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「第12回全日本 学生フォーミュラ大会」
は、秋雨前線の影響で天候が危ぶまれる
中の開催となりました。大会4日目には
朝から雷雨に見舞われ審査開始を2時間
遅らせることになりましたが、結果的に
スケジュールどおりに進行、終了いたし
ました。
　今年の大会は、国内外から96チームの
エントリーがあり、書類選考やシェイク
ダウン証明を通過し、最終的に大会出場
に至ったのが86チームでした。
　大会の結果は、名古屋大学が初優勝、
第2位が京都大学、以下、同志社大学、
豊橋技術科学大学、京都工芸繊維大学、
東海大学という結果となり、今年も中部、
関西勢が上位を占める結果となりました。

　また、大会参加者数は、延べ約1万5千
人に迫り、過去最高となりました。多く
の皆様にご来場いただきましたことに厚
く御礼申し上げます。
　本大会は、「日本のものづくり」の次
代を担う人材を育成する活動として2003
年にスタートして以来、すでに多くの卒
業生が自動車産業をはじめとするものづ
くりの第一線で活躍しはじめています。
1年間の努力、活動のプロセスは皆さん
の人生にとって何にも増して得難い貴重
な経験であったと思います。この経験を
踏まえて、次代を担うエンジニアになっ
ていただくことを願ってやみません。
 私自身、自動車技術会会長として初め
て本大会を見させていただきましたが、

学生の皆さんの目の輝き、また、熱い心
で車づくりに取り組んでいる姿を拝見し、
感動いたしました。そして、我が国の自
動車産業の発展の一翼を担うと言っても
過言でない、この全日本 学生フォーミ
ュラ大会を今後も発展させていかねばな
らないと確信いたしました。
　最後になりましたが、本大会の開催・
運営に際し、後援、協賛、ならびにご支
援をいただいた産学官各方面の皆様、多
大なご協力をいただきました地元の静岡
県をはじめ、掛川市、袋井市の関係者の
皆様、また、大会スタッフの派遣にご協
力いただきました企業、大学関係者の皆
様、スタッフの皆様方に、主催者代表と
して心より厚く御礼申し上げます。

加藤 光久

公益社団法人 自動車技術会
会　 長

Mitsuhisa Kato
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【運営】大会実行委員長 小林正朋（本田技術研究所）
秋元健太郎 （ボランティア）
淺井亮輔 （スズキ）
阿部翔大 （神奈川工科大学）
生原尚季 （トヨタ自動車）
石川正芳 （ボランティア）
磯　智之 （本田技術研究所）
伊藤　潔 （ヤマハ発動機）
岩城洋平 （ヤマハ発動機）
上野　亮 （ヤマハ発動機）
宇佐美雅貴 （本田技術研究所）
牛山駿一 （本田技術研究所）
榎本啓士 （金沢大学）
大石琢馬 （本田技術研究所）
大上悦夫 （日産自動車）

大久保祐子 （本田技研工業）
岡　秀樹 （スズキ）
尾棹典昭 （本田技研工業）
尾上雄介 （スズキ）
加世山秀樹 （本田技研工業）
片山政彦 （デンソー）
加藤雅大 （日産自動車）
加藤幹夫 （ボランティア）
狩野芳郎 （神奈川工科大学）
北山　周 （ボランティア）
木下幸江 （ボランティア）
栗原洋平 （スズキ）
河之口敦史 （マツダ）
小林紘子 （ボランティア）

小松新始 （ボランティア）
福井龍也 （ボランティア）
齋藤拓也 （ボランティア）
斎藤悠介 （ヤマハ発動機）
坂井貴行 （三菱自動車工業）
酒井雄揮志 （日産自動車）
佐藤　陽 （デンソー）
更科俊平 （スズキ）
澤田　徹 （スズキ）
澤田雅人 （本田技研工業）
清水達也 （ボランティア）
庄司智和 （本田技研工業）
杉本尚輝 （スズキ）
鈴木光裕 （ボランティア）

立元恵祐 （ボランティア）
塚本　崇 （ボランティア）
柘植正邦 （本田技研工業）
土屋高志 （静岡理工科大学）
寺崎貴行 （日産自動車）
徳田光彦 （スズキ）
友岡諒介 （本田技術研究所）
中島　彩 （デンソー）
中村　博 （ボランティア）
西岡昌寛 （ヤマハ発動機）
仁科正佳 （ヤマハ発動機）
根木島篤司 （日本発条）
野田智哉 （スズキ）
野々村知美 （デンソー）

橋本　優 （トヨタ自動車）
長谷川雅彦 （アイシン精機）
平井光生 （ヤマハ発動機）
平松克規 （本田技術研究所）
平本賀一 （ボランティア）
廣瀬　翔 （ボランティア）
福田充宏 （静岡大学）
豐　軒茵 （スズキ）
本田康裕 （国士舘大学）
本田祐介 （ヤマハ発動機）
前田大典 （ボランティア）
前原洋一 （本田技研工業）
増田貴裕 （ヤマハ発動機）
松浦麻理子 （ボランティア）

三ツ井浩 （日産自動車）
南　貴士 （ボランティア）
盛　雅裕 （トヨタ自動車）
森岡怜史 （トヨタ自動車）
森川　将 （本田技術研究所）
両角岳彦 （ボランティア）
山本一広 （スズキ）
山本　隆 （デンソー）
吉田和弘 （デンソー）

主催

公益社団法人自動車技術会

大会スタッフ
【本部】
大会委員長　吉貴寛良（トヨタ自動車）　大会副委員長　杉本富史（本田技研工業）　大会副委員長　窪塚孝夫（自動車技術会）

【車検】
車検イベントキャプテン 松本保志（トヨタ自動車）
青柳宗一郎 （カルソニックカンセイ）
秋月信也 （日産自動車）
阿久根良斗 （本田技術研究所）
油目雅史 （マツダ）
天野勝弘 （静岡理工科大学）
飯倉計彦 （マイスタークラブ）
飯島晃良 （日本大学）
飯塚政雄 （マイスタークラブ）
池ヶ谷潔 （ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル）
石川大毅 （堀場製作所）
上田　啓 （ダイハツ工業）
太田竜司 （日産自動車）
大坪正典 （堀場製作所）
岡部顕史 （日本大学）
勝部洋司 （ブリヂストンプラントエンジニアリング）
狩野康行 （小野測器）
木下芳人 （コマツ）
久野富士夫 （マイスタークラブ）
熊谷康治 （日産自動車）
黒木雅広 （ヤマハ発動機）
黒澤達夫 （マイスタークラブ）
桑原　弘 （横浜国立大学）
小出一登 （三菱自動車工業）
小林哲智 （トヨタ自動車）
小宮敏也 （トヨタ自動車）
小牟田治良 （三菱自動車エンジニアリング）
酒井是貴 （小野測器）
鹿内佳人 （静岡理工科大学）
清水俊成 （いすゞ自動車）
杉崎裕俊 （ダイハツ工業）
鈴木幹男 （トヨタ自動車）

関口昌邦 （マイスタークラブ）
関谷直樹 （日本大学）
高野　修 （マイスタークラブ）
千葉康智 （スズキ）
富永　茂 （日本大学）
川鍋昌彦 （富士テクノサービス）
永島悠也 （小野測器）
永田将太 （トヨタ自動車）
仲武聖仁 （富士重工業）
仲野敬一 （堀場製作所）
中野健太郎 （ブリヂストン）
中山巧匠 （本田技術研究所）
西　英之 （マツダ）
早川右真 （三菱自動車工業）
原薗泰信 （ヤマハ発動機）
廣瀬利次 （日産自動車）
堀内　誠 （日産自動車）
本田　篤 （川崎重工業）
松浦孝成 （堀場製作所）
満尾　哲 （トヨタ自動車）
宮　正明 （小野測器）
三宅　博 （ＵＤトラックス）
宮田卓英 （マイスタークラブ）
宮田敏夫 （マイスタークラブ）
森　伸一 （ヨコハマ・モータースポーツ）
森　勇人 （カルソニックカンセイ）
山岸康一 （トヨタ自動車）
山田　滋 （マイスタークラブ）
油井大地 （コマツ）
横尾貴史 （コマツ）
龍　重法 （堀場製作所）

青柳謙二 （ヤマハ発動機）
浅川晋宏 （本田技術研究所）
足立智也 （日産車体）
石川貴大 （ダイハツ工業）
位田晴良 （福井工業大学）
伊藤勇希 （日産自動車）
糸谷　東 （ヨロズ）
稲川　亘 （ホンダテクノフォート）
榎田智幸 （三菱自動車工業）
大竹賢宜 （トヨタ車体）
大坪祐樹 （スズキ）
大橋佑太 （トヨタ自動車）
岡森貴史 （トヨタテクニカルディベロップメント）
小澤　翼 （ジヤトコ）
川口将彦 （日産自動車）
木村　吏 （本田技術研究所）
栗巣貴文 （ダイハツ工業）
小林興次 （ヤマハ発動機）
小平剛央 （マツダ）
西城雄二 （ヤマハ発動機）
佐藤　初 （本田技研工業）
庄慶優輝 （川崎重工業）
新屋泰彦 （マツダ）
菅原孝志 （ジヤトコ）
鈴木浩樹 （富士重工業）
関根慎太郎 （本田技術研究所）
高木悠樹 （東洋ゴム工業）
高野祥子 （ヨロズ）
高橋明宏 （ケーヒン）
武田純一 （トヨタテクニカルディベロップメント）
武山健太 （トヨタ自動車東日本）

田島史渉 （プレス工業）
谷本隆一 （愛知工業大学）
筑野憲人 （トヨタ自動車）
張　慧 （日産車体）
津田　顕 （マツダ）
常田嵩人 （日信工業）
豊廣秀一 （トヨタ自動車）
長崎和仁 （トヨタ自動車）
永田裕一朗 （ダイハツ工業）
中野大輝 （日産自動車）
西尾　遼 （川崎重工業）
野村友大 （本田技術研究所）
林　英範 （日産自動車）
春口昂輝 （デンソー）
平山正弘 （日野自動車）
深沢　隼 （本田技研工業）
藤田　淳 （トヨタ自動車）
星野直樹 （日産自動車）
本田靖英 （日産自動車）
米谷大輔 （トヨタ自動車）
前川弘孝 （三菱自動車工業）
牧田直希 （ヤマハ発動機）
増田好洋 （ソモス）
松木秀樹 （日産自動車）
松本　淳 （日産自動車）
宮本達男 （トヨタ自動車）
三輪真理 （トヨタ自動車東日本）
村田晃宏 （アイシン精機）
横山茂樹 （トヨタ自動車）
綿貫賢二 （富士重工業）

【動的審査】
動的イベントキャプテン 中澤広高（本田技術研究所）

有ヶ谷英人 （オイレス工業）
市川哲也 （トヨタ自動車）
出田浩之 （スズキ）
伊藤　繁 （三菱自動車工業）
射延恭二 （デンソー）
内山耕太郎 （富士重工業）
内海靖彦 （ジヤトコ）
及川義浩 （本田技術研究所）
岡田大文 （ダイハツ工業）
小川登志雄 （トヨタ車体）
小木崇雅 （愛知機械工業）
奥田昌毅 （いすゞ自動車）
音部哲郎 （豊田自動織機）
小野昌朗 （東京アールアンドデー）
影山邦衛 （ボランティア）
河西信之 （トヨタ自動車）
加藤栄次 （ヤマハ発動機）
菊地拓史 （ヤマハ発動機）
楠本洋一 （マツダ）
國清克普 （本田技術研究所）
黒田宏彦 （富士重工業）
神野研一 （日産自動車）
小谷崇二 （三菱自動車工業）
後藤明之 （日産自動車）
小松　寿 （スズキ）
近藤　隆 （日立オートモティブシステムズ）
佐藤孝之 （オーテックジャパン）
佐藤光広 （住友ゴム工業）
沢田　護 （デンソー）
塩倉　聡 （本田技術研究所）
渋谷弘之 （いすゞ自動車）
下澤知巳 （富士重工業）
鈴木健二 （マツダ）
鈴木　健 （ボランティア）
千田俊也 （ショーワ）

塚本将弘 （トヨタ自動車）
土屋粒二 （本田技術研究所）
戸田宗敬 （サトープレス工業）
友部貴仁 （スズキ）
中沢大一 （日産車体）
永田龍三郎 （アイシン精機）
中山紘一 （日産自動車）
永山啓樹 （日産自動車）
成富健一郎 （オーテックジャパン）
西野　誠 （マツダ）
二星寿美江 （富士テクノサービス）
野崎直輝 （本田技術研究所）
萩原　翔 （日産自動車）
長谷川淳一 （トヨタ自動車）
馬場雅之 （本田技術研究所）
林　裕人 （豊田自動織機）
林真佐夫 （ダイハツ工業）
西内　徹 （カルソニックカンセイ）
春川祐介 （日産自動車）
平田貴史 （日本発条）
深津　尋 （いすゞ自動車）
二見恭太 （ブリヂストン）
松本孝史 （川崎重工業）
水野重人 （日野自動車）
光山知宏 （日産自動車）
宮坂　宏 （ボランティア）
宮崎知之 （NSKワーナー）
望月広光 （ボランティア）
森岡　宇 （日産自動車）
森田達郎 （オーテックジャパン）
安福敏晃 （ダイハツ工業）
吉田圭佑 （童夢）
林　江路 （ゼット･エフ･ジャパン）
若松和夫 （ボランティア）

【静的審査】
静的イベントキャプテン 高井喜一郎（中部大学）

【EV】
EVリーダー 玉正忠嗣（日産自動車）

上田貴之 （マツダ）
椛澤　明 （本田技術研究所）
川元康裕 （コマツ）

菊池篤徳 （コマツ）
児島隆生 （日立製作所）
笹井健史 （コマツ）

高瀬清司 （明電舎）
種田良司 （三菱自動車工業）
中村錠治 （デンソー）

中村雅憲 （中部大学）
平井　齊 （プロトラッド）
松崎道範 （ボランティア）

森永圭一 （東洋電機製造）
柳田靖人 （ダイキン工業）
行木　稔 （富士重工業）

協賛
計測自動制御学会
公立大学協会
交通安全環境研究所
国立高等専門学校機構
産業技術総合研究所
潤滑油協会
土木学会
日本機械学会
日本工学会
日本工学教育協会
日本工作機械工業会
日本ゴム協会
日本ゴム工業会
日本材料学会

日本自動車機械器具工業会
日本自動車研究所
日本自動車車体工業会
日本自動車整備振興会連合会
日本自動車タイヤ協会
日本自動車販売協会連合会
日本自動車部品工業会
日本自動車連盟（JAF)
日本私立大学協会
日本私立大学連盟
日本設計工学会
日本陸用内燃機関協会
溶接学会

後援
文部科学省
経済産業省
国土交通省
静岡県
掛川市
袋井市
掛川市教育委員会
袋井市教育委員会
掛川商工会議所
袋井商工会議所
日本自動車工業会
NHK
TBSテレビ
テレビ朝日

静岡新聞社・静岡放送
静岡朝日テレビ
静岡第一テレビ
テレビ静岡
K-mix
朝日新聞社
読売新聞社
毎日新聞社
日本経済新聞社
日刊工業新聞社
フジサンケイビジネスアイ
日刊自動車新聞社

※50音順

主催・後援・協賛・大会スタッフ

Organizations & 
Officials of the Competition
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大会スポンサー
Event Sponsors

5

大会スポンサー

Sクラス
トヨタ自動車
日産自動車
本田技研工業

Aクラス

マツダ
富士重工業
川崎重工業
シェフラージャパン
スズキ
ソリッドワークス･ジャパン
タマディック
デンソー
日立オートモティブシステムズ
ＶＳＮ
三菱自動車工業
ヤマハ発動機

Bクラス

日野自動車
ＵＤトラックス
アイシン・エィ・ダブリュ
アイシン精機
アルテアエンジニアリング
いすゞ自動車
イータス
エイヴィエル ジャパン
エクセディ
NOK
ＮＴＮ
オーテックジャパン
カルソニックカンセイ
キグナス石油
ケーヒン
ジヤトコ
新日本特機
住友電装
ゼット・エフ・ジャパン
センサータ・テクノロジーズ・ジャパン
タイコ エレクトロニクス ジャパン
ダイハツ工業
TBK
dSPACE Japan
日産ライトトラック
ニフコ
日本イーエスアイ
日本精工
ハウス食品グループ本社
ミツトヨ

Cクラス

大成社
豊田自動織機 
三菱電機
明電舎
愛知機械工業
ＡＺＡＰＡ
アドヴィックス
イグス
いすゞ中央研究所
エイチワン
NSKワーナー
エフ・シー・シー
エフティテクノ
オイレス工業
岡谷鋼機
興津螺旋
小野測器
三五
山王テック
JX日鉱日石エネルギー
JTB中部
ジェイテクト
ジーテクト
シーメンスPLMソフトウエア
榛葉鉄工所
住鉱潤滑剤
住友ゴム工業
ダイナテック
テイ・エス テック
東海理化
東洋ゴム工業
豊田合成
トヨタ車体
トヨタ自動車東日本
豊田中央研究所
トヨタテクニカルディベロップメント
トヨタ紡織

Cクラス

日産車体
日産テクノ
日信工業
日本電産エレシス
ニッパツ
日本ミシュランタイヤ
日野ヒューテック
ピーエスジー
深井製作所
ブリヂストン
ボッシュ
マグナ・パワートレイン
三井金属アクト
三菱自動車エンジニアリング
武蔵精密工業
モビテック
ヤンマー
ユタカ技研
ユニプレス
ヨコハマ・モータースポーツ・インターナショナル
ヨロズ
ローマックス・テクノロジー･ジャパン

Dクラス

袋井商工会議所
愛三工業
アイシン・エーアイ
アイシン・コムクルーズ
アイシン高丘
曙ブレーキ工業
旭テック
アスモ
石川ガスケット
いすゞエンジニアリング
臼井国際産業
内山工業
エー・アンド・デイ
エイ・ダブリュ・エンジニアリング
オートテクニックジャパン
オートデスク
キリウ
光明理化学工業
ジェイアイ傷害火災保険
ショーワ
鈴与グループ
ソーシン
大気社
大同メタル工業
太平洋工業
大豊工業
タチエス
ダッド
槌屋
デュージャパン
デンソーテクノ
東京アールアンドデー
東京海上日動火災保険
東京貿易テクノシステム
東日製作所
東洋電装
東レ
トヨタテクノクラフト
豊田鉄工
トヨタモデリストインターナショナル
西川ゴム工業
西鉄エム・テック
ニチリン
日清紡ブレーキ
日本自動車部品工業会
日本精機
日本デルファイ・オートモーティブ・システムズ
日本ドナルドソン
日本特殊陶業
パイオラックス
バーチャルメカニクス
浜名湖電装
バンドー化学
日立産業制御ソリューションズ
理経
フジオーゼックス
富士通テン
フューチャーテクノロジー
ブリッド
プレス工業

Dクラス

ベクター・ジャパン
マグナ・シュタイヤー・ジャパン
MathWorks Japan
丸紅情報システムズ
三菱製鋼
三ツ星ベルト
ヤマハモーターパワープロダクツ
ユニバンス
リクルートスタッフィング

Eクラス
髙田工業
東京都自動車事業振興協会
あねもね
電気自動車普及協議会
法多山名物だんご企業組合
ホテル観世

日本自動車工業会会長賞（完走奨励賞）日本自動車工業会
ＩＣＶ総合優秀賞 小野測器
EVクラス総合優秀賞 ダイキン工業／ 静岡県
コスト賞 デュートロン・ジャパン
デザイン賞 オーテックジャパン
プレゼンテーション賞 東洋ゴム工業
加速性能賞 住友ゴム工業
スキッドパッド賞 ヨコハマ・モータースポーツ・インターナショナル
オートクロス賞 ブリヂストン
耐久走行賞 モチュール
省エネ賞 日本ミシュランタイヤ
ルーキー賞（ICVクラス） ジェイアイ傷害火災保険ルーキー賞（EVクラス）
CAE 特別賞 アルテアエンジニアリング
最軽量化賞（ICVクラス） 深井製作所最軽量化賞（EVクラス）
ベスト・サスペンション賞 ゼット・エフ・ジャパン
ジャンプアップ賞 ニコル・レーシング・ジャパン
EV オートクロス賞 電気自動車普及協議会
スポーツマンシップ賞 タマディック
ベスト三面図賞 東京R&Dベストエアロ賞
パワートレイン賞 AZAPA

表彰スポンサー

パスケース 堀場製作所
清涼飲料水（現物支給） 大塚製薬

ハウス食品グループ本社

物品スポンサー

会場 静岡県小笠山総合運動公園

運営協力

静岡県病院協会
静岡県看護協会
中東遠統合医療センター
掛川国際交流センター
ヴィーモ
小野測器
コマツ
サトープレス工業
静岡資材
静岡帝国警備保障
静岡文化芸術大学
静岡理工科大学
スズキ
スナップオン・ツールズ
ソモス
中部大学
東日製作所
童夢
東洋電機製造
トヨタ自動車東富士研究所
日本大学
日本EVクラブ
日本レースプロモーション
日立製作所
福井工業大学
ブリヂストン
プロトラッド
堀場製作所
マイスタークラブ（ホンダ）
矢崎総業
ヤマトグローバルロジスティクス
ヤマハ発動機
来夢

運営協力企業・学校

20
14
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受賞チーム表彰
List of Team Awards 20

14

総合表彰
賞名 受賞校 概要 提供

経済産業大臣賞 名古屋大学 静的審査、動的審査のポ
イントの最も高いチーム 経済産業省

国土交通大臣賞 豊橋技術科学大学
安全技術、環境技術、
新技術の評価ポイントの
最も高いチーム

国土交通省

静岡県知事賞　 京都大学

静的審査、動的審査
（エンデュランス除く）、
安全、軽量化の評価ポイ
ントの最も高いチーム

静岡県

日本自動車工業会
会長賞

(20チーム 50音順)

茨城大学

全ての静的審査・動的審
査に参加し、完遂・完走
しているチーム
（完走奨励賞）

日本自動車

工業会

大阪市立大学
京都工芸繊維大学
京都大学
King Mongkut's University of Technology Thonburi

工学院大学
神戸大学
静岡理工科大学
芝浦工業大学
千葉大学
東海大学
東京大学
同志社大学
豊橋技術科学大学
名古屋工業大学
日本自動車大学校
日本工業大学
Hubei University of Automotive Technology

