVE Aragane 秋田県立大館工業高等学校 畠山　忠大 秋田県 Ｓ ジュニア
55 大館工業高校工作部 XXXAragane 秋田県立大館工業高等学校 畠山　忠大 秋田県 Ｓ ジュニア
56 大館工業高校工作部 大館工業車Aragane 秋田県立大館工業高等学校 畠山　忠大 秋田県 Ｓ ジュニア
57 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　07-S 栃木県立矢板高等学校 渡辺　博 栃木県 Ｓ ジュニア
58 茨城県立総和工業高等学校 てるてるぼうず　聖也さん’07 茨城県立総和工業高等学校 栃木　浩二 茨城県 Ｓ ジュニア
59 大曲工業高校 フリーダム２号 大曲工業高校 高橋　繁美 秋田県 Ｓ ジュニア
60 平塚工科高校社会部A２０ A20 平塚工科高校 白澤　敏広 神奈川県 Ｓ ジュニア
61 平塚工科高校社会部B１４ B14 平塚工科高校 白澤　敏広 神奈川県 Ｓ ジュニア
62 湯沢商工高校　ソーラーチーム まほろばMC 湯沢商工高校 五十嵐宏秀 秋田県 Ｓ ジュニア
63 湯沢商工高校　ソーラーチーム 浩然 湯沢商工高校 五十嵐宏秀 秋田県 Ｓ ジュニア
64 山形工業Ａチーム ＷｈｉｔｅＢａｓｅ’07 山形県立山形工業高等学校 菅井孝裕 山形県 Ｓ ジュニア
65 山形工業Ｂチーム ＷｈｉｔｅＢａｓｅ改Ⅱ 山形県立山形工業高等学校 奥山靖春 山形県 Ｓ ジュニア
66 青森県立南部工業高等学校　課題研究Ａ班 チョロチョロ 青森県立南部工業高等学校 佐藤　努 青森県 Ｓ ジュニア
67 青森県立南部工業高等学校　課題研究Ｂ班 タロタロ 青森県立南部工業高等学校 蛯名　義一 青森県 Ｓ ジュニア
68 KOSAKA　S.B.C. 風林火山 秋田県立小坂高等学校 近藤　哲也 秋田県 Ｓ ジュニア
69 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 Ｓ ジュニア
70 秋田工業高等専門学校エコレース部 Ｍａｘｗｅｌｌ　Ｄｅｖｉｌ 秋田工業高等専門学校 今田　良徳 秋田県 Ｓ ジュニア
72 神奈川県立横須賀工業高等学校　機械研究部 ＫＵＲＯＦＵＮＥ 神奈川県立横須賀工業高等学校 桑原　明 神奈川県 Ｓ ジュニア
71 秋田工業高等専門学校エコレース部 颯 秋田工業高等専門学校 今田　良徳 秋田県 Ｓ オープン
81 ＭＳＢ ＳＰ２００７ 個人 増渕　義則 埼玉県 Ｓ オープン
82 Team SUPER SCIENCE Mr.BLUE 個人 玉橋　博幸 山形県 Ｓ オープン
83 ホンダ学園関東校　Stream　X stream   X ホンダテクニカルカレッジ関東 杉田　正司 埼玉県 Ｓ オープン
84 ホンダ学園関東校　stream XV stream　XV ホンダテクニカルカレッジ関東 吉田　孝行 埼玉県 Ｓ オープン
85 チームすてぃ～ゔ んすん スティーヴ２号 個人 吉崎　博俊 愛知県 Ｓ オープン
86 チーム・ヨイッショット！ミツバ TESLA　SUN (株)ミツバ 柳原　健也 群馬県 Ｓ オープン
87 越後のちりめん問屋 Ｆ-ＣＨＡＲＧＥ 個人 井浦　悟 新潟県 Ｓ オープン
88 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．７ 埼玉県立久喜工業高等学校 山崎　経男 埼玉県 Ｓ オープン
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