
ゼッケン チ ー ム 名 車 名 所 属 代表者名 都道府県名 クラス

1 秋田県立大曲工業高等学校 ＷＲＯ 秋田県立大曲工業高等学校 高橋 繁美 秋田県 J

2 湯沢商工高校 ソーラーチーム まほろば１６号 湯沢商工高等学校 五十嵐 宏秀 秋田県 J

3 小坂 S.B.C. 白き稲妻シロッコ Final 秋田県立小坂高等学校 近藤 哲也 秋田県 J

5 小坂 S.B.C. 通学快速ワシーン V4 秋田県立小坂高等学校 近藤 哲也 秋田県 J

6 小坂S.B.C. 快速特急チェイサー 秋田県立小坂高等学校 近藤 哲也 秋田県 J

7 栃木県立真岡工業高等学校 機械研究部コットン1号 栃木県立真岡工業高等学校 渡辺 博 栃木県 J

8 TEAM SALESIO TTR サレジオ工業高等専門学校 渡邉 聡 東京都 J

11 日向ぼっこ カミ「SUN」求 個人 田中 豊 愛知県 O

12 PaPaと息子達 シャトル８ 個人 永田 芳男 宮城県 O

14 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 田崎 和樹 秋田県 O

15 Team Zaikou Spirit of Yabitsu II 個人 香西 真介 神奈川県 O

16 JapaneseCrested Ibis スーパーＬＣ－１ 個人 富山 隆 栃木県 O

17 ＺＤＰ２０１０ＴＯＨＯ ええふりこぎ ２０１０ 東邦薬品株式会社 秋田営業部 鈴木 和男 秋田県 O

18 ＺＤＰ２０１０ＴＯＨＯ 東邦神起 東邦薬品株式会社 秋田営業部 鈴木 和男 秋田県 O

19 チームスーパーエナジー自転車部 轟天号 個人 田中 潤 群馬県 O

20 TEAM SALESIO TTC サレジオ工業高等専門学校 渡邉 聡 東京都 O

21 32's Revolution ＦＵＮ Ｒｉｄｅｒ 樋熊 学 秋田県 O

ゼッケン チ ー ム 名 車 名 所 属 代表者名 都道府県名 クラス

31 日向ぼっこ よめ「SUN」求 個人 田中 豊 愛知県 O

32 チームすてぃ～う゛んすん スティーヴ３号 個人 吉崎 博俊 愛知県 O

33 地球をもっと愛し隊 ララパルーザ 大潟村役場 池田 龍成 秋田県 O

41 ホンダ学園関東校 新動力研究部 Stream SG 学校法人ホンダ学園ホンダテクニカルカレッジ関東 杉田 正司 埼玉県 S

51 いではレディースチーム IDEHA 佐藤 祐子 秋田県 L

52 ＺＤＰ２０１０ＴＯＨＯ スーパーとんかち 東邦薬品株式会社 秋田営業部 鈴木 和男 秋田県 L
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※クラス： J ＝ジュニア O ＝オープン L ＝レディース S ＝シニア