ホンダ テクニカル カレッジ 関西
名城大学

審査別種目表彰
賞名 受賞校 提供

ICV総合優秀賞

1位 名古屋大学

小野測器

2位 京都大学
3位 同志社大学
4位 豊橋技術科学大学
5位 京都工芸繊維大学
6位 東海大学

EV総合優秀賞 1位 静岡理工科大学 ダイキン工業／静岡県

コスト賞
1位 同志社大学　

デュージャパン2位 大阪大学　　
3位 京都大学

デザイン賞
1位 大阪大学　

オーテックジャパン2位 名古屋大学　
3位 豊橋技術科学大学

プレゼン
テーション賞

1位 名古屋大学　
東洋ゴム工業2位 京都大学　　

3位 茨城大学

加速性能賞
1位 茨城大学

住友ゴム工業2位 大阪大学
3位 名古屋大学

スキッドパッド賞
1位 大阪大学　 ヨコハマ・

モータースポーツ・
インターナショナル

2位 京都大学
3位 Maejo University

オートクロス賞
1位 大阪大学　

ブリヂストン2位 名古屋工業大学　
3位 京都大学

耐久走行賞
1位 名古屋大学　

MOTUL2位 京都大学
3位 豊橋技術科学大学

省エネ賞
1位 京都大学　

日本ミシュランタイヤ2位 名古屋工業大学　
3位 金沢大学

運営功績感謝状
氏名 主要大会役職略歴等 氏名 主要大会役職略歴等

秋野　 裕 氏 第1回～第2回大会実行委員会副委員長 伊藤 宏一 氏 第2回～第9回大会ルール委員会委員長
大須賀 和男 氏 第1回～第2回大会実行委員会委員長 平本 賀一 氏 第5回～第6回大会実行委員会委員長
三枝 信雄 氏 第3回～第4回大会実行委員会委員長 下山　 修 氏 第9回～第10回大会実行委員会委員長
加藤 幹夫 氏 第1回大会ルール委員会委員長、第2回大会実行委員会副委員長

特別表彰
賞名 受賞校 概要 提供

ルーキー賞（ICVクラス） Hubei University of Automotive Technology 日本大会初参加のICVクラスの中で静的審査、動的審査のポイントの最も高いチーム ジェイアイ傷害火災保険
ルーキー賞（EVクラス） Harbin Institute of Technology at Weihai 日本大会初参加のEVクラスの中で静的審査、動的審査のポイントの最も高いチーム ジェイアイ傷害火災保険

CAE特別賞
1位 大阪大学

CAE技術を効果的に活用している評価ポイントの最も高いチーム アルテアエンジニアリング2位 名古屋大学
3位 Hubei University of Automotive Technology

最軽量化賞（ICVクラス）
1位 Harbin Institute of Technology at Weihai

全ての審査に参加したICVクラスの中で最も軽量な車両チーム 深井製作所2位 名古屋工業大学
3位ホンダ テクニカル カレッジ関西

最軽量化賞（EVクラス）1位 静岡理工科大学 全ての審査に参加したEVクラスの中で最も軽量な車両チーム 深井製作所

ベスト・
サスペンション賞

1位 大阪大学
サスペンション性能評価が高いチーム ゼット・エフ・ジャパン2位 京都大学

3位 名古屋大学

ジャンプアップ賞
1位 金沢大学

全審査参加チームのうち、前回大会比でポイントをアップさせた上位1～3位のチーム ニコル・
レーシング・ジャパン2位ホンダ テクニカル カレッジ関西

3位 千葉大学
EV オートクロス賞 1位 静岡理工科大学 EVクラスの中で、オートクロス審査のポイントの最も高いチーム 電気自動車普及協議会

スポーツマンシップ賞
トヨタ名古屋自動車大学校

スポーツマンシップの評価が高い3チーム タマディック静岡理工科大学
福井大学

ベスト三面図賞 京都大学 設計行為の集大成である 図面 を通じて審査員に最もより多くの情報を適確に伝えたチーム 東京R&D

ベストエアロ賞 大阪大学 オートクロスまでを完走したチームの中で、レーシングカーとしてもっとも効果的な空力解析
および熱流体解析を行い、実践したチーム 東京R&D

パワートレイン賞
1位 大阪大学

デザイン審査のパワートレインポイント上位10チームを対象として、オートクロス審査の
ポイント上位3チーム AZAPA2位 名古屋工業大学

3位京都大学
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主役である学生が自ら構想・設計・製作した車両により、ものづくりの
総合力を競い、産学官民で支援して、自動車技術ならびに産業の発展・
振興に資する人材を育成する。

学生に、学会として、ものづくりの機会を提供することにより、
① 学生の自主的なものづくりの総合力を育成する
② 学校教育と連携する実践的な学び場としての教育的価値を高めていく
　こととする。

① 安全確保を最優先とした、ものづくり検証の場とする。
② 産学官民連携による運営とする。
③ 個人・法人の広範なボランティアによる運営とする。
④ 公益事業として運営する。
⑤ 企業の枠を超えた技術者の交流に資するため、学生フォーミュラ参加者の
　ネットワークを構築する。

種目Category 概要Outline 配点Point

車検Technical 
Inspection

【技術検査】ルールに定められた車両の安全・設計要件の適合性確認、【チルト】車両45度傾斜で燃料漏れ確認、ドライバー乗車
し車両60度傾斜で転覆しないことの確認、【騒音（ICVクラスのみ）】所定の条件で排気音レベル確認（110dB以下）、【ブレーキ】4
輪ブレーキ（4輪ロック）を確認・検査、【レイン（EVクラスのみ）】絶縁がされているかを確認。

－

静
的
審
査

コストCost
コスト計算は、生産活動を行なうにあたり考慮しなければならない重要な要素です。学生は年産1000台を仮定したコストテー
ブルに基づき事前提出書類を提出し、コストの妥当性を審査します。また、リアルケースシナリオでは指定した部品の製造工程
などの口頭試問を行ない、それらの知識・理解度を評価します。

100

プレゼンテーション
Presentation

学生のプレゼンテーション能力を評価することが狙い。『市場要求に合った車両の製造・販売を含むビジネスプランを会社役員
へ納得させる』という仮想のシチュエーションで行ないます。 75

デザイン（設計）
Design チームからの事前提出書類と車両をもとに、設計の適切さ、革新性、加工性、整備性、組立性などを口頭試問により審査します。 150

動
的
審
査

アクセラレーション
Acceleration 0-75m加速性能を各チーム2名のドライバーがそれぞれ2回、計4回走行し競います。 75

スキッドパッド
Skid-pad 8の字コースによるコーナリング性能を各チーム2名のドラバーがそれぞれ2回、計4回走行し競います。 50

オートクロス
Autocross

直線・ターン・スラローム・シケインなどによる約800mの複合コースを1周走行します。各チーム2名のドライバーがそれぞれ
2回、計4回走行し、タイムを競います。 150

エンデュランス
Endurance

直線・ターン・スラローム・シケインなどによる周回コースを約20km走行します。各チーム2名のドライバーが中間点で交代し
て走行し、走行性能、耐久性など車の全体性能と信頼性を競います。 300

効率Effi  ciency エンデュランス走行時の燃料・電力消費量を評価します。 100

その他Others 車重計測、騒音・排ガス測定〔ICV（ガソリン）クラスのみ〕実施します。 －

合計Total Points 1000

一般要件

●タイヤがカウルで覆われていない、オープンコクピットのフォーミュラスタイルの4輪車両
●ホイールベース1525mm以上。トレッドは、フロントまたはリヤの大きい方に対して75%以上。ホイールは8インチ以上。ボディーワーク：コ
クピット開放部に対する要件を除き、車両前端からメインロールフープまたはファイヤーウォールに至る間のドライバーコンパートメントに
開口部があってはならない。

●横転・正突・側突時にドライバーを保護するために、フロント・リヤのロールフープ、バルクヘッド前方のクラッシュゾーン、サイドプロテ
クション、フレームメンバー等については構造・材料など詳細を規定。ブレーキは4輪すべてに作動し、独立した2系統の液圧回路を有すること。
ブレーキペダルのすっぽ抜け時、それを検知しエンジン停止するスイッチを装備のこと。

●拘束システム（5または6点式シートベルト）、保護用具（ヘルメット、スーツ、手袋など）、視認性、ヘッドレスト、ドライバー脱出5秒以内、
転覆安定性、防火壁、消火器等について詳細を規定。

ICV ●4サイクルエンジンで排気量610cc以下。オリジナル設計の過給機の装着は可。リストリクター（吸気流量制限装置）の最大直径は20mm。排
気音量は排気口から水平面45度、50cmの位置において所定の回転数で110dB以下。燃料タンクはメインフープとタイヤを結ぶ面の内側に装備。

EV
●最大公称作動電圧は600VDC。
●バッテリーからの最大電力は、100msを超えて連続的に85kwより多く使わないこと、もしくは500msの移動平均値が85kwを超えないこと。
●回生は許されるが時速5kmを超える車速で作動すること。

大会趣旨

大会基本方針

大会運営指針

車両の主な設計要件・安全要件

公益社団法人 自動車技術会
全日本 学生フォーミュラ大会

審査概要

Formula SAE® 2014ルールに準拠

大会概要
Outline of Event 20
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大会スケジュール
Event Schedule 20
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コース
ウォーク

エンデュランス・
効率‒Aクラス‒

エンデュランス・
効率‒Aクラス‒

車検（レイン）

車検（チルト・ノイズ・重量）

コスト・デザイン審査 コスト・デザイン審査

プレゼンテーション審査プレゼンテーション審査

プレゼンテーション審査

コスト・デザイン審査

車検（チルト・ノイズ・重量・ブレーキ）

車検（電気車検・レイン）

車検（チルト・ノイズ・重量・ブレーキ）

車検（レイン）、再車検：動的審査後の再車検チームのみ対象

再車検（技術検査）：動的審査後の再車検チームのみ対象車検（技術検査）

車検（技術検査）

車検（電気車検・レイン）

車検（チルト・ノイズ・重量・ブレーキ）

車検（技術検査）※カー№ 順に28チーム枠

車検（電気車検）

車検（技術検査）

車検（電気車検・レイン）

車検（チルト・ノイズ・重量・ブレーキ）

チーム受付

チーム受付チーム受付

★12：50開会宣言

再車検（技術検査）：動的審査後の再車検チームのみ対象

コース
ウォーク

コース
ウォーク

コース
ウォーク

コース
ウォーク

コース
ウォーク

プラクティス

アクセラレーション・
スキッドパッド

アクセラレーション・
スキッドパッド

プラクティス プラクティス プラクティス

オートクロス オートクロス

デザイン
ファイナル

プラクティス プラクティス プラクティス プラクティス

プラクティス プラクティス

表彰式
集
合
写
真

公
開
プ
レ
ゼ
ン

エンデュランス・効率
‒Aクラス（含EV）‒

EVフォローアップ

コスト フォローアップ
セミナー（海外）

コスト フォローアップ
セミナー（国内）

デザイン/プレゼンテーション審査フィードバック/フォローアップ デザイン/プレゼンテーション審査フィードバック/フォローアップ

車検（レイン）、再車検：動的審査後の再車検チームのみ対象
車検（チルト・ノイズ・重量・ブレーキ）

再車検（技術検査）：動的審査後の再車検チームのみ対象

プラクティス プラクティス プラクティス プラクティス

エンデュランス・効率 エンデュランス・効率 エンデュランス・効率 エンデュランス・効率

車検相談（フォローアップ）：全チーム対象

車検相談（フォローアップ）：全チーム対象

車検相談（フォローアップ）：全チーム対象

8
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なぜこのデザインなのか？
問われる「自分たちの考え」
　デザイン審査においては、自分たちがどの
ように考え車両を設計してきたのかが問われ
ます。そのため、まずは設計の段階から車両
に対してのしっかりとした吟味が必要である
と考えています。
　2014年度車両設計においては、自分たち
が作る車両の方針を定めるために、大会にお
ける動的審査の分析・評価を行ない、その中
で総合優勝をめざすための車両設計のターゲ
ットを設定しました。また、ターゲットを達
成する上で、取りうる方法はいくつか存在し

受賞校による審査対応法を解説

最優秀デザイン賞

大阪大学
Osaka University

本質を追求した開発 
可能な範囲での最適化設計 150

Point
（審査対象90校）

獲得
ポイント
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ますが、その中で速い車両を作る上で理想と
する車両挙動が存在すると考え、理想とする
車両挙動を達成できるような各車両開発への
落とし込みを意識しました。
　事前に提出するデザインレポートにおいて
は、全体ターゲット・コンセプト・各詳細設
計など自分たちの考えた設計を記述していき
ます。レギュレーションによって限られた文
量の中で、自分たちが考えた設計の過程や結
果、設計結果の評価などを審査員の方により
明確に理解していただく必要があります。設
計段階から、全体設計から詳細設計への落と
し込みや詳細設計の評価から車両全体での評
価までを意識して設計を行ない、レポート上
においては、それらの設計によって、ひとつ
のストーリーとして説明できるため、レポー
トを読む上でよりスムーズに理解していただ
けるものになると考えています。また、車両
の三面図においても、レポートにおける文章
だけでは伝わりにくいことをよりしっかりと
理解してもらえるように意識をして作りまし
た。

デザインボードでは
実測データによる評価を重視

　大会当日の審査においては、実際に製作し
た車両を見ながらの口頭発表となります。デ
ザインボートでは、設計結果までの過程を示
しながらも、レポート作成以降の実測データ
による評価を重視して構成しました。また、
デザインボードだけではなく、手持ち資料も
用意し、ボードに載せきることができなかっ
た補足的内容や各設計の詳細など、審査員の
方にさらに理解してもらえるような準備を行
ないました。実際に作った車両を目の前にし
ながら、質疑応答の中で審査員の方とディス
カッションすることで、自分たちの考えてき
たことより理解していただくことができたと
考えています。
　昨年度に引き継ぎデザイン審査2連覇を達
成することができました。しかし、現状の設
計に満足することなく、さらなる進歩した設
計を行えるように来年度も努力していきたい
と思います。

大阪大学
Osaka University



1.プロジェクトコンセプト／2.ビジネスモデル 3.市場分析/ターゲット/ニーズジネスモデル
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誰に向けてどう考え
どんな車を創るのか
　名古屋大学では、普段会計や広報など
を行なう主に文系からなるマネージメント
部門がプレゼンテーション審査を担当して
います。また、昨年度より、マネージメン
ト部門だけでは車の知識に乏しいため車の
製作には携わっていない院生を技術担当
に置き、合計4人でそれぞれ役割を決めて
プレゼンテーションの作成にあたりました。
　今年度最も重視したことは、プレゼン
テーションにチームとしての意志が込め
られているかという点です。つまり、幣
チームが「どのような人に向けて、どの
ような考え方で、どのような車を創って
いるか」をプレゼンテーションの中で具
体的なイメージとして伝えることができ
ているかということです。まずそのため
に、上記の「どのような」を埋めるべく、
これまでのチームコンセプトとマシンコ
ンセプトの再考を行ないました。その上
で今回のプレゼンテーションの軸となる
プロジェクトコンセプトを定め、プレゼ
ンテーションの中身の作成がスタートし
ました。ここに辿り着き2013年が終わ
ったように思います。

本番での自信となった
8月の基礎技術交流会

　プレゼンテーションの中身の作成につ
いては苦難の連続でした。なぜなら中身
の作成とは言わば、上記のコンセプトを
満たすような根拠をただひたすらに探す

受賞校による審査対応法を解説

最優秀プレゼンテーション賞

名古屋大学
Nagoya University

チームとしての意志を伝えることに
命を懸ける 75.0

Point
（審査対象83校）

獲得
ポイント



4.車両の紹介

アンケート調査／ビジネスモデル

5.生産性/整備性

市場分析

6.利益計画／7.まとめ

利益計画／他
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作業であったからです。特に、市場分析
・ターゲット設定・ニーズなどは本番ぎ
りぎりまで修正に修正を重ねることとな
りました。ある程度、根拠を導き出しス
ライドの作成に入ったのが6月頃でした。
スライドの作成はマネージメント部門の
3人で分担して好き勝手に行ない、ただ
単に組み合わせた仮完成スライドは目も
当てられないものでした。しかし、プレ
ゼンテーション班の中で議論を活発に行
ない、壁となっている問題について深く
考えていくうちに、自然と答えが見つか
ったり、突然閃いたりしてひとつひとつ
クリアしていきました。それができたの
も見えない先にある確固としたコンセプ

トがあったからだと思います。
　中でも、発表練習やスライドの修正と
いった意味で、8月に行なわれた学生フ
ォーミュラ経験者の方による中部支部主
催の基礎技術交流会と幣チームのスポン
サー様2社で発表を行ない、ご指摘を頂
戴したことは大変有意義な機会でありま
した。この8月はプレゼンテーション班
ひとりひとりにとってとても苦しい期間
でしたが、この経験をしたからこそ本番
での自信に繋がり、また時の運が少し味
方してくれたのではないか、とも思って
おります。
　今回、プレゼンテーション審査におい
て、静的交流会(今年も開催します！) の

ホスト校として、また幣チーム悲願の総
合優勝の一翼を担うことができて大変感
激していると同時に、来年の更なるレベ
ルアップを誓います。計画段階から、全
体設計から詳細設計への落とし込みや詳
細設計の評価から車両全体での評価まで
を意識して設計を行ない、レポート上に
おいては、それらの設計によって、ひと
つのストーリーとして説明できるため、
レポートを読む上でよりスムーズに理解
していただけるものになると考えていま
す。また、車両の三面図においても、レ
ポートにおける文章だけでは伝わりにく
いことをよりしっかりと理解してもらえ
るように意識をして作りました。

名古屋大学
Nagoya University
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チェックを繰り返すことで
ミスを減らしより正確に
　私たちのチームは昨年度コスト1位を
達成しましたが、Accuracy Point が
21.4点と低くまだまだ正確性の高いコ
ストレポートとはいえない結果となりま
した。そこで今年度はより正確性の高い
コストレポートをめざしました。
　審査員の方々が実車を目にすることな
くコストレポートだけで採点ができるよ
うに、裏付け資料の徹底をしました。製
作工程には図を多用し、どのような形状
にするのか、どれだけ加工するのか、ビ
ジュアルで分かるように工夫しました。
図面も書き方を統一させ、誰が見てもそ
の部品が加工できるような図面を心掛け
ました。また昨年度はバラバラだった図
面データを、アセンブリーごとにひとつ

受賞校による審査対応法を解説

最優秀コスト賞

同志社大学
Doshisha University

正確性を追求したコストレポート
83.9

Point
（審査対象84校）

獲得
ポイント



14

のファイルに結合することでデータ上で
見るときにより探しやすく、見やすいよ
うにしました。
　今回、コストレポートのチェックにで
きるだけ人数を割き、最低3回、多いも
のでは5、6回繰り返しチェックをしま
した。これにより細かなミスを大幅に減
らすことができました。またFCAと裏
付け資料との食い違いがないように両者
を並べて整合性もチェックしました。チ
ェック中にはさまざまなミスがいくつも
見つかり、きりがないような状況でした
が、ひとつずつ確実にミスをつぶしてい
くことで、より正確性の高いものに仕上
げました。
　Cost Point は今回40点と満点を取る
ことができましたが、コストレポート作

成時にはあまりCost Pointは気にしな
いようにしました。少々価格が高くなっ
てもよいので、実際の加工方法をもれな
く計上し、加工プロセスとして不明な点
がないようにしました。

これまでのノウハウを生かし
更に高得点を狙う

　以上のような努力をコストレポート作
成時に行なってきましたが、大会当日、
審査員の方からのご指摘が何点かあり、
まだ正確性で足りない部分があるなと痛
感しました。来年度は今年度の足りなか
った裏付け部分を追加してミスをもっと
減らすことで、より正確性の高いものに
したいと思います。
　リアルケースは実際の生産現場に関わ

っているチームOBの方からご意見をい
ただくことで、学生の知識だけではわか
りにくい部分の知識を得ることができま
した。しかしながら、年間1000台の具
体的な裏付けが不充分であったこと、型
のサイクルなどが考慮できていなかった
ことなどが大幅な減点となってしましま
した。
　コスト審査全体を通して、この審査は
プロセスをもれなく順を追って説明して
いけば高得点が得られる審査だと思いま
した。来年度もこの2年間で得られたノ
ウハウを生かして更なる得点向上をめざ
したいと思います。

同志社大学
Doshisha University
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　参加者の皆さん、スタッフの皆さん、
第12回大会をサポートして頂いた皆様に
大変感謝しております。ありがとうござ
いました。お疲れさまでした。
　今大会は、今年の異常気象を象徴して、
大会4日目朝が雷雨となり、大会スケジ
ュールの変更が余儀なくされ、エンデュ
ランスに出走できる権利がありながら、
スケジュールの関係上、走れなかったチ
ームが12チームいました。このチームの
方々には、1年間の活動の成果をご披露
頂けない事態となってしまい、大変申し
訳ないと思っております。さらに、静的
審査や動的審査、技術車検、プラクティ
ス、フォローアップ、フィードバックな
どさまざまなイベントでの突然のスケジ
ュール変更に対し、安全・スチュワード
等事務局を含め、臨機応変に対応して頂

き、ありがとうございました。また、
EVクラスは、エントリー8台に対し、2
台のエンデュランス走行となり、EV審
査の厳しさと運営と規則の難しさを改め
て知る機会となりました。担当して頂い
たEVスタッフの皆さま、ご苦労さまで
した。
　会場内では、静岡県のイベントをはじ
め、掛川市・袋井市商工会議所の皆さん
の冷茶サービスやマスクメロンの試食、
土曜日の無料シャトルバス運行、ハウス
食品様と大塚製薬様の飲料水の無償提供
などのご支援ご協力を賜り、静岡県の方
々のご協力には、大変感謝致しておりま
す。
　さらに、次期学生フォーミュラ大会を
担うであろう掛川工業高校の皆さんや、
浜松西中学校の皆さん、ポリテクカレッ

