
【ＷＥＭｉｎ神戸空港　ワールド・エコノ・ムーブ・グランプリ２Ｈレース】
№ クラス チーム名 車名 代表者 地域

1 GP-1 first step AISIN AW つばさ52号 伊藤  恵一 愛知

2 GP-1 first step AISIN AW つばさ53号 伊藤  恵一 愛知

3 GP-1 東京工業大学 Meister lucciola 木下  峻一 東京

4 GP-1 東京工業大学 Meister Leitbild 木下  峻一 東京

5 GP-1 E-project Suzumebachi 藤崎  桂一 大阪

6 GP-1 名城大学 Nova Nova 星野  靖 愛知

7 GP-1 名城大学 エコノパワークラブ MEGV-2004 阿部  祐也 愛知

8 GP-1 東海大学 木村研究室 ファラデーマジック2 木村  英樹 神奈川

9 GP-1 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉2.5号 白澤  実紀 神奈川

10 GP-1 SHIMADA SEV-501 PHX 山田  久就 愛知

11 GP-1 三ツ輪虫製作所 五式電動三ツ輪虫 川原  禎弘 奈良

12 GP-1 豊橋創造大学 T-Works しんがた MUGENくん 小林  憲之 愛知

13 GP-1 TECC TECC･ZERO 丸尾  昌弘 大阪

14 GP-1 PROJECT MONO MONO-1 山本  晴彦 愛知

15 GP-1 チームSBR メカでんちくん 高橋  一久 愛知

16 GP-2 愛知県立豊田工業高等学校 自動車科 T.T.H.S-A05 弟子丸  早人 愛知

17 GP-2 和歌山工業高校 機械工作クラブA LITTLE QUICKIE ZoⅡ 岡本  正人 和歌山

18 GP-2 和歌山工業高校 機械工作クラブB LITTLE QUICKIE Zo 高垣  正樹 和歌山

19 GP-2 大阪府立今宮工業高等学校 自動車部 iMac 2004 田畑  宏 大阪

20 GP-2 大阪府立淀川工業高校 自動車部 YUSS05M 松川  文彦 大阪

21 GP-2 千葉黎明高等学校 工学部 千葉黎明高等学校 工学部 2005α 石井  弘 千葉

22 GP-2 千葉黎明高等学校 工学部 千葉黎明高等学校 工学部 2005β 石井  弘 千葉

23 GP-2 兵庫県立武庫荘総合高等学校 EV-P同好会 SNIPER-EV05 塩野  功二 兵庫

24 GP-2 大阪府立和泉工業高等学校 定時制 EVecorun-P IZUKO DREAM mk-2 降幡  圭一郎 大阪

25 GP-2 神奈川県立横須賀工業高等学校 機械研究部 KUROFUNE 桑原  明 神奈川

26 GP-1 team TGMY Ashida TGMY 2005 芦田  隆 大阪

【ＷＥＭｉｎ神戸空港　エコノ・ムーブ１Ｈレース】
№ クラス チーム名 車名 代表者 地域

29 EO 愛知県立豊田工業高校 電子機械科 OB ASPIRE 弟子丸  早人 愛知

30 EO 大誠テクノ WEM-RT 大誠テクノ2005 柴垣  宗良 大阪

31 EJ 大阪府立今宮工業高等学校 自動車部 iMac 2003 田畑  宏 大阪

32 EJ 兵庫県立武庫荘総合高等学校 機械工作同好会 Mukosou SP 大野  博史 兵庫

33 EJ 兵庫県立尼崎工業高校 尼工EV-Z 山田  祐司 兵庫

34 EJ 大阪府立西野田工科高等学校 機械研究部 グルメファイヤー（西野田工科高校 機械研究部） 山田  仁史 大阪