カテゴリー A

カテゴリー B



ゼッケン チ ー ム 名 車 名 所 属 代表者名 都道府県名 クラス

61 秋田県立大曲工業高等学校 フリーダムＧＸ 秋田県立大曲工業高等学校 小野 直人 秋田県 J

62 秋田県立大曲工業高等学校 ＤＫ ＫＡＳＨＩＷＡ 秋田県立大曲工業高等学校 浅野 晶多 秋田県 J

63 大館工業高校工作部 aragane Mk-Ⅱ 秋田県立大館工業高等学校 畠山 忠大 秋田県 J

64 大館工業高校工作部 あらがね２ 秋田県立大館工業高等学校 須藤 美徳 秋田県 J

65 湯沢商工高校 ソーラーチーム まほろばＥＸ 湯沢商工高等学校 五十嵐 宏秀 秋田県 J

66 湯沢商工高校 ソーラーチーム 浩然 湯沢商工高等学校 五十嵐 宏秀 秋田県 J

67 豊昭学園電気研究部 ダイ村－組立式 豊昭学園 豊島学院高等学校 昭和鉄道高等学校 大村 貴志 東京都 J

68 男鹿工業高校 男工Ｔｒｉｎｉｔｙ 男鹿工業高校 三浦 寿哉 秋田県 J

69 男鹿工業高校 男鹿工業高校 ＴＥＡＭ Ｅ 秋田県立男鹿工業高等学校 石井 英樹 秋田県 J

70 五所川原工業高校ソーラーカー同好会 無限の可能 五所川原工業高校 菊池 一美 青森県 J

71 小坂 S.B.C. 初風 秋田県立小坂高等学校 近藤 哲也 秋田県 J

72 呉港高等学校 GＫⅠ 呉港高等学校 楠本 盛久 広島県 J

73 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A 栃木県立矢板高等学校 井澤 宜夫 栃木県 J

74 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B 栃木県立矢板高等学校 井澤 宜夫 栃木県 J

75 茨城県立総和工業高等学校 てるてるぼうず2010 茨城県立総和工業高等学校 栃木 浩二 茨城県 J

76 山形工業高校Ａチーム 卒業研究 遠藤 知也 山形県 J

77 山形工業高校Ｂチーム 機械研究部 菅井 孝裕 山形県 J

81 ＭＳＢ ＳＰ２０１０ 個人 増渕 義則 埼玉県 O

82 玉川学園高等部ソーラーチャレンジャーズ DOLPHIN 玉川学園高等部 渡辺 洋司 東京都 O

83 埼玉県立久喜工業高校電気科職員有志 ミレニアム”Ｔ”Ｖｅｒ．１０ 埼玉県立久喜工業高等学校 山崎 経男 埼玉県 O

84 秋田工業高等専門学校 エコレース部 百穂 秋田工業高等専門学校 今田 良徳 秋田県 O

85 Team SUPER SCIENCE Mr.BLUE 個人 玉橋 博幸 山形県 O

86 ホンダ学園関東校 新動力研究部 Stream XV 学校法人ホンダ学園ホンダテクニカルカレッジ関東 吉田 孝之 埼玉県 O

87 ホンダ学園関東校 新動力研究部 Stream X 学校法人ホンダ学園ホンダテクニカルカレッジ関東 杉田 正司 埼玉県 O

88 湘南工科大学WSC Shonan Cyclone 湘南工科大学 深堀 一平 東京都 O

２／２
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ゼッケン チ ー ム 名 車 名 所 属 代表者名 都道府県名 クラス