ジ浜松校の皆さんも来場見学をして頂き、
このイベントに興味を持って頂いたと思
います。また、各社スポンサー企業の方
々にも来場して頂き、ガイドツアーで担
当された方々、本当にご苦労さまでした。
広報サブWGの皆さんにも御礼申し上げ
ます。
　今年の大会で、実行委員長を辞します
が、来年以降も、ますます盛んな大会と
なり、日本の技術者育成プログラムとし
ての一端を支える大会になることと、安
全で公正な大会になることを陰ながら祈
っております。実行委員長として役務の
2年間の間にさまざまな事がありましたが、
無事に終える事ができました。皆様、本
当にご協力頂き、ありがとうございまし
た。

小林 正朋

第12回全日本 学生フォーミュラ大会
実行委員会委員長

Masatomo Kobayashi

GREETINGS
2014 Student Formula Japan

第12回全日本 学生フォーミュラ大会を振り返って

（本田技術研究所）
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車検イベントJudge 1 車検イベントキャプテン 松本 保志（トヨタ自動車）

車検イベントを振り返って
　第12回大会が大きな事故なく無事終了で
きましたことを、まずもって参加チームの皆
さん、そして、より良い大会作りを念頭に協
力していただきました車検をはじめ、全スタ
ッフの皆さんに感謝申し上げます。
　今大会では、過去最高の69チームが厳し
い技術車検を見事に通過、そのうち59チー
ムは2日目までに通過し、3日目以降の動的
審査に進むことができました。これは、皆様
がしっかりとルールを熟読し、事前の講習会
や試走会で車両の問題点を洗い出し、大会前
に問題解決を完了し車両の完成度を向上させ
た賜物であると確信いたします。
　技術車検では、装備確認を独立し、45分
間の車両確認を効率的に行なえるようプロセ
スを変更いたしました。これも、2日目まで
の通過台数増に少なからず貢献できたのでは
と自負しておりますが、いかがだったでしょ

うか？
　今後も、もっとより良い大会となるようい
ろいろなことにチャレンジをし、変えていく
所存です。来年は、大きなルール改正の年と
なります。エアロパッケージの変更や騒音テ
スト測定方法の変更など、車両製作に大きな
影響を及ぼすものがたくさんあります。しっ
かりルールを読み込んで後戻り（作り直し）
を避け、着実に自分たちが掲げたコンセプト
&目標を達成する車両開発に取り組み、来年
のこの大会でまた新たな出会いができること
を期待しております。
　最後に、今年は天候に翻弄され、涙をのん
だチームがたくさんいました。安全を確保す
るためには、やむを得ない措置であったこと
をご理解ください。来年の大会は天候の影響
を受けにくい運営となるよう、関係者一同努
力して参ります。

静的イベントJudge 2 静的イベントキャプテン 高井喜一郎（中部大学）

静的イベント審査を振り返って
　第12回大会の静的イベントとしては、昨
年以上に出場校のレベル向上をめざした取り
組みを行なったのでその内容について振り返
って講評とします。
　第一は大会当日審査対象校増加への取り組
みとして、各静的審査チームを昨年の6から
7チームとすることで、審査員と直接質疑を
行なう機会が増えてより審査内容の理解度を
向上できたとことと思います。
　第二は大会4日目に取り組んだデザイン審
査、プレゼンテーション審査のフィードバッ
クがあります。
　当日、審査員と真剣に質疑応答を行なう姿
を見て来年に向けて良いスタートを切ること
ができたと確信できました。コスト審査は、
コストセミナーによりフォローアップして行
きます。
　 第三は、大会表彰式前に第12回大会プレ

ゼンテーション審査1位から3位の審査ビデ
オ公開と、それに続いて1位になった名古屋
大学の発表メンバーによる司会者との質疑応
答を行ない、どちらも興味の持てる内容であ
り、聴講者へは来年に向けて満足のいく物に
なったと確信できました。
　最後になりますが、すべての審査はルール
にありますのでよく理解して来年の大会に向
けて準備を開始してください。さらに成長し
た皆さんと会えるのを楽しみにしています。

審査講評

Comments by Judges
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動的イベントJudge 3 動的イベントキャプテン 中澤 広高（本田技術研究所）

車検イベントを振り返って
　今大会、エンデュランスイベントでは豪雨
の影響で出走できないチームがあり、大変残
念でありましたが、参加チーム・審査員にと
って1年間の活動の集大成が、多くの皆様の
ご協力により無事終了でき、ありがとうござ
いました。
　動的運営ではチームが最高のパフォーマン
スを発揮できる環境を提供するため、チーム
が1年間必死で活動し参加するのと同様に、
前大会終了直後から数々の施策を議論・検討
し、今大会で実施をしました。
　特に、近年の車両の高性能化に対応した万
全な安全確保を最優先事項で実施し、今回の
一部エンジンブローでの対応においても、最
小限のダメージに留めることが出来ました。
そして、連日の不順な天候の中、多数のスタ
ッフの熱心なサポートにより、円滑かつ質の
高い審査ができたことに感謝いたします。

　すでにチームの皆さんは運営体制と車両構
想に取り組んでいると思いますが、動的に良
い（高得点）車両づくりには車体・動力・空
力・タイヤすべて高次元でのバランスが取れ
ている事がとても重要になります。
　今回、車両のバランスが良くなく、ドライ
バーが苦労してドライブしている姿を幾度と
なく見かけましたが、バランスのセンサーと
なるのがドライバーの感覚で、それら多数の
情報を元に各パートでの改善を実走テストの
中で繰り返し、“高次元でのバランス取り”
を行ない、車両の完成度を上げて下さい。
　チームの皆さんは、先輩からの伝統的なも
のづくりをうまく引き継ぎ、型に嵌らない革
新的な設計やアイデアで、失敗を恐れず果敢
にものづくりに挑戦してください。皆さんの
さらなる飛躍に期待します。

コスト審査Judge 4 コスト審査統括リーダー/EV兼務 鈴木　健（ボランティア）

コストイベント審査を振り返って
　名古屋大学の皆さん、初の総合優勝おめで
とうございます。コスト審査の1位と2位は、
昨年と同じく1位同志社大学（総合3位）、2
位大阪大学となりました。そして3位には惜
しくも総合2位となった京都大学が入り、6位
には総合優勝の名古屋大学が入りました。特
筆すべきは、昨年コスト審査の書類選考で不
通過であった九州工業大学が、今年はコスト
審査9位と大躍進したことです。
　さてコスト審査では、今年もAccuracy 
Pointsが残ったチームは22チームと昨年とあ
まり変わりませんでした。しかしAccuracy 
Pointsが20points以上のチーム数は、昨年の
2チームから6チームに増加し、コスト上位校
と下位校の差が開いてきたように感じます。
　このAccuracy PointsはPenalty Aによっ
て決まります。そしてPenalty Aが40points
を超えると、Penalty Bとして申告Costに加

算されていきます。すなわちいかに安い金額
で車両Costを申告してもPenal ty  Aが
40pointsを超えてしまうと車両Costはみなし
Cost（Adjusting Cost）として高くなり、
Cost Pointsは低くなります。審査講評でも
説明しましたが、下記3つの項目を守れば、
少なくともAccuracy Pointsはゼロにはなら
ないと思います。
① 提出するCost Reportの印刷物と電子デー
タは同一の内容であること。
② 少なくとも自作部品は図面を書いて部品を
作成し、その図面を裏付け資料として、Cost 
reportに添付すること。
③ 車両1台分の部品を、ルールを守って、漏
れなくBOMとFCAに計上すること。これら
を守って、来年第二第三の九州工業大学が現
れることを期待しています。
　また、Real Case Scenarioの当日審査の

審査講評

Comments by Judges

回答では、京都工芸繊維大学1校が審査員の
期待に応える回答を行ない満点の20点を獲得
しました。この課題は「自ら課題設定を行ない、
自ら解決案を報告する」という、難しい課題
かと思いますが、皆さんよく考えてみてくだ
さい。
　来年もまた、素晴らしい車たちと共に、元
気な皆さんとエコパで会えることを楽しみに
しています。
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プレゼンテーション審査Judge 5 プレゼンテーション審査統括リーダー/EV兼務 沢田　護（デンソー）

プレゼンテーションイベントを振り返って
　第12回全日本 学生フォーミュラ大会を無
事終了できましたこと、チームの皆様・関係
者の方々のご尽力の賜物であり、改めて感謝
申し上げます。
　昨年の大会から優勝校による公開プレゼン
テーション・質疑応答、1位～3位校のプレ
ゼンテーションビデオをHP上で公開、さら
にプレゼンテーション公聴会などを通して学
生のレベル向上を図る活動を進めてきました。
その結果、得点分布で上位校と中下位校が乖
離する傾向が解消され、全体的なレベル向上
が確認できました。
　さらなるレベル向上をめざして、今回から
プレゼンテーションフィードバックを新規に
導入しました。予想を上まわる66校の申込
みがあり、当日の午前中はあいにくの大雨で
したが、チームと審査員がFace to Face 
communicationを通して、プレゼンテーシ

ョン審査のポイントとチームとしての姿勢が
理解できたことと思います。
　最後に、来年のプレゼンテーションに向け
て、各チーム一丸となった、
　・良い車をつくりたい。
　・他の人にもチームの良い車を享受してほ
しい。
という想いが強ければ強いほど、おのずと『他
の人が納得・賛同するプレゼンテーション』
が完成すると思います。審査員一同、皆さん
の『想い』が伝わるプレゼンテーションを期
待しています。

デザイン審査Judge 6 デザイン審査統括リーダー/EV兼務 長谷川 淳一（トヨタ自動車）

デザイン審査を振り返って
　昨年よりエンデュランスファイナルをリバ
ースオーダーに変更し、デザインファイナル
のスコアを事前に発表することで、各チーム
は自分のポジションを知り、エンデュランス
の戦い方について作戦を練ることができるよ
うになりました。昨年はそこで素晴らしい逆
転劇のドラマが生まれ、学生フォーミュラは
単に教育イベントとしてだけでなく、観る側
にとってもエキサイティングなエンターテイ
メントイベントとなりました。
　実は我々デザインスタッフは前夜にこの合
計スコアを知っているので、各チームの走り
方の予想を立て、ビールを飲みながら盛り上
がっています。表彰台に上るためにはマキシ
マムアタックが欠かせない名古屋大学は予想
どおり果敢に攻め、素晴らしい走りを見せて
くれました。その結果の総合優勝、おめでと
うございます。鉄板の大阪大学はオートクロ

スよりも1秒落ちでステディに走り切れば優
勝間違いなしで、実際それができていたのに
まさかのマシントラブルは残念。京都大学は
EVクラスがまさかのエンデュランス未完走で
燃費優勝を果たし、あわや2連覇まで追い上
げました。今年もドラマがありました。
　さて、本題のデザイン審査は毎年言ってい
るように「思考」の競技です。レーシングカ
ーの設計においていかにエンジニアリング努
力を払い、検証し、カタチにしてきたかを評
価します。「何を使っているか」ではなく「な
ぜそれを使ったのか」が重要です。今年新設
したベスト三面図賞を制した京都大学は、ユ
ニークで複雑な空力パーツが「なるほど、こ
こがこうダウンフォースを伝達してサスペン
ションに働くんだな」と図面を通して設計者
の狙いが読み取れました。図面とはきれいな
絵でも写真でもなく、設計思考の集大成なの

審査講評
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です。これらの意図を理解してデザインレポ
ートを書き、図面を描ければデザインイベン
トで高成績を上げることができるでしょう。
来年はさらにレベルアップした皆さんと会え
ることを楽しみにしています。
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EV審査Judge 7 EVリーダー 玉正 忠嗣（日産自動車）

今後の発展に期待・・・ ～EVクラスを振り返って～
　第12回大会のEVクラスは、エントリーが
8台で、大会本番に持ち込まれた車両が5台、
車検を通過し動的審査に参加したのが2台、
エンデュランスでの完走車両は無しという状
況で、台数的にも成績的にも足踏みの感があ
りました。しかしその一方で、初出場のチー
ムが最大50kWの出力で走行する姿には先の
明るさを感じました。
　この1年で再確認できたことは、(1)EVで
エントリーしようと思うこと、(2)車検に合
格するEVを製作すること、(3)EVの性能を
引き出すこと、これらのそれぞれの段階で、
とりまく環境や必要な技術・知識などがまだ
まだ発展途上であるということです。
　なかでも感じることは、やはりまだ電気車
検のハードルが高いようだということ。第
12回大会に向けては、5月の春季大会会場で
の相談会や、エントリー校の場をお借りして
の事前車検等を新たに始めましたが、第13

回大会に向けては、さらにいろいろな側面・
段階での支援やコミュニケーションの機会を
充実させたいと考えています。現時点でもル
ールの解釈で分からないことや質問があれば
事務局までご連絡ください。
　ドイツ大会でのエントリーは、ガソリン車
74台に対しEVは40台。アクセラレーショ
ンではガソリン車より圧倒的に速く、その他
の動的審査でもガソリン車同等のタイムを出
し、動的審査総合の1、2、4位を占めるとい
う状況にあり、ポテンシャルではガソリン車
に引けを取りません。
　昨年のレビューの繰り返しになりますが、
来年こそは、効率以外でもガソリン車を超え
る記録を出して欲しい、もっとEVのエント
リー台数が増えて欲しい、そう願っています。　
みなさんとともにEVクラスを育てていきたい。
勇気ある参加を期待しています。

審査講評
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学生フォーミュラ常連校のひとつでもある
トヨタ名古屋自動車大学校は、自動車整備士を育成する学校である。

その卒業制作のひとつとして学生フォーミュラへの参戦を行っている。
例年40人前後のチーム人数となっており、

ICV1台での参戦には人数が多すぎるという状態だった。
そこで、今年からはEVとのダブルエントリーへ挑戦することとなった。

学生フ ミ ラ常連校のひとつでもあも る

と の
ダブルエントリーに挑戦

ICVは車検通過、EVは電気車検不通過
　トヨタ名古屋自動車大学校は、自動車整備士を育成する
専門学校で、4年生の卒業制作のひとつとして学生フォー
ミュラへ参戦している。学生フォーミュラを卒業制作に希
望する学生は毎年、40人前後も集まるためICV1台のみで
は人数が多すぎる状態だった。そこで2013年から正式に
始まったEVクラスとICVへのダブルエントリーを決定した。
　大会初日はICVが前年度のデータもあり車検を1回で通過。
対してEVは資材が揃った時期も遅かったため、電気車検を
1回で通過できずに翌日に再車検となった。

▲車検へ向かうICVチーム。チーム員は4年
生のみで構成され、毎年、全員が入れ替わる。
学生フォーミュラ参戦は卒業制作なので、連
続して参戦する学生は存在しない。

▲EVチームは車検後に指摘箇所の対応に追われることになったが幸いに
も大がかりな作業の数は少なく、翌日に再車検を受けることは可能とい
う予測だった。

DAY1 #23 ICV  【車検】
#E6 EV  【デザイン審査】【電気車検】

ICVは夜にエンジン交換を決断、EVはシステムトラブルに対処
　2日目はICV、EVともコスト、デザイン、プレゼンテーションなどの静的
審査が中心だったが、両者ともトラブルに見舞われた。まずは朝にEVがシ
ステムトラブルで電気再車検通過までに予想以上に時間を要してしまったが、
正午頃には電気、機械の両車検に通過。一方のICVは午前中にチルトなどの
テストも通過し、プラクティスの準備でエンジンを始動させたところ、不調
が発覚。トラブルシューティングをしたところ、エンジン交換をした方が時
間が少なくて済むと判断し、夜に会場からホテルへと車を持ち帰り、エンジ
ンの積み替え作業を行った。が、そこは二級整備士の資格を持つ彼らなので、
24時前に積み替えを完了させ、翌日の走行への準備を整えた。

▲EVチームのプレゼンテーション審査。設定し
た整備性や販売台数などの数値を裏付ける情
報が少なかった、という指摘を審査員からされた。

▲ICVチームはデザイン審査で、前年マシンから
踏襲するトーションバーサスペンションなどを説明。
EVも同じサスペンションシステムを使用している。

DAY2 #23 ICV  【コスト審査】【デザイン審査】【プレゼンテーション審査】
#E6 EV  【プレゼンテーション審査】【電気再車検】【機械車検】
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カーナンバー コスト審査 プレゼンテーション審査 デザイン審査 アクセラレーション スキッドパッド オートクロス エンデュランス 燃費 エンデュランスと燃費 ペナルティ 合計

23 20.16 15.79 74.00 50.46 2.50 68.64 0.00 0.00 0.00 0.00 231.55（47位）

E6 -100.00 35.53 45.00 0.00 0.00 25.03 15.00 0.00 15.00 0.00 20.56（72位）

■トヨタ名古屋自動車大学校　リザルト

◀開場したときには激しい雨だった4日目。全員が初参加とい
う経験値不足が時間マネージメントの面で露呈してしまい、
出走できずに大会の終わりを迎えることになってしまった。

雨に翻弄されたICVチーム、翌日への準備を進めるEV
　4日目はICVがエンデュランスに臨んだが、EVのエンデュランスは最終日の午前中
のためイベントのない1日となった。そこでEVチームは充電やシステムの確認など
の整備作業を行った。また4日目は朝から強い雨に見舞われた。落雷の影響もありス
ケジュールは遅れて、ICVチームはウェットコンディションを想定してエンデュラン
スコースに向かった。しかし天候は急激に回復し、出走順番を待っているあいだにコ
ースが乾いていった。ICVは急きょタイヤをスリックへと交換することになったが、
これが大きなミスとなった。出走順序を遅らせてタイヤ交換を行い、最後からの出走
へとなった。そして順番が来る前に、エンデュランスの走行時間が終了してしまった
のだ。結果は「DNS」となり、大きな悔いを残すことになってしまった。

DAY4 #23 ICV  【エンデュランス】
#E6 EV  

EVはエンデュランス出走直前にトラブル
　綱渡りを続けて最終日のエンデュランスに漕ぎ着けたEVチームだっ
たが、スタートから波乱が起こる。システムが起動せずに、いったんコ
ースから外れて修復作業となった。原因を究明してギリギリでエンデュ
ランスにスタートしたが、EVのエンデュランスに出走したのは静岡理
工科大学との2校だけ。先にスタートした静岡理工科大学だが第2ドラ
イバーのところでコース上にストップしリタイヤ。トヨタ名古屋自動車
大学校も同じく第2ドライバーでストップしてしまった。両者リタイヤ
で終わったEVのエンデュランスは、EVという新カテゴリーの難しさを
痛感させるシーンで幕を閉じた。レース後にEVのチームリーダーは、
資材の調達に時間がかかり、ロングランテストができなかったことを悔
いていた。また初挑戦だったゆえに実際に走り出してから不備が分かっ
た車体構成などを含め、暗中模索での参戦だったと反省していた。

▲表彰式では、EVチームがレ
インタイヤでブレーキテスト
を通過したので、自主的にド
ライになってもレインタイヤ
で通した姿勢が評価され、ス
ポーツマンシップ賞を授与さ
れた。

▲トヨタ名古屋自動車大学校が第1ドライバーの時点で、静岡理工科大
学の第2ドライバーがリタイヤ。周囲からは完走を期待されたが、残念
ながらリタイヤとなってしまった。

DAY5 #23 ICV  【表彰式】
#E6 EV  【エンデュランス】【表彰式】

ICVはエンジン交換が功を奏す、EVはブレーキテストで苦戦
　エンジンを積み替えたICVは再車検を午前
中に受けて、ブレーキテスト、プラクティス
を済ませ、オートクロスへと順調に進んだ。
前日のエンジン交換が吉と出て1日をトラブ
ルなく終了。一方のEVはブレーキテストで苦
戦。なかなか4輪ロックができずに途中から
レインタイヤで挑んだが、それでも合格した
のは正午近く。そして防水を確認するレイン
テストを受けたが、1回目はあと少しというと
ころでシステムがダウン。トラブル箇所が早
く見つかり16時頃に2度目で通過。レインタ
イヤのままオートクロスに出て、瀬戸際でエ
ンデュランスへの出走権を掴んだ。EVチーム
は薄氷を踏む思いの一日だったろう。

▲エア抜きを何度も繰り返してブレーキテストを受けるが通過で
きかなったEVチーム。しかし、ギリギリでエンデュランスの出走
権を掴み、日が暮れるころには笑顔が戻った。

▲予定通りに3日目が終わったICVチーム。前日の夕方はエンジン交
換という緊迫した雰囲気に包まれていたのとは打って変わって晴れ
やかな表情だ。

DAY3 #23 ICV  【再車検】【ブレーキテスト】【オートクロス】
#E6 EV  【レインテスト】【ブレーキテスト】【オートクロス】



20
14

22

第12回大会の模様をプレイバック
開催日：2014年9月2日（火）～6日（土）

PhotoDiary
2014 Student Formula Japan Photo Diary



より多くの方に観戦いただく
ため、土曜日開催が定着

　大会初日は前日までの雨も上がり好天に恵
まれました。10時から始まった参加確認受
付に最初に並んだのは「気合いを入れるため
にイチバンで並びました」という北海道大学
でした。12時50分には窪塚孝夫大会副委員
長が開会を宣言し、90チームを集めた第12
回大会が開幕しました。今年は車検や静的審
査の時間を30分延長し、昨年までの28チー
ムよりも7チーム多い35チームが初日に車検
を受けるなど、2日目以降のよりスムーズな
進行に繋がると好評でした。14時からは恒
例の学生による動的エリアのウレタン運びが
行なわれ、参加者全員でイベントを進行しま
した。また、初日から地元NHKが取材に訪
れていました。

好天に恵まれ、
第12回大会が開幕！

大会1日目

9.2(Tue)

昨年同様に火～土曜日という5日間で開催。
上位チームのエンデュランス出走を最終日
である土曜日にすることで、より多くの方
に観戦いただくスケジュールとしました。
本大会2年目となったEVクラスでは、海
外勢2チームのエントリーがありました。
ICVクラス88台、EVクラス8台の計96台
という多数のエントリーを集め、うち90
台が書類選考を通過しています。今大会は
202社（大会スポンサー179社、表彰スポ
ンサー20社、物品スポンサー3社）の企業
からご支援をいただき、開催を迎えること
ができました。