35 EJ 岡山商科大学附属高校 自動車整備部 吉備弾号 蜂谷  和久 岡山

36 EJ 大阪府立和泉工業高等学校 定時制 EVecorun-P IZUKO DREAM mk-1改 坂本  勝重 大阪

37 EJ 堺市立工業高等学校 科学部 SCIENCE 805 山田  喜夫 大阪

38 EJ 大阪府立淀川工業高校 自動車部 YUSS04M 松川  文彦 大阪

39 EO 愛知県立三谷水産高等学校 職員有志チーム チームIKUちゃん Submarine ver.195 佐々  真一 愛知

40 EO たーとるん メカたーとるん3号 佐野  竜也 愛知



【第５回ソーラーフェスティバル ｉｎ 神戸空港 ２００５】
№ クラス チーム名 車名 代表者 地域

41 A 大阪市立泉尾工業高等学校 自動車部 ZOO 吉田  雅裕 大阪

42 A 岐阜県立可児工業高等学校 K･T 市橋  栄治 岐阜

43 A 三重県立津工業高等学校 TENTEL ライジングサン 鈴木  守 三重

44 A 今宮工業高校 ソーラーカー研究部 クリア・ウィンド 竹村  昌則 大阪

45 A Ikeda Technical High School Ridge line 青柳  徹 長野

46 B KCCT 蝗 吉本  隆光 兵庫

47 B 愛知工科大学 ソーラーカー同好会 AUT.S.C '05 伊東  雄介 静岡

48 B E&T サンデーⅧ号 河野  武彦 兵庫

49 B わかさイーグルスSKP ロードイーグル 森  誠 福井

50 B 神奈川工科大学 電気電子工学科 KAIT-Solar THEA 藤澤  徹 神奈川

51 B 和歌山大学 solar car PJ スーパータンジェリン 似内  映之 和歌山

52 B 滋賀県立大学 エコラン部 Coffin 森  耕太郎 滋賀

53 B 山口大学 ソーラーカー同好会 ベリーナテン 平間  征一 山口

54 B HAMA零 爽 山脇  一 静岡

55 C 立命館大学 EV-Racing α-fields 三宅  孝明 滋賀

56 C シバタ・ファミリー・ソーラーカーチーム 33-Ⅲ号 柴田  茂壽 滋賀

57 C 立命館大学OB Otus S-EVen 下村  潤 神奈川

58 C 芝浦たいようRacing カメ2005 有田  悠一 埼玉

59 C 芦屋大学ソーラーカープロジェクト 芦屋Sky-Ace Ⅱχ 羽藤  正秋 兵庫

60 C 名古屋工業大学 ソーラーカー部 Horizon-S 鈴木  浩章 愛知

61 C Ikeda Technical High School Go The Distance 青柳  徹 長野

62 C 竹本印刷 ドライビングクラブ ソーラーF1号 竹本  和昭 広島

【第６回 ＥＶ・ＥＲＫジムカーナ ２００５】
№ クラス チーム名 車名 代表者 地域

41 ｿｰﾗｰｶｰ 大阪市立泉尾工業高等学校 自動車部 ZOO 吉田  雅裕 大阪

42 ｿｰﾗｰｶｰ 岐阜県立可児工業高等学校 K･T 市橋  栄治 岐阜

43 ｿｰﾗｰｶｰ 三重県立津工業高等学校 TENTEL ライジングサン 鈴木  守 三重

44 ｿｰﾗｰｶｰ 今宮工業高校 ソーラーカー研究部 クリア・ウィンド 竹村  昌則 大阪

45 ｿｰﾗｰｶｰ Ikeda Technical High School Ridge line 青柳  徹 長野

46 ｿｰﾗｰｶｰ KCCT 蝗 吉本  隆光 兵庫

47 ｿｰﾗｰｶｰ 愛知工科大学 ソーラーカー同好会 AUT.S.C '05 伊東  雄介 静岡