1 青山学院大学ソーラーカープロジェクト ＡＧＵ ａｇｌａｉａ 青山学院大学 大神 昌幸 神奈川県 F-1

2 チーム G2クリエイト ブルー ブリット 個人 香川 央 埼玉県 F-1

3 工学院大学ソーラーカープロジェクト KGU S2010 工学院大学 濱根 洋人 東京都 F-1

5 芦屋大学ソーラーカープロジェクト 芦屋 Sky Ace QUAD 芦屋大学 盛谷 亨 兵庫県 F-1

6 呉港高等学校 夢創心 呉港高等学校 武田 信寛 広島県 F-1

7 再輝 U-1 個人 高崎 千恵子 東京都 F-1

11 カマダＦＡＲＭ セルフィッシュ 鎌田 鐵也 秋田県 F-2

12 学校法人 若松第一高等学校 若一号 二宮 謙二 福島県 F-2

14 八戸工業大学 HI-TECH 8 八戸工業大学 佐々木 幹夫 青森県 F-2

21 千葉黎明高等学校 工学部 RMＣエンタープライズ周作D 千葉 石井 弘 千葉県 F-3

31 呉港高等学校エコテック 咲夢来 呉港高等学校 楠本 盛久 広島県 H-1

32 Team Prominence Thewindfromthesun 個人 宮村 智也 長野県 H-1

51 群馬自動車大学校 G４ 群馬自動車大学校 小林 靖 群馬県 T-2

ゼッケン チ ー ム 名 車 名 所 属 代表者名 都道府県名 クラス

101 福島高専エネルギー研究会 Sun Shine IWAKI 福島工業高等専門学校 伊藤 淳 福島県 F-2

102 北海道自動車短期大学 SULIS Ⅵ 北海道自動車短期大学 山崎 信行 北海道 F-2

103 大阪工業大学チームレガリア Iris-type R 大阪工業大学 吉岡 大貴 大阪府 F-2

111 長野高専ソーラーカー研究部 Avalon 長野工業高等専門学校 渡辺 誠一 長野県 H-2

201 神奈川工科大学 ｍｉｃｒｏＦＣＶ ｍｉｃｒｏＦＣＶ ｅｇｇ －ゆめたまご－ 神奈川工科大学 高橋 良彦 神奈川県 FCH-1

202 東京電機大学 Hydric Impulse 東京電機大学 西村 一郎 千葉県 FCH-1

211 玉川大学ソーラーハイドロジェンチーム Ondine 玉川大学 小原 宏之 東京都 FCH-2

212 信州大学ソーラーカープロジェクト Cocoon 2010 信州大学 繊維学部機能機械学科 小西 哉 長野県 FCH-2

10 WSR エントリーリスト （2010/7/14）

10 JISFC エントリーリスト （2010/7/14）

※F−１＝フルサイズカテゴリー・フリークラス     F−２＝フルサイズカテゴリー・ストッククラス     F−３＝フルサイズカテゴリー・ジュニアクラス

  H−１＝ハーフサイズカテゴリー・フリークラス    H−２＝ハーフサイズカテゴリー・ストッククラス    H−３＝ハーフサイズカテゴリー・ジュニアクラス

  FCH−１＝ハーフサイズカテゴリー・燃料電池   FCH−２＝ハーフサイズカテゴリー・燃料電池と太陽電池のハイブリット



ゼッケン チ ー ム 名 車 名 所 属 代表者名 都道府県名 クラス

1 青山学院大学ソーラーカープロジェクト ＡＧＵ ａｇｌａｉａ 青山学院大学 大神 昌幸 神奈川県 F-1

2 チーム G2クリエイト ブルー ブリット 個人 香川 央 埼玉県 F-1

3 工学院大学ソーラーカープロジェクト KGU S2010 工学院大学 濱根 洋人 東京都 F-1

5 芦屋大学ソーラーカープロジェクト 芦屋 Sky Ace QUAD 芦屋大学 盛谷 亨 兵庫県 F-1

6 呉港高等学校 夢創心 呉港高等学校 武田 信寛 広島県 F-1

7 再輝 U-1 個人 高崎 千恵子 東京都 F-1

11 カマダＦＡＲＭ セルフィッシュ 鎌田 鐵也 秋田県 F-2

12 学校法人 若松第一高等学校 若一号 二宮 謙二 福島県 F-2

14 八戸工業大学 HI-TECH 8 八戸工業大学 佐々木 幹夫 青森県 F-2

21 千葉黎明高等学校 工学部 RMＣエンタープライズ周作D 千葉 石井 弘 千葉県 F-3

31 呉港高等学校エコテック 咲夢来 呉港高等学校 楠本 盛久 広島県 H-1

32 Team Prominence Thewindfromthesun 個人 宮村 智也 長野県 H-1

51 群馬自動車大学校 G４ 群馬自動車大学校 小林 靖 群馬県 T-2

ゼッケン チ ー ム 名 車 名 所 属 代表者名 都道府県名 クラス

101 福島高専エネルギー研究会 Sun Shine IWAKI 福島工業高等専門学校 伊藤 淳 福島県 F-2

102 北海道自動車短期大学 SULIS Ⅵ 北海道自動車短期大学 山崎 信行 北海道 F-2

103 大阪工業大学チームレガリア Iris-type R 大阪工業大学 吉岡 大貴 大阪府 F-2

111 長野高専ソーラーカー研究部 Avalon 長野工業高等専門学校 渡辺 誠一 長野県 H-2

201 神奈川工科大学 ｍｉｃｒｏＦＣＶ ｍｉｃｒｏＦＣＶ ｅｇｇ －ゆめたまご－ 神奈川工科大学 高橋 良彦 神奈川県 FCH-1

202 東京電機大学 Hydric Impulse 東京電機大学 西村 一郎 千葉県 FCH-1

211 玉川大学ソーラーハイドロジェンチーム Ondine 玉川大学 小原 宏之 東京都 FCH-2

212 信州大学ソーラーカープロジェクト Cocoon 2010 信州大学 繊維学部機能機械学科 小西 哉 長野県 FCH-2

  H−１＝ハーフサイズカテゴリー・フリークラス    H−２＝ハーフサイズカテゴリー・ストッククラス    H−３＝ハーフサイズカテゴリー・ジュニアクラス

  FCH−１＝ハーフサイズカテゴリー・燃料電池   FCH−２＝ハーフサイズカテゴリー・燃料電池と太陽電池のハイブリット

10 Clean Energy Competition

10 WSR エントリーリスト

10 JISFC エントリーリスト

※F−１＝フルサイズカテゴリー・フリークラス     F−２＝フルサイズカテゴリー・ストッククラス     F−３＝フルサイズカテゴリー・ジュニアクラス