第12回大会



　車検や静的審査に加えてブレーキテストや
プラクティスが始まり、エギゾーストノート
が響く会場は活気溢れるものとなりました。
午前11時、他校に先駆けプラクティス走行
を行ったのは宇都宮大学。また、順調に車検
をこなす学校がある一方で、ゼッケンプレー
トや学校名ロゴのサイズ違いなど、細かいミ
スを指摘される学校も。3日目から始まる動
的審査に進出するには、早めに車検をクリア
したいところです。昨年、ウイングレスの車
両で大会を制した京都大学は今年、大型ウイ
ングを前後に搭載したマシンで注目を集めて
います。また、ICV/EVの両クラスにエント
リーのハルピンは、中国大会では2位の実力校。
ドライブシャフトからホイールまでカーボン
ファイバー製のマシンは「車重は160kg」
という軽量を誇り、こちらも注目を集めまし
た。
　今年も静岡県内の学校関係者を招いての見
学会が実施され、この日は掛川工業高校が訪
れました。さらにスーパーフォーミュラマシ
ン解体ショーも実施、多くの学生が詳細にマ
シンを観察し、説明に耳を傾けていました。

エンジン始動！　
ECOPAが活気に包まれる

大会2日目

9.3(Wed)



　曇天、コースコンディションはDampと発
表され、昼頃には小雨も降りました。
　アクセラレーションとスキッドパッドが始
まるため、朝は暖気エリアは大盛況となりま
した。また午後からのオートクロスに備えて、
昼には順番待ち車両の大行列です。アクセラ
レーションでのトップタイムは茨城大学の4
秒118。またスキッドパッドでは大阪大学が
4秒869のトップタイムをマークしました。
大阪大学は午後のオートクロスでも57秒
235のトップタイムです。
　EVでは静岡理工科大学がアクセラレーシ
ョン5秒104、スキッドパッド8秒271、そ
してオートクロスが1分4秒459のベストタ
イム（ICV車両含め31位）。本大会2年目を
迎えたEVですが、やはりまだICVとの間に
は差があります。
　前日まで車検スペースだったテントはこの
日から企業PRコーナーとなりました。動的
審査エリアへの通路にもあたるため、より目
立つ場所となりました。スポンサー様にも好
評で、学生たちにも技術アドバイスや就活の
きっかけづくりなど、さまざまなコミュニケ
ーションの場となりました。

動的審査始まる。小雨降るも
スケジュールに影響なし

大会3日目

9.4(Thu)



　この日は朝から激しい雷雨となり、特に雷
雲が発生している際にはテント内など安全な
場所に待機するよう繰り返しアナウンスされ
ました。このためエンデュランス審査は天候
の回復を待って2時間近く遅れての開始とな
り、残念ながら時間切れによって出走叶わな
かったチームも出てしまいました。なお、路
面がウェットからドライへとコンディション
が変化したため、ラップタイムの145%ルー
ルは適用除外となっています。
　上位のエンデュランスAクラスのチームが
翌日に備えてマシンの整備を進める一方で、
全チームを対象に車検フォローアップ、デザ
イン/プレゼンテーション/コスト審査のフ
ィードバック/フォローアップも実施されま
した。
　17時からは恒例のデザインファイナルが
実施され、上位3校に選ばれた大阪大学、名
古屋大学、豊橋技術科学大学の車両を展示し
ながら、審査委員長を務める小野昌朗氏によ
る解説と質疑応答が行なわれました。

エンデュランス初日を
雷雨が襲う

大会4日目

9.5(Fri)

26



各最優秀賞受賞チームのレポートは9～14
ページに、総合優勝した名古屋大学をはじ
め、各校の参加レポートは第2部の大会記
録集（31ページ～）に掲載しております。
今年は19もの海外チームがエントリーし
ており、これからも海外からの参加校増加
が期待されます。
一方で本大会2年目を迎えたEVクラスでは、
エントリー8チームに対して動的審査に出
走できたのは昨年よりも1台少ない2チー
ムのみ。次回大会での活躍に期待が寄せら
れています。
第12回大会には、総延べ人数14,564名（う
ちチーム9,460名、スタッフ1,925名、プ
レス103名、ゲスト3,076名）が参加し、
盛況のうちに無事に閉幕しました。

これまで大会に貢献した方々に運営功績感謝状が贈られました。
氏名 主要大会役職略歴等 氏名 主要大会役職略歴等

秋野　 裕 氏 第1回～第2回大会実行委員会副委員長 伊藤 宏一 氏 第2回～第9回大会ルール委員会委員長
大須賀 和男 氏 第1回～第2回大会実行委員会委員長 平本 賀一 氏 第5回～第6回大会実行委員会委員長
三枝 信雄 氏 第3回～第4回大会実行委員会委員長 下山　 修 氏 第9回～第10回大会実行委員会委員長
加藤 幹夫 氏 第1回大会ルール委員会委員長、第2回大会実行委員会副委員長

　いよいよ最終日。好天に恵まれ朝8時から
さっそくエンデュランスがスタートしました。
まずはEVクラスの2校（静岡理工科大学、
トヨタ名古屋自動車大学校）の出走ですが、
トヨタ名古屋自動車大学校の車両がなかなか
スタートできず、時間切れぎりぎりで出走と
いうシーンもありました。続くICVクラスで
は上位校らしく各チームが安定した走りを見
せましたが、その中で名古屋大学が21分49
秒993というトップタイムで20周のエンデ
ュランスを完走しました。昨年優勝の京都大
学が2番手、3番手には豊橋技術科学大学が
入りました。
　全審査終了後には、恒例の集合写真の撮影
が行なわれました。今年はマルチコプターを
使っての空撮も実施。空に向かって学生達の
笑顔が輝きました。16時からはアリーナで
公開プレゼンテーションを実施。今年は上位
3校の実際のプレゼンテーションの様子をビ
デオで流す形式となりました。公開プレゼン
テーションに続いて行われた表彰式では、念
願の総合優勝を飾った名古屋大学を筆頭に、
上位入賞校、各賞受賞校が壇上に並び、会場
からの暖かい拍手を受けていました。

念願の初優勝は
名古屋大学の手に

大会最終日

9.6(Sat)
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プレゼンテーション審査フォローアップも実施

車検相談 （フォローアップ） 
9月4日（木）13:00～17:30
9月5日（金） 8:00～12:00
9月6日（土） 8:00～12:00

デザイン審査フィードバック／フォローアップ

9月5日（金）

8:00～12:00、13:00～17:30
プレゼンテーション審査フィードバック／フォローアップ 8:00～12:00、13:00～17:30
コスト フォローアップセミナー（海外） 10:00～12:00
コスト フォローアップセミナー（国内） 13:00～15:00
EVフォローアップ 10:00～12:00

　学生フォーミュラ大会では毎年、既に参加
している学校やこれから参加を検討している
学校を対象にフォローアッププログラムを実
施しています。初めて参加する場合など、効
率よく準備を進めるためにも実際に大会を見
学したり、フォローアッププログラムの参加
がとても有効です。
　また昨年からは参加チームを対象に、実際
の評点についての説明や質疑応答を行なうデ
ザイン審査フィードバックも導入されました。
大会スタッフと直接顔を合わせて実例に沿っ
て説明を受けることで理解を深めることがで
きると参加した学生からも非常に好評です。

今年はさらにプレゼンテーション審査にもフ
ィードバックが導入され、多数の学校が参加
していました。
　EVについても昨年までのEVセミナーに変
わり、EVフォローアップが実施されています。
本大会2年目を迎えたEVですが、特に電気

車検についてはレギュレーションの解釈に齟
齬があり、車検通過を難しくしているようで
す。
　今後も学生側に寄り添った、より役に立つ
フォローアップ/フィードバック・プログラ
ムの展開が期待されています。

フォローアッププログラム/FEEDBACK

スケジュール

EV
フォロー
アップ

コスト
フォローアップ
セミナー

プレゼンテーション
審査フィードバック／
フォローアップ

施施
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　我々のチームは今年初めて、大会エントリー
を行ない、車体、ESF、FMEAの製作を行な
いました。そのため、レギュレーションについ
て不明確な部分が多 あ々りました。EVフォロ
ーアップではレギュレーションの不明確だった
部分を質問させていただき、ていねいに回答し

ていただきました。また、レギュレーションに関
してだけではなく、より安全な車体を製作する
ためにはどうすれば良いか、などのアドバイス
をいただき、非常に参考になりました。来年の
大会では車検の通過、さらにはEVの上位入
賞をめざし、製作に励みたいと思います。

KIT EV Formula VolTech九州工業大学

EV フォローアップ 参加校コメント

久留米工業大学ホンダ テクニカル カレッジ 関東

H-TEC Racing Team
　この度、コストフォローアップセミナーに参加し、私達の資料
に足りなかったものやより良くするためにどうすればいいのかを
知ることができました。
　私達のコストレポートの大きな欠点はBOM表の欠如でした。
それはレギュレーションの読み込みの足りなさが原因だとセミナ
ーを通して思いました。この反省を生かし、次回の大会ではレギ
ュレーションをきちんと読み込み、必要なものをすべて入れてコ
スト審査を受けられ
るようにしていきます。
そして、見る人のこ
とも考えて、見やす
くなるようになどの
工夫も入れていこう
と思います。

　今回、コストフォローアップセミナーに参加させていただき、久
留米工業大学フォーミュラプロジェクトの弱点としていたコストレ
ポートについての根本的な書き方、また、制作手順、図面の書
き方など基本的なところから勉強でき、今後の活動をより良いも
のにするために有意義な時間となりました。

久留米工業大学フォーミュラプロジェクト

コストフォローアップセミナー 参加校コメント

#73 #30

芝浦工業大学早稲田大学

早稲田フォーミュラプロジェクト
　デザイン審査に関しては、昨年度車両の問題点を考慮し、車両
コンセプトに基づいて各パート、各パーツで設計を行ない、それを
当日の審査でアピールしました。車両全体はうまくまとまっていて良
いということでしたが、パワートレインでの検討不足を指摘され、ま
た、今後は一歩踏み込んだ設計が期待されるというお言葉をいただ
きました。
　デザイン審査のフィードバックを通し、車両全体での設計のアプ
ローチの仕方が間違っ
ていなかったこと、さ
らに改善が求められる
点、当日の審査でのア
ピール方法等多くのこ
とを学ぶことができ、
とてもためになりました。

　芝浦工業大学はデザイン審査で12位を獲得しましたが、スコアは
86/150点。上位校との壁を感じる結果となりました。デザインフィ
ードバックでは私たちに足りないものを審査員の皆様に教えていただ
き、またデザイン審査だけでなく今後の活動のヒントをいただきました。
この機会に得た知識を次年度に生かし、デザイン審査はもちろん、
他の審査でも成績を伸ばしていきたいと思います。

芝浦工業大学Formula Racing

デザイン審査フィードバック 参加校コメント

#36 #33

#E7

Cost FOLLOW-UP SEMINAR

EV FOLLOW-UP
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　9月2日から6日まで、静岡県小笠山総
合運動公園（エコパ）で開催された第12
回全日本 学生フォーミュラ大会を盛況
のうちに終了させることができました。
　今年は活発化した秋雨前線が日本列島
付近に停滞したこともあり、準備日から
雨に見舞われ、晴天、激しい雷雨、真夏
のような暑さと目まぐるしくコンディシ
ョンが変わる中での開催となりましたが、
幸い、大きな影響を受けずに大会を進行
することができました。最終日のエンデ
ュランスファイナルでは、最終走行の大
阪大学が不運にも途中リタイアとなるド
ラマがありました。それまで好成績を収
めていた大阪大学チームの健闘を讃えた
いと思います
　優勝した名古屋大学チームは、2004
年の第2回大会から本大会に参加し、
2012年度よりウイング・ディフューザ
ーを搭載したフルエアロマシンへと車両

コンセプトを移行してからは安定した上
位成績を残し、悲願の初優勝となりまし
た。おめでとうございます。また、単気
筒エンジン車が優勢にあったここ数年で
すが、3年ぶりの4気筒エンジン車の優勝
となりました。
　全体を通してみると、車検通過チーム
は63チーム（前年60チーム）、エンデュ
ランス完走28チーム（前年39チーム）、
という状況ですが、大会4日目に見舞わ
れた雷雨の影響で、エンデュランスの完
走チームが例年より少ない結果となりま
した。途中でリタイアしたチームは、車
両の完成度を高めてエンデュランス完走
を目標に来年に向けて新たなスタートを
切っていただきたいと思います。
　昨年に引き続き、本年も、学生の皆さ
んが学生フォーミュラ活動に取り組む環
境を整える施策として、事前の広報活動
の強化を行ないました。チームの協力を

得て行なった、札幌、仙台、東京、静岡、
大阪、北九州でのプレス発表。学生の皆
さんの就職支援の観点から、自動車関連
企業の人事、採用担当者の認知度アップ
を図るための企業向け説明会の東京、大阪、
名古屋での開催。これにより大会会場に
は例年にも増して、企業の方々が視察に
訪れました。今後も引き続き、自動車産
業の技術者を養成する場として本大会の
認知度を上げていきたいと思っています。
　最後になりましたが、202のスポンサ
ー企業・団体の皆様、会場整備、シャト
ルバス等のご支援を頂いた静岡県、掛川
市、袋井市、掛川商工会議所、袋井商工
会議所の皆さま、また、296名の大会ス
タッフの皆さま、派遣にご協力をいただ
きました企業、大学関係者の皆さまには
この場を借りて主催者を代表して熱く御
礼申し上げます。
　どうもありがとうございました。

吉貴 寛良

第12回全日本 学生フォーミュラ大会
大会委員長

Hiroyoshi Yoshiki

GREETINGS
2014 Student Formula Japan

第12回大会を終えて

（トヨタ自動車）
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1 京都大学
Kyoto University

̶連覇をめざしてー
新規コンセプト開拓の苦難と成果

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/1.html

京都大学フォーミュラプロジェクトKART
Kyoto Academic Racing Team
http://www.formula-kart.org/

　連覇を目標として臨んだ第12回大会でしたが、その状況は目標とかみ合ったものとは言えませ
んでした。特にブレーキテストにおいては、大会2日目終了までに通過できず危機的事態となりま
した。対策を尽くした結果、3日目朝に何とか通過し動的審査0点という最悪の状況は免れました。
しかし、もし通過できなければこの時点で私達の大会が終わっていたことは事実です。
　また、デザイン審査においても8位に終わり、3年連続で出場していたデザインファイナル進出
を逃しました。いずれもシェイクダウンの遅れに伴い、車両のトラブルを本番までに洗い出しきれ
なかったことや、設計と現実の間を埋める評価が不足していたことが原因と考えられます。スケ
ジュールの遅れが大会本番まで影を落とし続けたことは、次年度への反省として最初に挙げておか
ねばなりません。
　一方で、コスト審査は3位と昨年から大幅に順位を回復し、プレゼンテーションでは過去最高と
なる2位を獲得しました。動的審査もひとたび出走するとペースに乗り始め、スキッドパッドは3
年連続となる2位、オートクロスでも3位となり、優勝を果たした昨年度と遜色のない結果となり
ました。最終日のエンデュランスも大きなミスやトラブルなく走り切り、 2位を手中に収めました。
　他校のリタイアもあって燃費では1位を獲得し、首位校に肉薄しましたが、残念ながら一歩およ
ばず、連覇は叶いませんでした。来年度はチームの体制を見直し、自分たちの手で再び総合優勝を
掴み取れるよう、精進して参ります。 

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●ICV総合優秀賞2位　●総合2位　●静岡
県知事賞　●日本自動車工業会会長賞　●コス
ト賞3位　●プレゼンテーション賞2位　●スキッ
ドパッド賞2位　●オートクロス賞3位　●耐久走
行賞2位　●省エネ賞1位　●ベスト・サスペン
ション賞2位　●ベスト三面図賞　●パワートレイ
ン賞3位

Profi le チーム紹介・今までの活動

2003年12月に発足、第2回大会から全日本 学
生フォーミュラ大会に参戦し続け、チーム結成10
年目となる2013年度に初の総合優勝を飾りました。
絶対的な人数は少ないものの、個々が知識・技
術を極め、後代に伝えていくいわば“少数精鋭”
のチームです。

Team-member チームメンバー

井澤 純一（CP）
山路 伊和夫（FA）、小川 貴臣、奥西 成良、
船引 綾乃、大橋 一輝、松岡 敦生、薗 和希、
田中 悠貴、松本 太斗、湯浅 魁良、井上 槙平、
岸上 稜、鈴木 雅史、玉置 将吾、早川 健太郎

Sponsors スポンサーリスト

森精機製作所、ヤマハ発動機、オキソ、
浅野歯車工作所、住友電工ハードメタル、ジェイテクト、
UACJ、ソリッドワークスジャパン、井尾製作所、NTN、
住友電装、テクノイルジャポン、神戸製鋼所、山岸本舗、
田中製作所、小松製作所、イシダ製作所、マツダ葵会、
ダウ化工、タイヤボックスエボルヴ、ウミヒラ、
速水矯正歯科、日本ヴイアイグレイド、ヤンマー、
啓信会グループ、琵琶湖スポーツランド、
名阪スポーツランド、プラスミュー、エム、フランドー、
テックサーフ、カフィール、コンテックラボ、ミスミ、
ワークスベル、ANSYS、サイバネットシステム、
テクノソリューションズ、プリントショップ3P、イワサキオート、
三和メッキ工業、エンタープライズワイ、東日製作所、
ウィリー、ナイス、松本金属工業、京機会、
京都大学機械系工作室

Presentation プレゼンテーション マシン名：KZ-RR12

　2013年度に初優勝を果たし、私達が追求してきたアルミフレームに単気筒ギヤドライブを組み
合わせた、軽量コンパクトなパッケージングの強みが証明されました。連覇を目標に設計された
2014年度車両“KZ-RR12”はこのパッケージングにさらに強さを加味する取り組みを行い、学生
フォーミュラの常識を打ち破る車両となりました。
　昨年度のエンデュランス走行を最速のチームと比較し、ミドルオブコーナーでの速度差が問題と
して浮上したことから、今年度はダウンフォースを積極的に用い、旋回性能向上を図りました。一
般的な前後のウイングに加え、サイドポンツーンにウイングを内蔵し、バネ下マウントのスカート
によってアンダーフロアの気密性を保持することで、ヨー慣性モーメントを増やさずに強力なダウ
ンフォースを稼ぐことをめざしました。加えて、軽スポーツのLSDを使用する新設計の駆動系により、
旋回時内輪の駆動ロス低減を図りました。
　しかし、これらの試みには解決すべき問題が多く、シェイクダウンは大会まで2ヶ月を切った時
点でした。スケジュールに対する見通しの甘さが露呈することとなりましたが、走行時間が少なく、
かつドライバー全員が未経験の動的審査に出走した中で総合2位に食い込んだことから、これらブ
ラッシュアップの方向性は間違っていなかったものと考えています。
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2 大阪大学
Osaka University

無念のリタイア
その中で見せた確かな車両の速さ

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/2.html

大阪大学フォーミュラレーシングクラブ
Osaka Univ. Formula RAcing Club

　今年度は、最も得点配分の高い耐久走行をリタイヤしてしまい、目標であった総合優勝を達成す
ることはできませんでした。しかし、静的審査・動的審査・特別賞において、さまざまな賞をいた
だくことができ、チーム歴代最多となるトロフィー9個を獲得することができました。その中でも、
これまであまり得意としてこなかった実際の車両の速さという点において、オートクロス審査1位
を獲得することができ、デザイン審査1位と合わせて、「理論的に速い車両」と「実際に走って速
い車両」とを繋ぎ合わせることができたと考えています。
　静的審査においては、デザイン審査1位、コスト審査2位を獲得し、静的審査の合計得点では、
5年連続のトップを獲得することができました。これは、チームメンバーのエンジニアとしての能
力が認められた結果であり、誇りに感じます。
　また、動的審査では、車両の基本性能が問われるアクセラレーション・スキッドパッド、車両の
さまざまな要素が求められる周回走行審査のオートクロスにおいて、それぞれ2位、1位、1位を
獲得し、車両の能力の高さを見せることができました。一方で、エンデュランスにおいてはリタイ
ヤしてしまい、車両としての信頼性やチーム体制において、見直すべき点があることを痛感しまし
た。 
　来年度は、リタイヤしてしまった悔しさを糧に、再び総合優勝して表彰台に戻れるように、改
めてチームとして成長していきたいと思います。最後に、スポンサーの皆様や大学関係者の皆様、
OB・OGの皆様に心から感謝申し上げます。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合16位　●コスト賞2位　●デザイン賞1
位　●加速性能賞2位　●スキッドパッド賞1位　
●オートクロス賞1位　●CAE特別賞1位　
●ベスト・サスペンション賞1位　●ベストエアロ
賞　●パワートレイン賞1位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私たち大阪大学フォーミュラレーシングクラブは、
日本大会の第1回大会から参戦し、今年で12年
目を迎えます。技術伝承に重きをおき、近年上位
入賞を果たしてきました。世界の舞台に目を向けて、
世界の強豪チームとも戦っていけることを目標に活
動していきます。

Team-member チームメンバー

住中 真（CP）
吉田 憲司（FA）、赤松 史光（FA）、泉 太悟（FA）、
林 潤（FA）、佐藤 俊明、田谷 要、田渕 堅大、
時野谷 拓己、沈 光宇、多谷 大輔、堀田 龍一、
青木 寿之、石田 拓人、大浦 大地、賀谷 尚也、
井上 寛之、逢坂 亮、梶井 省吾、加藤 悠史、
矢野 太一、池田 州平、具治 洋輔、新屋 善裕、
中西 哲也、原田 勢那、三橋 結衣、森 啓太朗

Sponsors スポンサーリスト

IDAJ、アルテアエンジニアリング、アルテクノ、
RSコンポーネンツ、茨木工業、ウエダ、NTN、
エフ・シー・シー、エフティテクノ、大阪大学、
大阪大学フロンティア研究センター、オキソ、 
オーゼットジャパン、Keizer、カナエ、川崎重工業、
北神戸サーキット、キノクニエンタープライズ、協和工業、
クボタ、ケーヒン、神戸製鋼所、国誉アルミ製作所、
小松製作所、サイバネットシステム、三洋化成工業、
シグナルオート、昭和飛行機工業、新日鐵住金、
住友電工ハードメタル、住友電装、住友スリーエム、
ソフトウェアクレイドル、ソリッドワークス・ジャパン、
タイガー製作所、大東ラジエーター工業所、ダイハツ工業、
竹内電化、THK、天彦産業、東京アールアンドデー、
東日製作所、桃源郷、ドリテック、ニッカル商工、
日信工業、日本ウェルディング･ロッド、
日本ヴイアイグレイド、日本発条、日本オイルポンプ、
日本特殊陶業、BNLジャパン、ファロージャパン、
冨士精密、ブリヂストン、 ブレニー技研、ホーペック、
マグナ・インターナショナル・ジャパン、MathWorks、
ミスミ、三ツ星ベルト、三ヶ安製作所、ミネベア、
エヌ・エム・ビー販売、 ミタテ工房、三菱レイヨン、
湊川鉄工所、ムトーエンジニアリング、モリシン工業、
横河電機、レイズ、和光ケミカル