48 ｿｰﾗｰｶｰ E&T サンデーⅧ号 河野  武彦 兵庫

49 ｿｰﾗｰｶｰ わかさイーグルスSKP ロードイーグル 森  誠 福井

50 ｿｰﾗｰｶｰ 神奈川工科大学 電気電子工学科 KAIT-Solar THEA 藤澤  徹 神奈川

51 ｿｰﾗｰｶｰ 和歌山大学 solar car PJ スーパータンジェリン 似内  映之 和歌山

52 ｿｰﾗｰｶｰ 滋賀県立大学 エコラン部 Coffin 森  耕太郎 滋賀

53 ｿｰﾗｰｶｰ 山口大学 ソーラーカー同好会 ベリーナテン 平間  征一 山口

54 ｿｰﾗｰｶｰ HAMA零 爽 山脇  一 静岡

55 ｿｰﾗｰｶｰ 立命館大学 EV-Racing α-fields 三宅  孝明 滋賀

56 ｿｰﾗｰｶｰ シバタ・ファミリー・ソーラーカーチーム 33-Ⅲ号 柴田  茂壽 滋賀

57 ｿｰﾗｰｶｰ 立命館大学OB Otus S-EVen 下村  潤 神奈川

58 ｿｰﾗｰｶｰ 芝浦たいようRacing カメ2005 有田  悠一 埼玉

59 ｿｰﾗｰｶｰ 芦屋大学ソーラーカープロジェクト 芦屋Sky-Ace Ⅱχ 羽藤  正秋 兵庫

60 ｿｰﾗｰｶｰ 名古屋工業大学 ソーラーカー部 Horizon-S 鈴木  浩章 愛知

61 ｿｰﾗｰｶｰ Ikeda Technical High School Go The Distance 青柳  徹 長野

62 ｿｰﾗｰｶｰ 竹本印刷 ドライビングクラブ ソーラーF1号 竹本  和昭 広島

71 EV-1 三菱自動車整備専門学校チーム１ 三菱自整ミラージュ 浅井  純一 愛知

72 EV-1 三菱自動車整備専門学校チーム２ 三菱自整ミラージュ 浅井  純一 愛知



【第３回なんでもＥＶ６０分耐久レース】

己

№ クラス チーム名 車名 代表者 地域

81 その他-2 エコッパ エコッパ 松井  優 大阪

82 その他-2 OSU－クリエイト スギヤマ OSU-01F 杉山  幸三 大阪

83 EVバイク-3 HAMA零 隼 山脇  一 静岡

84 その他-2 ツーアンドフォー・スポーツ F-1･51 松浦  純子 大阪

85 その他-2 ツーアンドフォー・スポーツ F-1･55 中西  朱理 奈良

86 EVバイク-2 立命館大学OB サヤカ1号 西島  大貴 愛知

87 その他-3 愛知県立豊田工業高等学校 TOYOTA ∀4 弟子丸  早人 愛知

88 その他-3 兵庫県立武庫荘総合高等学校 EV-P同好会 EV-Ⅱ 塩野  功二 兵庫

【コンバートＥＶ２時間耐久レースｉｎＫＯＢＥ】
№ カテゴリー チーム名 車名 代表者 地域

101 1 四国ＥＶチャレンジ ＹＳＲ 多田  博夫 徳島

102 2 愛知工科大学 ＹＲＶ 高橋  晃太 愛知

103 2 ＹＩ．ＨＴＭＬ パワーゲート付ライトエース 奏中  美彦 兵庫

104 2 チームいそずみ ＥＶ・ＴＯＭＯＲＲＯＷ 五十棲  克 京都

105 2 ミニミニ大作戦 ＥＶ・ミニクーパー 大浦 兵庫

【エコカー２時間耐久レースｉｎＫＯＢＥ】
№ カテゴリー チーム名 車名 代表者 地域

106 1 Ｂ．Ｄ．Ｆ バイオディーゼルカート 大橋  敏雄 大阪

107 2 エコトラック バイヒューエルボルボ 池田 大阪

108 2 エコクリーン兵庫 日産ハイパーミニ 小林 兵庫

109 2 エコクリーン兵庫 トヨタＲＡＶ４ＥＶ 山城 兵庫

ＭＥＭＯ
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