Presentation プレゼンテーション マシン名：OF-14

　今年度、チームとして総合優勝をめざす上で、どのような車両をめざすべきなのかの方針を見つ
けるために、大会における動的審査の得点シミュレーションを行いました。その中で、最も速い車
両が優勝できるという結果を受けて、ラップタイムを最小化することを車両ターゲットと掲げまし
た。また、そのターゲットを達成するための方法はいくつか考えられますが、その中で車両に求め
られる理想の車両挙動が存在するということを考え、車両開発コンセプトとして、「理想車両挙動
の実現」としました。理想とする車両挙動を達成するための各開発への落とし込みを意識して設計
を行いました。
　その中でも、特徴的な開発として、タイヤの評価方法の改善及び10インチタイヤへの変更や大
型エアロデバイスによるハイダウンフォースの設計などを行ってきました。これらの設計に対して、
台風等の影響を受けて当初予定していた走行距離を稼ぐことはできませんでしたが、データ解析等
を行い効率良くセッティングを行うことで、車両の熟成を行ってきました。昨年度の総合2位とい
う結果に満足することなく、さらなる「速さ」を求めて、チームとしてさまざまなチャレンジを行っ
てきました。それらにおけるチームメンバーひとりひとりの取り組みの結果、チーム歴代でも最速
となる車両OF-14を作り上げることができました。

http://ofrac.net/
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3 同志社大学
Doshisha University

速くて操作性の良い車両

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/3.html

同志社大学フォーミュラプロジェクト
Doshisha University Formula Project

　今年度は昨年の問題点を改善し、成功点はより良くしていくことを心がけ、総合優勝を目標に活
動をしてきました。昨年以上に全体のスケジュール管理を徹底し、静的審査の対策に早くから取り
組むことが可能となりました。また、突発的な問題にも対応することができました。さらに、昨年
度の反省点のひとつを改善するためにドライバー育成に力を注ぎました。
　その結果は、残念ながら総合3位という結果となってしまいましが、一昨年、昨年に引き続き、
安定して3位を獲得できたことはチームとしての実力が着実についてきたと、大きな自信になりま
した。
　静的審査と動的審査のうち、まず静的審査おいては好成績を修めることができました。コスト審
査は昨年同様1位、デザイン審査では昨年よりも順位をひとつ上げ4位を獲得することができまし
た。ですが、プレゼンテーション審査は昨年より順位を大きく落とし12位となってしまいました。
そして、動的審査においては、昨年よりも順位を上げることはできましたが、静的審査ほど振るわ
ず、まだまだ課題の残る結果となってしまいました。来年度大会は今年度大会の課題となった部分
をしっかり反省し改善していきたいと思います。
　最後にチームを応援、支援してくださったOB・OG、父兄、大学関係者の方々、スポンサーの方々
にこの場を借りて御礼を申し上げます。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●ICV総合優秀賞3位　●総合3位　
●日本自動車工業会会長賞　●コスト賞1位

Profi le チーム紹介・今までの活動

同志社大学フォーミュラプロジェクトは2002年に
結成され、第1回大会から参戦しているチームです。
メンバーは学部1～3回生で構成されており、個々
の経験は浅く、技術力もまだまだ高いとはいえませ
ん。ですが多くの皆様の支援のもと、チーム一丸
となって優勝をめざし、日々活動しています。

Team-member チームメンバー

池下 義人（CP）
千田 二郎(FA)、藤井 透(FA)、田中 達也(FA)、
新野 寛人、斉藤 光信、田中 隆太、麻生 海、
伊藤 康成、山岸 龍明、林 豊、長村 弘一、
神部 尚紀、福嶌 雄大、岩本 誠也、中澤 優、
久保 智洋、西田 真也、新田 真也、
於本 裕之介、安東 良祐、森 純平、本川 勇哉、
西脇 佑太、岡田 知大、吉永 大輝、宇高 希、
JIN YUKAI、阿瀬 有佑実、城戸 咲乃、
三浦 一朗、森下 祐、田中 達也、月本 啓太

Sponsors スポンサーリスト

川崎重工業、堀場製作所、ヒロミツ製作所、鬼頭歯車、
日信工業、和光ケミカル、ソリッドワークスジャパン、
ヤンマー、エクセディ、サンスター技研、ミスミ、NTN、
NOK、やまと興行、THK、F.C.C.、RSワタナベ、
ティラド、レノボジャパン、プロト、RSタイチ京都店、
GS ユアサ、ファロージャパン、エーモン、住友電装、
丸三自動車商会、アンダーレ、協和工業、
江沼チヱン製作所、ザム・ジャパン、ジェイテクト、
キノクニエンタープライズ、
MathWorks Japan,T2Racing、大東ラジエーター、
ダウ化工、三和メッキ興業、VI‐grade、深井製作所、
アルテアエンジニアリング、RAC、スポーツランド生駒、
アンシス・ジャパン、ダイハツ工業、京都サンダーボルト、
日鐵住金溶接工業、冨士精密、マイナビ、
T's factory、RSタイチ、竹の高度利用研究センター、
同志社エンタープライズ、

Presentation プレゼンテーション マシン名：DF14

　同志社大学フォーミュラプロジェクトは、伝統のコンセプトである「速くて操作性の良い車両」
を引き継ぎ、限界性能の向上とその性能を生かすための操作性を考慮して、DF14の設計・開発を
行ってきました。速さとは何なのか、操作性の良さとは何なのかを改めて考え、さらに昨年度の反
省とベンチマークから「低速コーナーでの旋回性向上」をサブコンセプトに掲げ、「低回転域での
トルクの向上」や「低速での操作性の向上」などの各班コンセプトに合わせた設計を行い、歴代最
速の車両を目標としました。また、1年間を通して車両に大きな問題が生じないように信頼性の確
保を徹底して行うことで、大会期間中には一切の不安要素を持ち込まない車両とすることができま
した。
　当然、車両製作及び走行でさまざまな問題が生じましたが、余裕を持ったスケジュール管理と全
員が自ら積極的に活動に取り組むことでそれらを解決していく事ができました。それも同志社大学
フォーミュラプロジェクトの強みと言えると思います。その結果、DF14は昨年以上の仕上がりと
なり、大会に臨むことができました。

http://dufp.net
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4 名古屋大学
Nagoya University

悲願の「総合優勝」

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/4.html

名古屋大学フォーミュラチームFEM
Nagoya University Formula Team FEM

　「本大会で最高のパフォーマンスを発揮する」
　これを念頭に置きながら3月のシェイクダウンから調整を重ねてきました。昨年起こったさまざ
まな熱害によるトラブルにも早期から対処し、耐久走行試験を何度も行うことで、7月下旬までに
はほとんどの課題をクリアすることができました。その後の試走会では大会模擬コースを走行して、
各種セッティングを行うことで最適解を探し、また本大会でもそのパフォーマンスを発揮できるよ
うに走行距離の調整も行いました。不安要素を限りなく0にするという「信頼性」とともに、その
上で、確実に同じパフォーマンスを発揮するという「再現性」にも注力して本大会に臨みました。
これを大会中も同様に行うことで、5日目のエンデュランスに自信をもってマシンを送り出すこと
ができました。
　一方、静的審査では、オフショアリングを提案したプレゼンテーションが1位、7年ぶりのファ
イナルに出場したデザイン審査が2位、アキュラシーポイントの大幅アップしたコスト審査が6位と、
事前準備が実を結びました。
　しかしながら、ひとつひとつの競技を細かく見ていけば、まだまだ改善の余地がたくさんあるこ
とも事実です。そのひとつひとつの課題に対して真摯に取り組むとともに、本質を見抜き、また大
胆な発想をもってそれを解決し、新しい価値を創造することにも取り組んで参ります。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞
●ICV総合優秀賞1位　●総合1位　●経済産業
大臣賞　●デザイン賞2位　●プレゼンテーション賞1
位　●加速性能賞3位　●耐久走行賞1位　
●CAE特別賞2位　●ベスト・サスペンション賞3位

Profi le チーム紹介・今までの活動

名古屋大学フォーミュラチームFEMは、2003年
11月に発足し、第2回大会から参戦しています。
今回で11回目の大会を迎え、近年は6位、4位、
4位と3年連続入賞を果たすものの、上位との差
を埋められずにいました。悲願の総合優勝に向け
てこの1年間活動を続けて参りました。

Team-member チームメンバー

小林 吾一（CP）
鈴木 達也(FA)、水野 竜馬、仙波 直樹、
宮ノ腰 健太、高島 航一、青木 勇磨、綾村 友貴、
山内 浩揮、西海 友祐、山口 健太、稲留 義朗、
宮内 智寛、中神 壮馬、金山 正俊、前川 祐太、
西尾 俊亮、仲田 雄貴、西岡 恵祐、小林 哲朗、
後藤 健太朗、楠 直紘、宮崎 雄介、濱田 翔太、
藤川 千瑛、久野 僚介、山田 陽平、高木 新、
三下 純平、内田 悠斗、中安 悟、柴山 瑛輝、
小林 義典、吉田 悠樹、田中 智也、瀧 春菜、
三島 直子、米田 一紀、小杉 泰生、朝原 元夢、
鷲巣 雄刀、讃岐 侑大、前納 行希、吉野 公美、
三久 保瑛、永田 裕宣、宮島 雅治

Sponsors スポンサーリスト
アイシン・エィ・ダブリュ、アクティブ、旭化成建材、
AZAPA、旭千代田工業、ISOWA、岩倉溶接工業所、
ウエストレーシングカーズ、ウメオカ、VI-grade、エィ・ダ
ブリュ・エンジニアリング、エイティーエス、エーモン工業、
エスエスモールド、NSwelding、NTN、江沼チヱン製
作所、岡島パイプ製作所、OZ S.p.A.、オートバックス
セブン、カーベック、加藤カム技研、加藤ギヤー製作所、
河村工機製作所、蒲郡製作所、CAST、キャリオ技研、
キョウセイ交通大学、共和、協和工業、共和電業、呉
工業、興研、幸田サーキットYRP桐山、興和工業所、
KOBELCO、Continental AG、サイバネットシステム、
笹野商店、シーシーアイ、CTS Trading、SHOWA、
ZEAL、スウィング、住友電装、住友軽金属、スリーボ
ンド、ソリッドワークス・ジャパン、第一測範製作所、タカ
タ、中央発條、テクノイル・ジャポン、デンソー、東日
製作所、東邦テナックス、中澤鋳造所、西日本高速道
路エンジニアリング関西、日信工業、日本研紙、日本
軽金属、日本トムソン、日本発条、ネクスト、ハイレック
スコーポレーション、ひびき精機、ファッションミシマヤ、
冨士精密、藤田螺子工業、藤本サービス、古藤工業、
ブレニー技研、本田技研工業、ホンダドリーム名古屋西、
プロテクタ、ポリプラスチックス、マキタ、ミスミ、ミノルイ
ンターナショナル、ムトーエンジニアリング、モリワキエン
ジニアリング、RAMPF Group Japan、ワールドウォーク

Presentation プレゼンテーション マシン名：FEM-11

　今年度FEMは、仮想企業「Formula Entertainment Manufacuturer」として、若者に魅力あるモー
タースポーツを提供したいという想いから、「Formula Entertainment Motorsport」をプロジェク
トコンセプトに掲げ、いつでもどんなときでも速い「Formula Entertainment Machine」を創造する、
と定めました。これを実現するために、我々技術者が取り組んだ開発テーマが「過渡応答特性」で
した。ドライバーのアクセル操作、ブレーキ操作、ステアリング操作に意のままに応えるマシンこ
そが、真の「Formula Entertainment Machine」であると考えました。
　開発を行うにあたり、「V-process」を用いることでプロセスの可視化し、目標性能が車両にしっ
かりと反映されているかの確認を行いました。シミュレーションを行う中で、扱いやすいエンジン
性能、後輪寄りの重量配分、トラクションを稼ぐLSDセッティング、バンプトーインのリヤサス
ペンションこそが、低速でテクニカルなコーナーの多い大会コースでは有効であるという結論に達
しました。3月にシェイクダウンした後は、目標が達成できているかを確認するとともに、より良
いセッティングを探すため、月に2回のテスト走行を行いました。
　チーム創設11年目にして悲願の初優勝を手にすることができました。これまで支えていただい
たスポンサーの皆様に心より感謝申し上げます。 

http://nagoya.fem.jp/
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5 京都工芸繊維大学
Kyoto Institute of Technology

2度目の総合優勝をめざして

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/5.html

グランデルフィーノ
Grandelfi no

　2度目の総合優勝をめざして第12回大会に挑みましたが、結果は昨年度同様総合5位となり、
目標を達成することができませんでした。動的審査での点数獲得をめざし車両開発を行ってきまし
たが、新規搭載パーツの検討やマシンセットの検討等が不十分であったため、最終的には目標点数
を獲得できずに終わってしまいました。大会初日の車検では、車検員の方から数か所指摘がありま
したが早急に対応し、無事技術車検を初日に通過することができました。
　2日目の静的審査において、コスト審査では提出書類に不備があり減点などがありましたが、リ
アルケースシナリオでは1位を獲得することができ、来年度への自信となりました。この他、プレ
ゼンテーション審査とデザイン審査では準備不足が露呈し、充分な点数が獲得できませんでした。
　3日目のアクセラレーション、スキッドパッド、オートクロスについても、タイヤの評価不足や
マシンセットとドライビングの検討が不充分であったため、目標としていた順位を獲得することが
できませんでした。エンデュランスではタイヤの熱だれにより想定していたタイムが刻めず、4位
という結果となりました。
　目標を達成することができず、チームとしては悔しい結果となってしまいました。それでも3年
連続で入賞することができ、チームとしても大きな自信となりました。
　最後になりましたが、チームを支えていただきましたスポンサー様、大学関係者様、OBの方々、
また大会運営に尽力いただきました皆様に心から感謝申し上げます。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●ICV総合優秀賞5位　●総合5位
●日本自動車工業会会長賞

Profi le チーム紹介・今までの活動

グランデルフィーノは、2006年度に京都工芸繊
維大学で「学生と教員の共同プロジェクト」とし
て採用されました。その後2007年より全日本 学
生フォーミュラ大会に参戦し、活動を行ってきました。
活動8年目となる2014年度においては、2度目
の総合優勝を目標として1年間活動を続けてきまし
た。

Team-member チームメンバー

川端 千加良（CP）
太田 稔（FA1）、射場 大輔（FA2）、
小牧 靖昌（FA3)、井渓 僚、原野 耀、
池田 延晃、平木 康裕、西田 篤史、清水 祐聡、
高田 康裕、今西 駿太郎、林 亮夫、
中辻 耕太郎、柳田 謙一、永井 優太郎、白井 哲、
井上 寛之、守田 健一、赤堀 俊輔、松山 ひかる、
徳永 和弥、宮岡 伸行、前田 雄也、稲垣 祐貴、
岸本 仁志、竹濱 馨、長谷川 滉一、三宅 貴士、
板谷 眞宏、仲川 智貴、石原 悠真、磯部 佳明、
上田 雅大、田中 真央、冨井 啓介、中田 侑甫、
野渕 頌平、南 亮丞、吉岡 広平、和田 夏未

Sponsors スポンサーリスト

ITW PP&F Japan、ウミヒラ、AVO/MoTeCJapan、
エクセディ、NTN、F.C.C.、OXISO、
キノクニエンタープライズ、木下商店、京都帝酸、
協和工業、近畿レンタカー 、KIKエンジニアリング、
サイバネットシステム、ジィーエーティー、JFEスチール、
スズキ、住友電装、大和歯車、タカタサービス、
ダッソー・システムズ、タマディック、
丹後機械工業協同組合、タンゴ技研、D.I.D、THK、
東日製作所、東レ・デュポン、日昌製作所、日信工業、
NUTEC-JAPAN、ハイレックスコーポレーション、
HILLTOP、琵琶湖スポーツランド、PHOENIX's 
POWER京都店、冨士精密、plusμ、projectμ、
松田精工、松本金属工業、ミスミ

Presentation プレゼンテーション マシン名：GDF-09

　2014年度は、「テクニカル区間最速」をマシンコンセプトとしてGDF-09を設計しました。
2013年度車両GDF-08からは大きなパッケージ変更は行わず、限られた箇所のみ変更を行いました。
また同時に、大会に向けて練習走行が重ねられるよう4月1日にシェイクダウンを行いました。
　このようにマシンの製作、改良を実行してきましたが、新規搭載パーツの製作などが遅れ、大会
直前まで車両開発が続いてしまいました。そのため新規搭載パーツの評価に時間が割けず、その結
果、デザイン審査での減点や動的審査の点数の伸び悩みに繋がったと考えています。また上記のと
おり、シェイクダウンは4月1日に遂行したものの、その後の走行では審査ごとのシミュレーショ
ンが不足しており、ドライバーの選定やマシンセットの検討が不十分なまま大会を迎えました。そ
の結果、目標達成には及びませんでした。静的審査に対しては、昨年度の流れを参考に作成を進め、
点数の獲得をめざしました。しかしながら、その中で確認漏れや準備不足といった初歩的な原因で
減点となってしまい、最終的には静的審査の総合点数も目標から離れたものとなりました。
　以上のようにGDF-09は大会において全種目完走・完遂こそしたものの、多くの課題を残すこと
となりました。これらに対する反省や悔しさをバネに、第13回大会に向けて活動を進めて参ります。

http://www.grandelfi no.net/
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6 横浜国立大学
Yokohama National University

総合優勝をめざして

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/6.html

横浜国立大学フォーミュラプロジェクト
Yokohama National univ. Formula Project

　今年度は車両のパッケージングやレイアウトに関しては昨年度のものを踏襲しパーツのグレード
アップを行ない車両としての完成度を高め優勝をめざし活動して参りました。日程面での改善を行
いマシンの早期完成、ドライバーの習熟を行ない大会に臨みました。
　大会2日目に行われる静的審査は大会当日まで資料の準備や発表の練習をしておりました。しか
し、大会前までの準備不足により上位チームと差のついた結果となってしまいました。細部までク
オリティを追求することの重要性を実感しました。
　大会3日目から動的審査が行なわれました。その3日目の朝、練習走行中にマシンがクラッシュ
してしまい足まわり部品を急きょ再製作しなければならなくなりました。修理工房の方のご協力も
あり修復することができましたがアクセラレーション、スキッドパッドに間に合わず点数を大きく
落としてしまう結果となりました。ドライバーの習熟不足、予備部品を製作することを怠ったこと
が原因なので来年度はこのようなことがないよう努めて参ります。
　しかし、その後のオートクロス、エンデュランスでは無事完走することができ、総合では8位と
いう結果となりました。今年度はトラブルに見舞われ本来の実力を発揮することができず非常に悔
しい結果となってしまいました。
　来年度チームでは今年度重視したチームマネジメントを引き継ぎつつ、総合的なチームのレベル
アップを行ない優勝に向かって活動してもらいたいと思います。
　最後になりますが、応援して頂いた皆様に厚く御礼申し上げます。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合8位

Profi le チーム紹介・今までの活動

横浜国立大学フォーミュラプロジェクト（YNFP）は、
2003年11月に有志の工学部生4名によって立
ち上げられました。チームメンバーは学部2、3年
生を中心に、文系理系や学科を問わずさまざまな
人が集まった構成になっています。目標は日本で
の総合優勝、そして海外大会への参戦です。

Team-member チームメンバー

木南 卓也（CP）
伊藤 光一郎(FA)、松澤 卓(FA)、
和田 大志(FA)、植村 智明、加納 智宏、
小市 萌子、高倉 晃平、中崎 泰平、塙 祥吾、
松山 仁志、秋山 直輝、井畑 知明、貝沼 隆志、
笠原 彬宏、木下 祥実、永渕 恭佑、植松 亮裕、
岡本 優、佐藤 駿紀、鈴木 祐太郎、中田 亜紀、
星野 亮政、堀 雅敬、本田 進、松島 敬一、
三枝 恵司、三井 玲、山本 康平、渡部 愛子

Sponsors スポンサーリスト

イグス、イブリダセル、S-GRID、エヌ・エム・ビー販売、
FC デザイン、NTN、エーモン工業、オートデスク、
日本自動車大学校、アイ・アール・エス、IDAJ、
コイワイ、イシイ精機、開明製作所、小松製作所、
キノクニエンタープライズ、キャムブレーン、
ジィーエーティー、ショウワ、シンクフォー、タシロ、
ダイナテック、電商会、東日製作所、
東邦通信システムズ、中西製作所、ネクスト、富士精密、
ブレインアンドトラスト、マキタ、ミスミグループ本社、
ミツトヨ、関東工業自動車大学校、菊地シート工業、
協和工業、呉工業、サイバネットシステム、三立化工、
三和メッキ工業、試作工房電、新星機工、
ジュニアモーターパーク クイック羽生、住友軽金属工業、
住友電装、スーパーオートバックス横浜みなとみらい、
ゼット・エフ・ジャパン、ソリッドワークス、
田畑ラヂヱーター、トルンプ、ナガセケムテックス、
ニイガタ、日清紡ケミカル、日信工業、日本精工、
日本発条、日本ドライケミカル、本田技研工業、
マグナ・インターナショナル・ジャパン、武蔵ホルト、柳瀬、
神奈川厚板、小林技研工業、樹脂リードモデル、
シンコー、メックテック、安久工機、山崎技研工業、
横浜高周波工業、テクノイル・ジャポン、
横浜国立大学生産工学科同窓会

Presentation プレゼンテーション マシン名：-

　私たち横浜国立大学フォーミュラプロジェクトは、チーム発足当初から「パワフルな4 気筒エ
ンジン」、「伝達ロスの少ないシャフトドライブ」、「軽量・低重心な10インチホイール」というパッ
ケージングで参戦していました。今年度もそのパッケージングを踏襲し、かつ総合優勝のために周
回走行で求められる性能をそれぞれ高め、バランスよく実現することが必要であると考え、設計の
コンセプトを『加速・旋回・制動性能の高レベルでの実現』としました。
　シャシーとしてはタイヤ性能を最大限発揮でき、高い操作性が得られるサスペンションを目標と
して設計を行ないました。その目標を達成しうるジオメトリーを設計し、その上で設計したジオメ
トリーを実現しうる剛性を持った部品設計を行ない、軽量化や製作性・整備性・信頼性の向上にも
取り組みました。
　パワートレインでは昨年度の大会分析より低回転でのトルクの向上を行ない低速域からトルクの
立ち上がる扱いやすいエンジン性能とすることを目標としました。また今年度エンジンをより軽量
かつコンパクトなものに変更したので信頼性の向上にも重点を当て設計を行ないました。
　さらに、新たな取り組みとしてアクセラレーションと周回1位を狙いディフューザーを搭載し、
さらなるタイム向上をめざしました。
　これらの取り組みから昨年度より進化したマシンとなりました。

http://ynfp.jp/
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7 日本自動車大学校
Nihon Automobile College

さらなる高みをめざし
～ドライバビリティー向上への挑戦～

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/7.html

フォーミュラファクトリーナッツ
Formula Factory NATS

　今大会では、初日の車検にて8ヵ所の改善指摘を受け、一発合格する事ができませんでした。車
検を取得するのに2日間を要してしまいましたが、メンバーの適切かつ迅速な対応により、確実に
再車検で通過する事ができました。
　大会2日目には残りの動的車検を通過、そして静的審査ですが、コスト審査11位、プレゼンテー
ション審査16位とどちらも昨年を上まわる成績でしたが、デザイン審査で思うようにマシンの特
徴を述べる事ができず、昨年より順位を落としてしまい、来年への課題となりました。
　大会3日目の動的審査では、アクセラレーションで6位、スキッドパッドで4位、オートクロス
で11位と、全ての審査において昨年のタイム及び順位を超え、好発進することができました。
　大会最終日はエンデュランスに向け朝から準備は万端。コースへ向かい給油を行った直後、燃料
の量を確認するサイドチューブから燃料が漏れ出しました。至急ピットに戻り修理を行いましたが、
後一歩のところで走行順に間に合わず、ペナルティーを課せられてしまい、さらに走行順は最後と
なり、進行状況によっては走行不可という窮地に立たされてしまいました。しかし、なんとか走行
することができましたが、ファイナルラップを迎え最後のスラロームを抜けた時に右フロントのハ
ブが破損してしまいギリギリでのゴール。なんとか完走を果たしました。
　今大会も全種目完走、総合で9位と入賞まであと一歩の所まで来ました。悲願の総合優勝に向け、
弱点を洗い出し、後輩達にしっかり引き継ぎをしていきたいと思います。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合9位　●日本自動車工業会会長賞

Profi le チーム紹介・今までの活動

参戦5年目となる今年は、総合優勝を目標とし、
活動してきました。先輩方の成績を超えるべく、
昨年の問題点を洗い出し改善を行い、発足当初
からの統一コンセプトである、安全に走れるマシン
をめざし、メンバー一同、妥協することなく大会に
向け活動を進めてきました。

Team-member チームメンバー

和氣 幹樹（CP）
林 英伸（FA）、矢部 光範（FA）、金井 亮忠（FA）、
下新井田 佳幸（FA）、上井 裕一（FA）、
門野 寛（FA）、山崎 雄一（FA）、大川 博規（FA）、
野中 颯、浦川 雄太郎、瀧口 真澄、永山 喬之、
柏崎 貴紀、山中 優希、中里 直樹、金子 弘樹、
佐藤 佑樹、相野谷 光、及川 真平、溝口 凌亮、
行田 雄一、木下 真一、板山 龍之介、
阿久津 友昭、油井 孝舟、河井 拓哉、
庭野 祐輔、渡邉 亮太、田中 俊也、木内 直哉、
又吉 雄也、黒川 和磨、上田 直、神山 泰輝、
坂本 雄弥、山崎 大夢、山下 優、里見 乃亜

Sponsors スポンサーリスト

本田技研工業、ティエムシー、和光ケミカル、
日産部品千葉販売、ダブリュ・エフ・エヌ、
ソフトウェアクレイドル東京支社、深井製作所、
マックメカニクスツールズ、アールエイ商会、
モリワキエンジニアリング、ウエストレーシングカーズ、
AVO/MoTeC JAPAN、キノクニエンタープライズ、
アイ・アール・エス、TAN-EI-SYA WHEEL 
SUPPLY、アール・エーシー、F.C.C.

Presentation プレゼンテーション マシン名：FFN-05

　参戦5年目となる今年は、「信頼性」と「ドライバビリティーの向上」をメインコンセプトに、チー
ムの目標を総合優勝とし、活動して参りました。
　私達の車両はF?SAE大会のみならず、サーキット走行を視野に入れた車両をめざしているため、
高剛性なフレームや低重心化による運動性能の向上を設計で考慮し、製作を進めました。
　「ドライバビリティーの向上」への具体的なアプローチとして、ドライバーの負担軽減を考慮し、
MOTECによるエンジンECU制御を使用し、シフトアップ操作と同期させた点火カットを行うパ
ドルシフトを採用し、ドライバーの意図にマッチしたシフト操作を可能にし、ドライバビリティー
の向上を実現しました。
　また、製作工程の見直し及び部品に対する材料の統一化を始め、多岐にわたりコスト改善策を進
め、昨年に比べ約300ドルものコスト削減を達成し、低コスト化に成功しました。
　さらにボディは衝突時におる衝撃吸収構造としてコクピットを保護できる強度を保ちつつ、
GFRP（ガラス繊維強化プラスチック）の一層構造にて製作し、エアロ単体で-4kgの軽量化を達成
しました。
　こうした努力により、どのような状況下でも、安心してマシンを走行させることができ、また、
ドライビングの楽しさを実感できるレーシングマシンとして、FFN-05は信頼性を証明します。

http://nats.f-sae.jp/FFN/
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8 慶應義塾大学
Keio University

第12回大会を終えて

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/8.html

Keio-Formula.Com
Keio-Formula.Com

　大会1日目の車検では、当校は1校目の車検だったことから最終確認が間に合わず、トルクのか
け忘れなどを指摘され確認の甘さを実感しました。車検時に認識違いによるトラブルがあったもの
の1日目の事前車検で通過することができました。
　2日目の静的審査においては全体的に準備不足が影響し、コスト審査ではアキュラシー、プレゼ
ンテーション審査では裏付け資料、デザイン審査では事前レポートの記述が不足し、不本意な結果
となりました。
　3日目の動的審査では、前日までにマシンセッティングや最終調整を終え、天候や気温を見つつ
走行を行いました。午前は時間によって気温の差異があまりないとの予報から早めにアクセラレー
ション、スキッドパッドをこなし、2種目2走者ずつの走行ができました。午後のオートクロスで
も早めの走行を行ったことにより第2走者も走ることができました。結果として、アクセラレーショ
ン、オートクロスはチーム内最高得点という結果を出すことができた反面、スキッドパッドの練習
不足が悔やまれました。
　4日目の走行となったエンデュランスでは雨により走行が大幅に遅れ、雨はやんだものの路面が
ウェットの状態での走行となりました。水溜りが多くある路面の中、雨走行を行ったことがなかっ
た当マシンは不慣れな中1周を追うごとにタイムを上げていきました。しかし跳ね上げた水による
電装トラブルで突然のエンスト、再始動不可能となりリタイヤとなりました。
　結果として悔いの残る35位という結果となりました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合35位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私たち慶應義塾大学は第1回大会から全日本 学
生フォーミュラ大会に参戦しています。資金面、
人数面などサークルならではの悩みを抱えつつも、
設計・製作だけでない自由度の高い活動、文系
や女子の多いメンバーなど多彩なチームになってお
ります。少数ならではの個々の能力の高さが特色
です。

Team-member チームメンバー

深町 展夢（CP）
飯田 訓正(FA)、吉田 彩花、相原 祐平、
川崎 陽祐、太田 篤、波多野 翔太、石川 智彬、
野口 大悟、石川 智啓、鈴木 貴士、北 晃弘、
倉地 星也、阿久津 貴広

Sponsors スポンサーリスト

多数の企業スポンサー様、個人スポンサー様にご支援
いただいております。誌面の都合上、全てのお名前を
掲載することができず、誠に申し訳ございません。チーム
ホームページよりご覧いただけると幸いです。
(チームHP:http://keio-formula.com/)

Presentation プレゼンテーション マシン名：KF-12

　今回のマシンKF-12では前回のマシンKF-11でのパッケージング変更を受け、パッケージング
の熟成を行うことを方針として車両設計を始めました。具体的な目標は総合成績6位入賞とし、軽
量・低重心を軸としたKeio-Formula.Comらしさを踏襲しつつ、車両性能の向上によって表彰台を
目指しました。
　具体的にはKF-11プロジェクト中に起こったトラブルからのマシン改善、またマシンの性能評
価から修正点、向上ポイントを洗い出し、設計時に生かしました。
　KF-11プロジェクトで10インチタイヤに変更し、その際コンパウンドを1種類しか検討しなかっ
たことから他の10インチタイヤのコンパウンドをタイヤデータの比較、また実際のKF-12マシン
での実装により比較したことからKFマシンに最適なタイヤコンパウンドの決定を行い、またホイー
ルの再検討も行いました。
　シェイクダウン後の実走行により初期トラブルの洗い出し、各パーツの耐久性の確認、バッテリー
の耐熱性など変更点より確認を行い、マシン信頼性を見ました。またそこから走行を重ねることに
より燃料噴射量のタイミングの調整やセッティングの熟成、シート位置の変更やステアリングを軽
くするなどのドライビングの快適さの追求を行い、マシンの完成度を上げました。

http://keio-formula.com/
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9 東京理科大学
Tokyo University of Science

第12回大会総括

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/9.html

東京理科大学機械工学研究会
TUS Formula Racing
http://www.tusfr.com/blog.html

　今年度は、チームとして設計や部品の完成などが遅れ、本来目的としていた日程で進めることが
できず、試走を充分に重ねたとは言えない状態で大会を迎え、満足のいく結果を得ることができま
せんでした。
　初日の事前車検では、いくつかの項目において指摘を受けてしまったため再車検を受けることに
なってしまいました。そのためその日のうちにすべての指摘項目に対して対策を行ない、翌日の再
車検では無事に通過することができました。
　静的審査では、それぞれにおいて審査開始寸前まで準備を行ない、1点でも多く得点できるよう
努力しました。結果として、デザインでは昨年度より順位を下げてしまいましたが、コスト、プレ
ゼンテーションにおいて順位を上げることができました。
　動的審査では、3日目に大会以前とマシンの挙動が異なるトラブルが発生してしまい、オートク
ロスを前に必死に調整を行ない走行に挑みました。しかしセッティングを決めきれず、試走会で出
せたベストタイムにはおよびませんでした。またエンデュランスにおいては、1周余分に走ってし
まうというトラブルやレインコンディションということがあり、ラップタイムが多くなってしまい
ました。しかし今年もエンデュランスを完走することができ、4年連続で全種目完走を果たしました。
　大会結果は昨年度より順位を下げ、総合15位という結果となりました。目標順位には遠くおよ
びませんでしたが、今年の反省を生かし、来年につなげていきたいと思います。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合15位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私たちのチームは、第3回大会より出場し今年度
で10回目の参加となります。第9回大会にて初
全種目完走を果たし、それ以降毎年完走し続けて
います。昨年度はチーム最高順位の総合9位を
獲得し、今期はそれを越えることを目標に活動して
きました。

Team-member チームメンバー

川合 剛史 (CP)
川口 靖夫（FA）、岡田 裕（FA）、松崎 亮介（FA）、
木村 郁仁、川辺 聖哉、塚本 悠太郎、長沢 仁史、
吉山 光佑、森山 達、青山 由夏、明智 ゆき、
金子 龍一、桐木 真由、小崎 栄里子、酒匂 翔洋、
澤田 明日香、神野 育人、高橋 真祐子、
竹中 慎太郎、前田 寛喜、楊 塵、岩埜 弘夢、
岡 魁人、川邉 崇巧、小原 忠篤、古渡 大輝、
平戸 健介、松本 華子、三橋 健、八島 渉、
李 俊一

Sponsors スポンサーリスト

本田技研工業、コンチネンタル・オートモーティブ、ZFジ
ャパン、住友電装、ケーヒン、グループ・エム、デンソー、
丸紅情報システムズ、三恵技研工業、エムエフマツモト、
リオン、昭立製作所、深井製作所、quick羽生、協和
工業、ニッパツ機工、日本プレート精工、栄鋼管、
NTN、東京R&D、日信工業、ユタカ技研、新星機工、
ソリッドワークス・ジャパン、東日製作所、冨士精密、
その他HPにて掲載

Presentation プレゼンテーション マシン名：TFR10

　私たちは今年度のチームの目標を「総合順位5位」をめざして1年間活動してきました。私たち
は、昨年度車両TFR09は多くのことに新しく挑戦をしたため、改修する部分が多くあると考えま
した。そこで、今年度車両TFR10においては、それらを克服できるよう設計・開発を行ないました。
そこで私たちは、大会結果を基に主に旋回性能・信頼性の向上に重点を置くことにしました。また、
昨年度は試走を充分に回数をこなすことができなかったため、昨年度より早期にシェイクダウンを
行なうことをめざしました。
　車両設計・製作、試走において準備不足や確認不足、その他さまざまな問題が生じて結果として
計画どおりに進めることができませんでした。しかし、学部生のみのチームとして知識不足ながら
も積極的にトラブルシューティングに取り組んできました。そういったことが私たちの強みである
と考えています。
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10 豊橋技術科学大学
Toyohashi University of Technology

過去最高! 総合4位獲得
第12回大会を終えて

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/10.html

豊橋技術科学大学 自動車研究部
TUT FORMULA

　今年は新設計箇所が多かったもののこれまでで最も早いシェイクダウンとなり、エンジンの調整
や各審査のサスセッティング決め、練習走行等に力を入れ大会に臨む事ができました。
　大会1日目の車検は時間の関係で全て合格にはならなかったものの、2日目で無事合格すること
ができました。デザイン審査では4年ぶりにデザインファイナルへの出場を決めました。プレゼン
テーション審査では昨年の販売戦略をさらに練ったものの昨年と同じ4位という結果に終わりまし
た。コスト審査では、昨年を下回る35位となったものの、コスト審査中のリアルケースでは昨年
より高い7位となりました。
　3日目のスキッドパッドでは昨年を上まわる24位を獲得できた反面、アクセラレーションでは6
位と昨年を下まわりました。オートクロスでは車両性能やドライバー技術の向上もあり7位を獲得
し、エンデュランスは5日目の走行となりました。
　4日目にはデザインファイナルが実施され、全力で臨みましたが3位となりました。また、翌日
のエンデュランスに向けて車両のセッティングを行いました。
　5日目のエンデュランスでは、両ドライバーが65秒台で走行し、目標を大きく上まわる3位を
獲得することができました。また燃費も昨年を上まわる23位となりました。
　総合得点では780.92点でICV総合4位という過去最高の成績を収め、国土交通大臣賞も獲得す
ることができました。活動を支えてくださったスポンサーの皆様、関係者の皆様のお力添えに、厚
く御礼申し上げます。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●ICV総合優秀賞4位　●総合4位　
●国土交通大臣賞　●日本自動車工業会会長賞　
●デザイン賞3位　●耐久走行賞3位

Profi le チーム紹介・今までの活動

2005年に発足した私たちTUT FORMULAは第
4回大会から参戦し、今大会で9回目の参戦とな
りました。「技術に触れ、肌で感じる」を活動理
念とし、授業では得られない知識や技術を習得し
ています。また、設計した部品の多くを部員達で
製作しており、技術の積み重ねも行っています。

Team-member チームメンバー

高橋 慶介（CP）
柳田 秀記(FA)、安井 利明(FA)、光石 暁彦
(FA)、戎野 由展、井上 尚人、白木 翔平、
山田 真理、川上 悟、荒木 悠志、西野 康平、
山田 啓輔、糸数 大己、米丸 翔太、佐野 雄二、
吉田 昂平、長池 翔馬、 友田 元貴、藤井 達也、
藤沢 侑哉、待木 諒、山本 紘太、米川 竜二、
谷 剛志、定 大己、黒澤 忠将、 泉 侃人、
井坂 俊貴、山口 達也、小林 龍平、笹山 高央、
為國 公貴、横手 裕太郎、岡野 健、
高見澤 正樹、宮崎 剛、宮地 隆弘、佐藤 建、
橘 士遠、田中 健太、山崎 恭和、菅原 祐哉

Sponsors スポンサーリスト

AXSON JAPAN、WINKS、NTN、SHORAI 
JAPAN、伊藤レーシングサービス、江沼チヱン製作所、
オーエスジー、オートスタジオ・スキル、オーファ、
蒲郡製作所、ガレージタカハシ、キノクニエンタープライズ、
共立産業、協和興材、幸田サーキッYR桐山、
サイバネットシステム、サイマコーポレーション、佐藤真空、
三協ラジエーター、サンライズ、CDS、昭和飛行機工業、
ソリッドワークスジャパン、大同ＤＭソリューション、
高木木型、玉津浦木型製作所、ツゲプラセス、デイトナ、
デンソー、トピー工業、豊栄工業、日本インシュレーション、
ネクスト、冨士精密、ヘンケルジャパン、
ポップリベット・ファスナー、本田技研工業、ミスミ、
三井金属アクト、三菱マテリアル、三菱レイヨン、
宮川工機、武蔵精密工業、大和、有楽製菓、レント、
ワークスベル、YSP豊橋南、和光ケミカル、
研究基盤センター工作機器部門（豊技大）、
情報メディア基盤センター（豊技大)、
未来ビークルシティリサーチセンター（豊技大）

Presentation プレゼンテーション マシン名：TG09

　昨年の大会で目標の総合10位を獲得した私たちはさらに上位を狙うべく、動的審査に重点を置
いた車両製作をめざしました。その中でも配点が高く、総合力が問われるエンデュランスに着目し
「エンデュランス10位以内」を目標に掲げました。
　過去の車両は旋回性能が弱かったため、開発コンセプトを「コーナー脱出速度の向上」とし、旋
回性能の向上をめざしました。また、コンセプトを達成するためのサブコンセプトを「限界旋回G
の向上」、「駆動力の向上」、「応答性の向上」としました。
　今年のカーボンモノコックは4年ぶりに新設計し、昨年に比べ高剛性・低重心となり整備性や冷
却性能も大きく向上させました。また、パッケージングの大幅な変更により旋回性能を大きく向上
させました。パワートレインではエンジンをPC40Eに変更し吸気、排気ともに設計を一新しました。
吸気では上方吸気への変更や各気筒への最大流量差の低減により充填効率を向上させました。排気
では、脈動・慣性効果を利用し中低速域での駆動力向上を狙いました。その他最終減速比を変更す
る等により、駆動力の向上を達成しました。電装では、電線の保護や高光度LEDを使用したイン
パネ等により整備性・信頼性・視認性を大幅に向上させました。また練習走行を重ね、車両性能の
向上だけでなくドライバーの技術も高め、目標の達成に取り組みました。

http://tut-f.com/
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11 東海大学Tokai University

Tokai Formula Club 初優勝をめざして
2014年度日本大会までの取り組み

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/11.html

東海フォーミュラクラブ
Tokai Formula Club

　初日の車検はボルトの長さを指摘され再車検となってしまいましたが、すぐに修正し、車検をク
リアすることができました。車検・ドライバー脱出・チルト・騒音テストをどのチームよりも早く
済ませることができました。2日目は主に静的審査に臨みました。コスト審査は昨年よりも得点は
向上したものの、結果は54位と、満足のいかない結果となりました。しかし、デザイン審査・プ
レゼンテーション審査はそれぞれ5位、6位と昨年に比べ、飛躍的に伸びる結果となりました。
　3日目はスキッドパッドから審査に臨みました。しかし、車両のセットアップが充分できておらず、
36位という悔しい結果となってしまいました。アクセラレーションの審査についても19位となり
ました。
　その後車両のセットアップをぎりぎりまで煮詰め、オートクロス審査に臨みました。タイム的
にはエンデュランスファイナルに入るレベルでしたが、パイロンタッチによるタイム加算により、
11位となりました。そして、翌々日のエンデュランスでは総合5位、燃費審査11位に入ることが
できました。
　以上の結果から、総合6位を獲得することができました。Tokai Formula Clubとしては二度目の
入賞、そして関東勢では最も高い成績を残すことができましたが、目標に及ばず、関係者の方々の
期待を裏切るものとなりました。優勝にたどりつけなかった原因を充分考察し、次代に引き継いで
いきたいと考えています。
　最後に応援して頂いたスポンサー様、大学関係者の皆様、OB、後輩、全ての方にお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●ICV総合優秀賞6位
●総合6位
●日本自動車工業会会長賞

Profi le チーム紹介・今までの活動

Tokai Formula Clubは「1からのものつくり」を
テーマに活動を行っており、設立当初から「学年
ごとにプロジェクトを結成」とする形を取っています。
この体制により、1からのものつくりを学ぶことがで
き、設計・製作、テスト走行だけでなく、チーム
の運営や金銭管理等全ての過程を経験すること
ができます。

Team-member チームメンバー

奈良 祥太朗（CP）
吉永 昌史（FA）、二木 明穂、能島 良輝、
野村 将之、中市 大揮、佐藤 京平、眞野 悟、
小島 巧、宮本 崇弘、斎藤 敏樹、木田 将寛、
岡戸 崇矩、松田 雄己、石田 直己、佐藤 智喜、
古市 レオナ

Sponsors スポンサーリスト

スペース不足につき、以下のURLよりご覧ください。
http://formula.shn.u-tokai.ac.jp/sponsors.html

Presentation プレゼンテーション マシン名：TF2014

　今大会は2012年度入学生を中心として「日本大会総合優勝」を目標に活動を行ってきました。
　当チームの日本大会での成績及び海外チームを含めた車両性能の動向を調査した結果、目標達成
のためには、新規システムを積極的に投入しながら信頼性の向上を図ることが必須であると考えま
した。そこで、車両コンセプトを「究極～斬新さと正確性の追求～」としました。車両開発面にお
いてはコーナリングのボトムスピード向上に重点を置きました。マスの集中化と低速域でのトルク
向上を狙ってV型2気筒エンジンを縦置きプロペラシャフト駆動とし、フルカーボンモノコックに
よりフレーム重量を例年の半分程度に抑え、輪荷重の増大を図るべくフルエアロデバイスを採用、
といったように今までにない新規システムを大量に盛り込んだ車両が完成しました。
　もちろん、闇雲に新規システムを投入せず、車両性能への影響と開発規模とを精査しながら、適
材適所での投入を意識しました。また、信頼性の向上については膨大なテスト走行によって確立を
しました。大会までのテスト走行距離は500kmを超え、例年に比べて2～3倍のテスト走行を行う
ことができました。
　これらの取り組みにより、「究極～斬新さと正確性の追求～」というコンセプトを達成した車両
とすることができました。

http://formula.shn.u-tokai.ac.jp/
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12山梨大学University of Yamanashi

新たな挑戦から得た
～来年度への希望～

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/12.html

山梨大学学生フォーミュラ部
University of Yamanashi Formula R&D
http://www.ccn.yamanashi.ac.jp/~f-circle/

　今年度は、新規に製作するパーツが多かったため、車両の完成が予定より遅れてしまいました。
そのため、試走する機会が不足してしまいました。今年度から導入したエアロデバイスの性能試験
や、競技の練習が不充分なまま大会に挑むこととなり、スケジュール管理の大切さを知った1年と
なりました。
　大会1日目の車検では、思いがけない指摘を数多く受け、その対処に追われました。2日目で合
格を貰うことができ、部員全員でのレギュレーションの熟読が必要だと実感しました。その後のブ
レーキ試験では、ブレーキキャリパーを大会直前で昨年度仕様に変更したため、なかなか合格を貰
うことができませんでした。ブレーキパッドの交換により3日目で合格を貰うことができました。
　動的審査では、ブレーキ試験に時間を取られてしまったため、セッティングの時間が取れず、車
両のポテンシャルを全て引き出すことができませんでした。またドライバーの練習不足も見て取れ
ました。静的審査においては、プレゼンテーションとデザイン審査を昨年度大会での指摘による反
省を生かし、過去最高順位を得ることができ、今後もさらに上位をめざそうと思います。
　4日目のエンデュランスでは、トラブルが起きたものの完走することができました。来年度に向
けての課題が多く発生した大会となりました。
　来年度はエアロデバイスの充分な解析、エアロデバイス搭載による重量増加、試走会の増加を目
標として活動して参ります。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合27位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私たちのチームは2006年4月に発足し、第5回
大会から参加を続けています。私たちは全日本 学
生フォーミュラ大会に参加することを通じてひとりひ
とりが社会における即戦力となれる人材になること
を目標として活動を行っています。

Team-member チームメンバー

中村 一樹（CP）
角田 博之（FA）、丹沢 勉（FA）、松野 力也、
内山 崇、勝又 啓太、佐々木 直渡、
蜂須賀 裕樹、井上 忠彦、藤田 宗弘、
渡邊 美優、相川 孝弘、岩淵 奨、桐生 和磨、
池田 浩輔、益山 健太郎、若林 未来、 青木 友哉、
大阿久 善仁、星 龍貴、山田 優紀、今井 有紀、
齋藤 直樹、西田 果代、三浦 怜、鷲山 智也

Sponsors スポンサーリスト

スズキ、三井金属アクト、アール産業 牧、
ウエストレーシングカーズ、EIKO、NTN、F.C.C.、
キノクニエンタープライズ、クリフ、興国インテック、
サンキン、榛葉鉄工所、ソリッドワークス・ジャパン、
ティラド、中村製作所、ビッグマシン事業部、日鉄鋼管、
日本サン石油、HILEX、フューチャーズクラフト、
富士川産業、ブリヂストン、タイヤ館山梨、ミスミ、
T.M.WORKS、MOTORism編集部、
山梨大学工学部附属ものづくり教育実践センター

Presentation プレゼンテーション マシン名：Shingen'14

　今年度車両「SHINGEN'14」は足まわり設計に加え、エアロデバイスを搭載することによって
「ダウンフォース活用によるコーナー速度向上」を設計方針とし、ダウンフォース最大化を念頭に
各パートの最適設計に挑戦しました。スケール風洞を用い、模型を製作し実験を行った結果、この
ような特徴的なカウルのデザインにたどり着きました。車両前後にウイングを取り付けるだけでは
なく、車両の下面を使ったグランドエフェクトを取り入れることでダウンフォース最大化を狙いま
した。
　足まわりではホイールベースとトレッドの拡大、またベルクランクのレバー比の見直しによって
ロールやピッチングが起きず車両の安定性を上げることができました。車両のセッティングについ
ても重要視してきた結果、審査ごとのセッティングによってタイム変化を確認することができ、部
員の理解を深めることができました。
　しかし、今年度は車両製作に遅れが生じてしまったため充分な試走が行えませんでした。マネー
ジメント力の向上は来年度の課題です。
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13 名古屋工業大学Nagoya Institute of Technology

表彰台をめざして

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/13.html

名古屋工業大学フォーミュラプロジェクト
Nagoya Institute of Technology Formula Project

　初日に技術車検を受け、いくつかの指摘は受けましたがその日のうちに修正を行い、順調にその
他の車検も合格していきました。静的審査では昨年度以上に時間をかけ、取り組んでいましたが、
思ったように成績を伸ばすことはできませんでした。その間車両は大きな問題もなく、3日目の動
的審査へと順調に進めました。
　アクセラレーション・スキッドパッドでは走行テストでの十分な走行練習を取れなかったような
状況の中、ドライバーは冷静に走行し、アクセラレーションでは単気筒エンジン勢の中でトップの
タイムで走行することが出来ました。次のオートクロス審査では、降雨の心配もありましたが、車
両の性能をドライバーが存分に発揮し、全体で2位を獲得することができました。しかし、ふたり
めのドライバー出走前にエンジンにトラブルが発生し走行することができませんでした。修正が不
可能だったため、エンジンを載せ替える大きな変更となりましたが、翌日の午前中には修正が完了
し、最終日のエンデュランスまで余裕を持って最終調整をすることができました。エンデュランス
審査ではふたりのドライバーが順調に走行を重ねましたが、最終周にエンジンの点火系のトラブル
が発生し、エンジンがストールする直前でしたが、なんとか完走することができ、2年連続のエン
デュランス完走となりました。
　最終的には5つの表彰を頂き、チーム過去最高得点を記録しましたが、惜しくも表彰台には届か
ず、総合7位となりました。昨年度よりも順位を上げることができ嬉しくはありますが、目標を達
成することができなかったことが悔しくもあります。来年度こそは表彰台を獲得できるよう、さら
に強いチームをめざします。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合7位　●日本自動車工業会会長賞　
●オートクロス賞2位　●省エネ賞2位　
●最軽量化賞（ICVクラス）2位　
●パワートレイン賞2位

Profi le チーム紹介・今までの活動

名古屋工業大学フォーミュラプロジェクトは、もの
づくりテクノセンターの教育プロジェクトとして、初
年度より学生フォーミュラ大会に参加しています

Team-member チームメンバー

澤木 勇佑（CP）
北村 憲彦(FA)、石野 洋二郎(FA)、
早川 伸哉(FA)、遠藤 晃慶、坂井 碧海、
童銅 泰良、三島 俊彦、金森 稜平、中川 律果、
永瀬 公博、中村 大、前田 真吾、松本 佳樹、
熊野 聖人、小林 祐大、佐橋 えりな、高居 京平、
田畑 まどか、富田 崇史、松山 大地、渡部 拓、
渡辺 猛史

Sponsors スポンサーリスト

アスプロス、アクセル、イシカワ、青山製作所、
出光興産、岩倉ラヂエター商会、NTN、協和精巧、
呉工業、サクラ工業、信濃機販、シングルハート、
スズキ、住友電装、積水化成品工業、大同メタル工業、
中央発條、デイトナ、THK、東日製作所、日新鋼管、
ファイベックス、日東紡績、ブレニー技研、ミスミ、ミクニ、
名東歯車、ヤマハ発動機、他47 社

Presentation プレゼンテーション マシン名：N.I.T.-12

　今年度は総合成績で表彰台を獲得することを目標に活動を行ってきました。
　車両としては年々低速コーナーが増え、ストレートの割合が減少しているエンデュランスコース
に合わせ、軽量で扱いやすく、低回転からのフラットなトルクを発揮する単気筒エンジンを、コン
パクトで整備性、製作性に優れたスチールスペースフレームに搭載し、各所軽量なパーツを低位置
に配置することで、小排気量のパワー不足を補うというコンセプトを引き継ぎました。
　特に軽量・低重心・低慣性を軸とし、車両の性能の向上をめざしました。また、昨年度大会でト
ラブルが発生し、アクセラレーション・スキッドパッド審査に参加できなかったことから、車両全
体の信頼性の向上にも取り組みました。その中でも特に昨年まではエンジンの始動がスムーズにで
きなかった部分を解決し、スムーズに審査を行えるようになった部分は大きな進化でした。
　チームとしても、常に目標である表彰台をめざし活動できるようスケジュールの管理方法を見直
すなど、さまざまな取り組みを行うなどマネジメント面にも力を入れ、完成度の高い車両、表彰台
を獲得できる強いチームづくりをめざしました。

http://www.qitc.nitech.ac.jp/formula/
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14 東京都市大学Tokyo City University

エンジニアリングへの挑戦
～キレのある走りをめざして～

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/14.html

マイテックレーシング
Mi-Tech Racing

　本年度は運営上の問題からマシン完成からシェイクダウンまでに時間を浪費し、試走会に充分に
参加することができず、ぶっつけ本番の参戦となりました。
　車検を1回で通過することはできませんでしたが、当日中にクイック車検にて車検を通過するこ
とができました。
　2日目に残りの車検と静的審査を行いました。チルトの通過に時間がかかりましたが、他は1回
で通過し、静的審査は少ないリソースの中で最善を尽くしました。
　3日目には動的審査に参加しました。スキッドパッドでは、充分な練習を行う事ができず、思う
ようなタイムを残すことができませんでした。アクセラレーションでは、まったく練習ができず、
トラブルで1回のみのアタックという悪条件下、チーム最速記録に1/100秒迫るタイムを記録し
ました。オートクロスでは、2本目のアタックで、昨年度を2秒程上まわり、導入した技術に効果
があったことを確信しました。しかし、向上したエンジンパワーと駆動伝達効率にフレームが耐え
られず、マシンに破損が発生し、ふたりめのアタックを取り止め、急きょ修理に取りかかりました。
　エンデュランスはAグループとなり、5日目に出走となりました。走行7周目の中盤、ハブナッ
トの脱落が原因となり、リタイヤとなりました。
　完走していれば、総合8位が圏内であり、非常に悔しい結果となりました。本年度得たデータと
悔しさをバネに、来年度はよりマシンの完成度を高めていく所存です。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合36位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私たちMi-Tech Racingは2002年に結成し、第
1回大会より参加しています。
本年度は学部1、2、3年生を主体とした計25
人で、活動を行っており、「新技術の導入」をテ
ーマとして、仕上げて参りました。

Team-member チームメンバー

久保田 寛明（CP）
三原 雄司（FA）、石川 晃司、金澤 拓也、
近藤 駿、下山 和樹、田川 奈保子、中島 翔太、
野村 一成、向井 沙椰、天野 翼、石井 大二郎、
伊藤 匠、小野 真語、瀬下 亜蘭、髙橋 聖司、
中田 瑛大、松永 和也、松本 幸秀、青山 浩平、
荒井 啓介、中山 智貴、原 大輔、宮崎 碧海

Sponsors スポンサーリスト

AVO/MoTeC Japan､ IDAJ､ MSC Software、
NTN、UDトラックス、石川インキ、イワモト、
エフ・シー・シー 、エーモン工業、オスコ産業、北村工業、
キノクニエンタープライズ、恭和、協和工業、
桑原インターナショナル、京葉ベンド、小原歯車工業、
小山ガレージ、サイバネットシステム、
ジュニアモーターパーク クイック羽生、スズキ、
住鉱潤滑剤、住友電装、ソケットセンター 、
ソリッドワークス・ジャパン、大明工業、帝都ゴム、
寺田製作所、東京アールアンドデー 、東日製作所、
東洋電業、日軽金アクト、日研製作所、日産自動車、
日信工業、日本軽金属、日本発条、日本ユピカ、
パイオラックス、ハイレックスコーポレーション、
平山自動車工業、深井製作所、不二製作所、
冨士精密、古河電池、ベアレーシングサービス、
本田技研工業、マイスタークラブ、丸紅情報システムズ、
ミスミ、ミノルインターナショナル、
レーシングサービスワタナベ

Presentation プレゼンテーション マシン名：M2014

　本年度車両M2014のコンセプトは「キレのある走り」です。
　シャシーとしては「回頭性の向上」と「高い旋回速度」を2本の柱としてメインコンセプトの追
究に当たりました。コーナー立ち上がり時のエンジンのトルクを確実に路面に伝える機械式LSD
の採用、コーナー進入時にタイヤを有効に活用するためのサスペンションジオメトリーの変更、サ
スペンション構造の変更など、多岐にわたる改善を行う事により走りのキレを実現しました。
　エンジンとして「絶対的トルクの向上」と「駆動伝達効率の向上」を柱として、走りに「キレ」
を追求しました。カムシャフトをより開弁時間の大きい物への換装及びインテークシステムに樹脂
成型による形状の最適化を行い、充填効率の向上を図り、また駆動部に機械式LSDを採用し、例
年問題となっていた駆動ロスを低減することにより「キレ」実現しました。
　さらに新規開発として「オイルパンカット」も実装いたしました。FSAEでは油圧系に起因する
エンジンブローが頻発していますが、私たちはこれを確実なものとするため、バッフルプレートの
作製と日本初の樹脂によるストレーナー成型を行いました。これにより信頼性を確保したまま、エ
ンジンの搭載位置を下げることができ、車両の運動性能に大きく貢献することができました。

http://mitech-racing.jpn.org/
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15宇都宮大学Utsunomiya University

第12回大会を終えて
～ものづくりにおけるリスクマネジメント～

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/15.html

宇都宮大学フォーミュラデザイナーズ
Utsunomiya University Formula Designers

　今シーズンが始まる際、セッティングやドライバー育成の点から走行回数をできるだけ増やせる
ような日程を立てました。そのためには早期にシェイクダウンをな行い、夏が来る前にトラブルを
出し切ることが必須でした。
　チーム全員が一丸となって夜遅くまで作業し当初の日程通り5月4日にシェイクダウンできたこ
と。授業の合間を縫って走行距離を稼ぎトラブルシューティングを徹底して行ったこと。発生した
トラブルを早急に改善して次の走行をできるだけ早くに行ったこと。以上の結果、8月の富士試走
会に参加した際には大きなトラブルなく走行できる車になっていました。8月をセッティングとド
ライバー育成に充分使うことができ、万全の状態で大会に挑みました。
　アクセラレーションとスキッドパッドではふたりのドライバーが健闘し、昨年度大会よりも良い
タイムを残すことができ、アクセラレーションでは4位に入りましたが、スキッドパッドでは他大
学のレベルも上がっていたため思っていた以上には順位は上がりませんでした。オートクロスでは
1stドライバーが昨年度大会と同等のタイムを残し、2ndドライバーが1分00秒707を記録するこ
とでエンデュランスAクラスでの走行を確定させました。
　他の審査で良い成績を残し期待して挑んだエンデュランスですがスタートして2周目でサイドポ
ンツーンを破損させてしまいリタイアとなりました。このリタイヤが致命的となり総合順位を大き
く落とすことになりました。
　大会では結果を残すことができませんでしたが、次に繋がるチーム作りをできたことが今シーズ
ン得たものだと思います。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合33位

Profi le チーム紹介・今までの活動

宇都宮大学フォーミュラデザイナーズは、宇都宮
大学のFormula-SAEプロジェクトとして2003年
に発足。レーシングカーの製作を通して実践的な
ものづくりの能力を養うことを目的として活動してい
ます。これまでに、アメリカ大会に1回、日本大
会には第1回から参加しています。

Team-member チームメンバー

土屋 慶太（CP）
杉山 均（FA）、加藤 直人（FA）、木田 詠司、
斎藤 貴也、伊藤 翔也、小関 慎也、上城 直也、
平山 淳、飯田 和貴、小野 悠生、渡邉 俊介、
岡部 将之、室井 佑人、千葉 潤一郎、
Fauzanil Azmy Iska、柳 直太、栗原 一樹、
山下 雄也、篠崎 龍之介、三浦 果歩

Sponsors スポンサーリスト

本田技研工業、旭化成建材、リンサン、
ウエサワ ワークス、ACM栃木、NOK、NTN、F.C.C.、
VSN、三菱ふそうトラック・バス、冨士精密、
Cyprium Japan LLC、ユタカ技研、Motozen Japan、
THK、冨士シャフト、日信工業、インフェック、
湯原製作所、協和工業、コクピット館林、
ダイゾー ニチモリ事業部、佐藤精機、TAKATA、
ANSYS、東興ラヂエーター工業所、石川インキ、
ブレニー技研、八千代工業

Presentation プレゼンテーション マシン名：UF-12

　2014年度車両UF-12の開発コンセプトを「扱いやすい高性能」とし設計・開発を進めてきまし
た。11回大会においてエンデュランスコースを区間別にタイムを計測し、上位チームと比較し特
定の区間におけるタイムアップを目標にパッケージレイアウトを行いました。パッケージングにお
いてドライバーの姿勢の考慮、オイルパンの新設計やラジエターの最適化、排気レイアウトの吟味
をな行うことで徹底した低重心化を図り、限界性能の向上を図りました。
　また、扱いやすさ＝ドライバビリティーの点においてはシャシー・パワートレインともに過渡特
性に着目し、サスペンションジオメトリーではタイヤの力学的特性を考慮した設計を行うことでタ
イヤの性能を最大限に発揮させること、ヨーの収束性を高めることを目標とし、また新たにZFダ
ンパーを採用することで減衰力の最適化を図るなど、ドライバーにとって扱いやすい性能とはどう
いったものかをしっかりと吟味し設計を行いました。
　シェイクダウン以降、さまざまな問題を解決しながら走行を重ねていき、過去最長ともいえる距
離の走行を行って大会にむけて準備をすることができ、結果として、アクセラレーション4位・オー
トクロスでは14位の好成績を残すことができ、上位校との差を縮めることができました。

http://www.cc.utsunomiya-u.ac.jp/~fsae/UUFD/index.html
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16大阪市立大学Osaka City University

第12回大会を振り返って

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/16.html

フォーミュラプロジェクト
Formula Project
http://www.osaka-cu.com/formula/

　今大会では初日に技術車検を受けることができました。3点指摘されましたが、その日のうちに
修正を行い車検を通過することができました。しかし、テンプレートの干渉によりフロントのスタ
ビライザーを取り外さなくてはいけなくなりました。また、チルト試験で後輪が接地せず通過する
ことができませんでした。
　2日目の静的審査では例年よりも細かい点が指摘され、準備不足が露呈した結果となりました。
また、チルト試験、騒音試験、ブレーキ試験を行い無事通過することができました。
　3日目はアクセラレーション、スキッドパッド、オートクロスが行われました。アクセラレーショ
ンでは12位と結果を出すことができました。スキッドパッドではスタビライザーを外した影響で
タイムが伸びず19位と言う結果に終わりました。午後に行われたオートクロスにおいてもスタビ
ライザーの影響で29位と結果を出すことができませんでした。エンデュランスはBクラスのいち
ばん目となり4日目の午前中の走行となることが予想されました。
　しかし、4日目は雨の影響で審査開始時間が3時間遅れとなり走行が午後にずれ込みました。走
行前には雨が上がり路面が急速に乾く状態でした。そこでタイヤ交換を行ったのですが、走行順に
間に合わず2分のペナルティーとなりました。走行時には路面が乾いていましたがペナルティーを
取り戻すことができず22位の結果となりました。総合成績では19位と順位を落とし、静的審査、
車検に対して準備不足の影響が出たと感じました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合19位
●日本自動車工業会会長賞

Profi le チーム紹介・今までの活動

2004年にチームを発足し、2006年の第4回大
会から出場しています。一時はチーム存続の危機
がありましたが立て直し、2010年の第8回大会よ
り51→42→24→16位と着実に順位を上げて
います。チームの規模は大きくありませんが、メン
バー全員が一丸となってものづくりの楽しさと難しさ
を学んでいます。

Team-member チームメンバー

南 智広（CP）
川合 忠雄（FA)、三橋 知明、田中 宏基、
吉川 達哉、岩井 一弘、小澤 隆児、
橋本 裕一郎、熊谷 直也、清水 大輔、
三山 恭弘

Sponsors スポンサーリスト

川崎重工、サツマ超硬精密、武蔵ホルツ、
エービーシー商会、NTN、F.C.C.、タイガー製作所、
和光ケミカル、ハヤシレーシング、重見製作所キタコ、
東日製作所、共成、ケーヒン、サンスター技研、
ジーエス・ユアサ・コーポレーション、富士精密、IDAJ、
キーパー、昭和電工、スエカゲツール、住友電装、
ソリッドワークス・ジャパン、大同工業、ダイヘン、
タンガロイ、東京測,器研究所、トヨタレンタリース大阪、
中道工作所日信工業、日東紡績、日本ビート工業、
ネリキガス、野口商会、SPEED SHOP JIRO、
大東ラ,ジエーター、キノクニエンタープライス、プロト、
アールエスタイチ、ボッシュ、山脇産業、
レノボ・ジャパンアクティブ、エクセディ、シフトアップ、
タマディック

Presentation プレゼンテーション マシン名：-

　2年連続となる全種目完遂、完走を果たし、チーム立て直しから51→42→24位→16位と順調
に順位を上げている中で今大会に臨みました。より上位に入るためには動的種目において得点を伸
ばすことが必要と考えました。4種目ある動的種目全てで得点を伸ばすために車両コンセプトを「誰
が乗っても速い車」としました。
　安定した挙動を実現するため前後重量配分の見直し、サスペンションの設計、製造方法をの変更、
フレームのサスペンション取付部の剛性向上によりジオメトリー剛性を向上させました。またペダ
ル、シフトの操作方法を一般的なマニュアル車に近づけ操作性の向上を図りました。シート、ペダ
ルにおいて各ドライバーに合わせられるように調整幅を持たせ最適なドライビングポジションを取
れるようにしました。エンジンまわりではスロットルの自作、サージタンク、エキゾーストマニホー
ルド構造変更により扱いやすい出力特性を実現しました。
　大会まで走行テストを重ねアライメント、エア圧など管理、調整し車両の持つポテンシャルを最
大限引き出せるようにし、各審査のセッティングを得ることができました。信頼性においては水温
や油圧の測定を行い、エンデュランスを全開走行が可能な車両であることが確認できました。これ
らの取り組みでポテンシャルを発揮できる車両に仕上げました。
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17 大阪産業大学Osaka Sangyo University

総合順位10位以内へ向けて

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/17.html

大阪産業大学 学生フォーミュラ参戦プロジェクト
OSUracing

　今年度、私たちは全種目完走のみに留まらず、表彰台に登ることをめざし大会に挑みました。チー
ムメンバーの思いとしましては、昨年度大会でのコスト審査不合格の無念を晴らすべく例年とは
違った特別な想いを抱きながら大会に臨みました。
　今年に入ってからは、設計・製作が思うように進まず、車両完成がシェイクダウン証明当日となり、
テスト走行が1回しか行えておらず、マシンの信頼性確認しかできずセッティングやドライバー習
熟、大会を想定した動きに時間を費やすことができませんでした。ドライバーに関しては、二回生
メンバーがひとり増え、カート練習から始まりスキッドパッドの練習を重点的に行って参りました。
　そして迎えた大会当日、当チームは1日目に指定校車検があり受ける予定でしたが車両準備が進
まず指定校車検を受けることができなかったため、2日目に技術車検を予定し1日目は車検対策に
時間を割きました。そのため、2日目では車検を一発合格で通過できました。動的審査においては、
スキッドパッド・アクセラレーション・オートクロスとトラブルなく順調に進みました。エンデュ
ランスでは、雨の影響で出走時間が遅れましたが車両チェックを行う時間ができ、走行に臨みました。
　そしてチームメンバーが見守る中、燃費が気になりましたが何とか完走を果たすことができ、メ
ンバー一同歓喜に包まれました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合26位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私達、大阪産業大学　学生フォーミュラ参戦プロ
ジェクトは今年で発足８年目を迎えます。今年度、
私達は総合順位10位以内を目標として活動して
きました。メンバーは経験の浅い3回生と2回生
で失敗ばかりでしたが頑張ってきました。

Team-member チームメンバー

友金 輝（CP）
上田 博之（FA）、丸山 太加志（FA）、
元根 義和、松本 拓也、横山 直輝、大田 薫、
古川 晃輝、堤 圭司、西田 大真、芝原 康起、
林 智義、植村 崇史、森田 正明、田村 友一、
景山 葵、磯口 謙太郎、上田 大貴、
尾浦 健太郎、小川 隆星、木寺 若苗、
木元 康太、櫻井 慎吾、深川 敬史、
宮口 真一朗、松本 渉、山田 崇弘

Sponsors スポンサーリスト

大阪産業大学、川崎重工業、RSタイチ、ウエダ、
NTN、F.C.C、クニ・ケミカル、ダウ化工、
三和メッキ工業、砂山製作所、スポーツランド生駒、
住友電装、SolidWorks、大東ラジエータ工業所、タカタ、
タニ・アイアンワークス、日信工業、マツダ、ミスミ、
メガテック、モリヤス・アイアンワークス、RAYS、
和光ケミカル、丸八、アルテクノ、ブレニー技研、
アルテアエンジニアリング、マスワークス・ジャパン、
プラスミュー

Presentation プレゼンテーション マシン名：OSUF-14R

　今年度は昨年度の問題点を分析することでコンセプトを「全ての動的種目で順位を向上させる」
と掲げました。これを実現するために今年度の車両では、軽量化とヨー慣性モーメントの低減をい
ちばんの目標に掲げて、これまで4年間踏襲してきたパッケージレイアウトを抜本的に見直しドラ
イバーをアップライトポジションよりに、フレーム全長を大幅に短縮、ステアリングギヤボックス
位置の変更などを行うことでマスの集中化を図りました。
　また、アップライト、ベルクランクを昨年度まではアルミ削り出しでしたが今年度は低コスト
化、剛性の向上のため鋼材を溶接する構造としました。新規部品については全て目標重量を設定し
CAEを活用して各部品の徹底的な軽量化を行いました。これにより運動性能を向上を図りました。
また、新規設計の吸気系と排気系はCAEを用いて充填効率が向上する形状となっており出力向上
を図りました。

http://osugformula.web.fc2.com/
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18広島大学Hiroshima University

総合順位トップ10入りへの挑戦

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/18.html

フェニックスレーシング
Phoenix Racing

　今年度は総合順位トップ10入りをめざして大会に挑みました。シェイクダウンが8月と予定か
ら大幅に遅れをとり、メンバーの退部や、大会数週間前での車両トラブルの頻発など、今年度は今
までになく大変な年となりました。ドライバーの練習やマシンのセッティングに充分な時間を確保
することができないまま大会に臨みました。
　大会では、初日からの車検となりましたが一発通過はできず、修正作業で何度も修理工房に足を
運ぶこととなりましたが初日のうちに修正を済ませ、再車検を受けました。2日目には全ての試験
をパスしました。静的審査においては、全ての審査で目標を達成することができず、資料の制作に
もっと時間をかける必要があると感じました。動的審査においても、全ての審査で目標を達成する
ことができませんでした。アクセラレーション・スキッドパッドでは練習と同程度のタイムを残す
ことができたものの、オートクロスでは充分な練習ができていなかったこともあり、エンデュラン
ス出走資格が得られるタイムに届くことができませんでした。
　目標とするトップ10入りは果たせず悔しい思いをしましたが、この悔しさをバネに今年度の反
省も踏まえて来年度プロジェクトに臨みます。最後になりますが、弊チームにご支援・ご協力して
頂きました大学、スポンサー、OBの皆様にこの場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合46位

Profi le チーム紹介・今までの活動

広島大学学生フォーミュラ『Phoenix Racing』は、
2008年10月より、車やバイク、そしてものづくり
に興味のあるメンバーが集まって活動を開始しまし
た。現在はFAの先生方3名を含め、総勢16名
にて活動を行っております。第8回大会より参戦し、
本年度参戦で4年連続での参加となりました。

Team-member チームメンバー

松田 隆太郎（CP）
西田 恵哉(FA)、濱崎 洋(FA)、森岡 常雄(FA)、
河本 和紀、玉城 史彬、宮崎 亮輔、増田 啓司、
大濱 康二、福永 浩希、松田 孝太、玉井 莞爾、
竹本 直矢、冨田 海、中村 龍太郎、米岡 拓留

Sponsors スポンサーリスト

川崎重工業、ソリッドワークス、奥平パイプ興業、
F.C.C.、レーシングサービスワタナベ、日信工業、
THK、協和工業、NTN、江沼チエン製作所、
石原ラジエーター工業所、アルテクノ、
ウエストレーシングカーズ、シーシーアイ、呉工業、
キノクニエンタープライズ、UACJ、クールナッツ、
二上工作所、津田製作所、
ニッポンレンタカー西条駅前営業所、
ファーストモールディング、テックサーフ、丸三自動車商会、
アンダーレ、アール・エー・シー、VI-grade、スクーテック

Presentation プレゼンテーション マシン名：PF-5R

　私たち『Phoenix Racing』は、今年度マシン「PF-5R」のコンセプトとして「軽量化・マスの集中」
を掲げ、加速・旋回・制動の全ての運動性能の向上を図りました。昨年度から20kgの軽量化を目
標に車両開発を行い、総合成績10位以内をめざして活動を行いました。
　シャシーに関しては、メインフレームでは必要な剛性を確保しつつ、昨年度より10kgの軽量化
を目標とし、フレームメンバーの配置や形状を見直しました。サスペンションシステムでは計算シー
トを用いたシミュレーションでジオメトリーを最適化し、車両がタイヤの限界を引き出すような設
計を行いました。
　パワートレインに関しては、吸排気設計によってエンジン出力の向上をめざしました。吸気系で
はサージタンクの容量・形状の最適化に加え、リストリクターとスロットルボディを新設計して自
作しました。排気系ではエキゾーストマニホールドの集合部までの管長を再考し、レイアウトも変
更することでマスの集中を図りました。
　これらに加えて、エアロデバイスとしてディフューザーを導入し、ダウンフォースによるトラク
ションの向上を図りました。

http://home.hiroshima-u.ac.jp/fsae/
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19立命館大学Ritsumeikan University

第12回大会を終えて

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/19.html

立命レーシング
RitsumeiRacing
http://ritsumeiracing.com/

　今年度は、早期シェイクダウン（3月末）を達成することができ、かなり多くの走行テストを行
うことができました。しかし、大会1ヶ月前にミッションブローしたため、大会に対する充分な準
備ができませんでした。
　初日から車検を受けることができました。1度目は通過することができませんでしたが、その日
のうちに再車検を行い、合格することができました。
　2日目は、朝からコスト審査、プレゼンテーション、デザイン審査の静的審査を行いつつ、チルト、
騒音、ブレーキなどを通過することができました。特にブレーキテストは、ここ数年間一度でクリ
アすることができなかったのですが、今年度は一度でクリアすることができました。
　3日目、午前にアクセラレーション、スキッドパッド、午後にオートクロスが行われました。スキッ
ドパッドは、全大学の中、トップで出走し18位を、アクセラレーションは、今年度のベストタイ
ムを出すことができ、11位を獲得することができました。オートクロスは、セッティングが決まらず、
33位とAグループに入ることはできませんでした。
　4日目、午前中は大雨のため、エンデュランスの出走が午後からとなり、私たちは15時からの
走行となりました。路面が乾きつつある状態でタイヤ選択に悩みました。ドライタイヤを選択し、
結果的にこの選択は成功でした。ひとりめのドライバーが完走し、ふたりめのドライバーに交代し
た後、エンジンの再始動ができなくなりました。結果、リタイヤとなってしまいました。
　来年度はさらなる上をめざしていきたいです。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合42位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私たちRitsumeiRacingは2003年から参戦して
おり、昨年度はジャンプアップ賞1位を獲得するこ
とができました。私たちは、「社会に貢献できる人
材の育成」を理念に活動しております。メンバー
は学部生で構成されており、学生が主体となって
チーム運営、マシンの設計、製作などを行ってお
ります。

Team-member チームメンバー

三宅 祥太（CP）
渡辺 圭子（FA）、豊田 哲也（FA）、
上芝 生裕（FA）、荒井 佳祐、藤田 真嵩、
宮脇 直斗、栄元 恭平、浅野 太志、植松 晃平、
東山 明寛、安平 幸太郎、田中 雅大、大西 徹、
阿部 拓真、赤羽 雄斗、藤井 慎也、川﨑 幹也、
中川 恭太、小澤 風馬、川上 航輝、城第 義征、
本山 啓太、丸野 元輝、山本 崇広、山本 大聖、
湊 和樹、山内 拓磨、中堂 誠、杉本 隼一、
村上 明日香、西村 莉奈、松塚 仁嵩、松島 源

Sponsors スポンサーリスト

川崎重工業、SolidWorksJapan、ダイハツ工業、
NTN、月の輪自動車教習所、新家工業、和光ケミカル、
琵琶湖スポーツランド、石原ラジエーター、
松本金属工業、サンキン、ねじの山崎、バイク工房岩城、
ザム・ジャパン、ウエストレーシングカーズ、協和工業、
ミスミ、FCデザインF.C.C.、キノクニエンタープライズ、
OZジャパン、SOB湖南、テクノオイル・ジャポン、
ケミテック、神戸製鋼所、サンエイ、タマディック

Presentation プレゼンテーション マシン名：RF-011

　RF-011は速さの追求をメインコンセプトとし、レーシングカーの基本である走行性能と操作性
の向上をめざしました。早期シェイクダウンを行い、各パーツの改良を行いました。結果、多くの
アップデートパーツを大会までに制作することができました。
　旋回性能の向上と加速性能の向上の両立をめざし各パートごとにさらに細かいコンセプトを設け、
学生フォーミュラのコースで速く走るためにはどのようなマシンがいいのかを考え、設計を行いま
した。
　昨年度は、電装系の信頼性の低さからテスト走行の時間が短く、充分なデータを取ることができ
ませんでした。そのため、今年度は配線を１から見直し、信頼性が向上しました。昨年度のフレー
ムは、ドライバーがハンドルを切ると肘が当たるという問題がありました。そのため、今年度は操
作性向上のため、ドライバースペースを広く取りました。そのため、フレーム単体の重量は増加し
ましたが、まわりのパーツを大幅に軽量化することにより、昨年度よりも軽くすることができまし
た。リヤサスペンションを昨年度のプルロッド式からプッシュロッド式に変更するなど、車両全体
のマスの集中化を行いました。吸排気系は大幅な構造変更を行い、低回転から高回転まで使え、乗
りやすい出力特性にしました。
　来年度は、エアロダイナミクスを取り入れ、コーナリングマシンをめざします。
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20東京農工大学Tokyo University Agriculture and technology

第12回大会を終えて

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/20.html

TUAT Formula
TUAT Formula
http://www.tuat.ac.jp/~fsae/TUAT_Formula/TOP.html

　今年度は「総合順位15位」という目標を掲げ、活動してきました。前年度から2ヶ月早い、4月
下旬にシェイクダウンができたことで、各地で行われた走行会に参加し、調整を重ねることができ
ました。しかし、電装トラブルが最後まで絶えないなど、不安を残しつつ大会を迎えました。
　大会については、車検では数カ所の修正があったものの、弊チーム初となる大会初日での車検通
過を達成しました。
　静的審査については、プレゼンテーション審査は6位、コスト審査は提出日遅れのペナルティが
あったものの8位、デザイン審査では28位と、前年度をほぼ上まわる結果を残すことができました。
　動的審査については、アクセラレーションが22位、スキッドパッドが23位、オートクロスが
34位といった結果を残すことができました。しかし、エンデュランスでは走行中に車両から水蒸
気が上がってしまいました。そして、ドライバひとりめの9周目で、オレンジボールを出されてし
まい、冷却水の液漏れということでリタイアという結果となりました。原因はラジエターのファン
が逆回転していたことと分かり、確認の大切さを痛感させられました。総合順位は30位となりま
したが、エンデュランスまでの順位は12位と、歴代最高の順位も見えていただけに、非常に悔し
い結果となりました。来年度は再び全種目完走を達成するとともに、より高い順位をめざして全力
を尽くしたいと思います。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合30位

Profi le チーム紹介・今までの活動

TUAT Formulaは2003年に創設され、2008
年にはチーム史上最高位の16位を獲得しており
ます。その後は人員不足での不出場など低迷が
続いておりましたが、2013年度大会は全種目完
遂・完走を果たしまして総合20位を獲得しました。
しかし、2014年度はエンデュランス未完走により
総合30位となってしまいました。

Team-member チームメンバー

板倉 周平 (CP)
鎌田 崇義（FA）、佐藤 孝論、王 しん朋、
名取 拓見、渡部 直弘、武藤 達也、齋藤 佳、
荻野 誠、北川 廉、白山 祐太、丸山 永容、
飯田 一、神山 彩夏、粂 裕亮、小山 陸、
澤間 祐人、橋本 一歩、三好 淳之介、
雪下 侑真、渡辺 愛菜、
Zur Izzati Binti Zainalkefl i

Sponsors スポンサーリスト

アールエスコンポーネンツ、アオキ自動車、NOK、
NTN、F.C.C.、FCデザイン、オスコ産業、
上島熱処理工業所、協和工業、
ウエストレーシングカーズ、京葉ベンド、近藤化学、
シティカート、シンクフォー、住友電装、
ソリッドワークス・ジャパン、ティラド、
中井インターサーキット、新高ギヤー、日信工業、
日栄学園日本自動車大学校、ニチリン、
ニッポンレンタカーサービス、Pronto 配線コム、
深井製作所、本田技研工業、ユタカ技研、レイズ、
和光ケミカル、東京農工大学 機友会、
東京農工大学 機械システム工学専攻

Presentation プレゼンテーション マシン名：NK10

　2013年度の大会で悲願の全種目完走を果たしたNK09でありましたが、道のりは決して平坦な
ものではなく幾度となくトラブルに悩まされておりました。そこで、2014年度大会出場車両であ
るNK10のマシンコンセプトは「信頼性と製作性の向上」を掲げました。信頼性向上とは走行を重
ねてもトラブルが出ない車両をめざすことです。部品の強度や取り付け方法の見直し、ガタの低減
等を行いました。
　また弊チームは自分達で製作可能な部品は極力自分たちで製作するようにしているため、「CAD
に忠実に作るにはどうすればよいか」また「もっと簡単な製作方法はないか」を考えることで複雑
な加工がなくなり、部品の製作時間を削減しCADに忠実な部品を製作することができました。
　これにより車両のシェイクダウンをチーム史上最速である4月中旬に行うことができました。ま
た車両が早期に完成したことで、大会までに多くの走行を行い、車両のトラブルを洗い出すことが
できました。その結果、昨年度見られたサスペンションアームの強度不足や走行時のカウルのガタ
等は見られず、車両も大会までに数多くの周回数をこなし信頼性の向上はシャシー面に関しては達
成できたと考えております。
　しかし、燃料タンクの設計ミスや電装トラブルが発生してましたので、来年度はさらに信頼性の
ある車両を設計・製作していきたいと考えております。
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21上智大学Sophia University

苦しみ、もがいて、誓った“再起”

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/21.html

ソフィアレーシング
Sophia Racing
http://www.sophia-racing.com /   Facebook :  https://www.facebook.com/SophiaRacing

　今シーズンは、その幕開けから、まさに「蟻地獄」の言葉がぴったりな1年間でした。経験のな
いメンバーがうまくチームを率いてゆけず、先輩方からのアドバイスも経験が無い故にうまく実行
できませんでした。さらにそれを推進力に変えられない未熟なメンバーの、雑な作業によって作ら
れてゆく車両製作精度の悪さが目立つようになり、その雑な作業によって壊れるパーツが増え、修
理を繰り返す…目の前の山積した課題に取り組むことに必死になっていたが故に、何とも非生産的
なプロセスを踏んでいることに気付けませんでした。
　充分にテスト走行を重ね、昨年度の課題であった信頼性を確保できないまま、大会本番を迎えま
した。前々の不安とは打って変わって、その幸先である技術審査は軒並みスケジュール通りに進み、
良いスタートを切ることができました。が、その次の静的審査で難儀が待ち構えていました。特に
デザイン審査では車両運動その他全てにおいて使用している技術・原理の理論理解のための努力が
足りなかった故に点が伸び悩みました。
　チームとしてマイナスの雰囲気を払拭する意識を持って臨んだ3日目からの動的審査、その想い
とは裏腹に、スキッドパッドでは車体一部の地面接触があり、エースドライバーのタイムが無効と
なってしまいました。彼にとって今年度が最後の大会だっただけに、タイムを残せるマシンで送り
出せなかったことを、メンバー一同一生忘れることができません。アクセラレーションもぶっつけ
本番でした。そして今大会いちばんの悲劇が、次のオートクロスで起きてしまいました。1stドラ
イバー走行中に排気管が千切れ、2ndドライバー出走までにカタチにはしたものの、根本の解決に
はならず、いつもとは勝手の違うマシンで落ち着きのなかったドライバーがミスを犯し、散々の結
果となりました。そのタイムと天候によるディレイによって、翌日のエンデュランスは走行する権
利さえ与えられませんでした。
　「なぜこうなってしまったのか」チーム全員が事の重大さを文字どおり自覚し、その目的やモチ
ベーションを絶やさず努力し続けない限りは、Sophia Racingの復活はありません。「再起」、これ
が来年に向けたチームのスタンスになるでしょう。最後になりますが、ご支援、ご声援いただきま
したスポンサーの皆様をはじめ、大学関係者また大会の関係者の皆様に、この場をお借り致しまし
て御礼申し上げます。ありがとうございました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合45位

Profi le チーム紹介・今までの活動

上智大学Sophia Racingは、日本大会が始まる
より前、2000年より合同チームとして海外大会
に参戦し、2002年より独立チームとして活動を開
始しました。翌年から始まった日本大会には毎年
参戦するとともに、日本の学生の実力が世界へ通
用することを証明する意思のもと、アメリカ大会、
イギリス大会、オーストラリア大会と多くの海外大
会にも積極的に参戦し、幅広い知識と経験を得る
ことでさらなる向上をめざしており、“Prove to the 
world～真価の証明”をコンセプトに活動をしてい
ます。

Team-member チームメンバー

相島 雄太 (CP)
鈴木 隆（FA）、新井 勇亮、福原 吉樹、
稲吉 太郎、石川 佳紀、藤田 雄二郎、楊 昌龍、
段 超然、王 吉鵬、木股 尚也、武井 千紘、
渡邊 健、嶋田 美紗子、土志田 璃央、
伊藤 海咲、岡本 航希、川口 将人、公塚 現、
新田 悠登、渡辺 菜子、大津 悠作、
佐々井 宏典、田中 郁朗、鴇田 一樹、市川 駿、
齋藤 怜央、高村 直樹、永山 雅、福田 元樹、
松井 萌、村田 悠司

Sponsors スポンサーリスト

ヤマハ発動機、カザフ、バンテック、田口型範、
PTCジャパン、UDトラックス、興津螺旋、平垣製作所、
青島歯車製作所、岩倉溶接工業所、ファロージャパン、
樹脂リードモデル、アンシス・ジャパン、ジーエーティー、
NTN、和光ケミカル、エーシーエム、日本ヴイアイグレイド、
田中工業、不二WPC、ベステックス、
計算力学研究センター、水戸工業、
アールケー・ジャパン、ミヤコ自動車工業、
エムエスシーソフトウェア、ニチリン、F.C.C.、
AVO／MoTeC Japan、ダウ化工、
サイバネットシステムズ、The MathWorks, Inc.、ミスミ、
茂原ツインサーキット、マグナインターナショナルジャパン、
アイ；ゴウ、クイック羽生、第一オンキョー、
レーシングサービスワタナベ、サイアン、童夢、
小倉クラッチ、アヴァシス、アシックス、
武蔵境自動車教習所、スポーツゲイン、シティカート、
富士精密、東京流研、丸紅情報システムズ、
深井製作所、SHCコンサルティング、IDAJ、
ENGINE LAB、アルテアエンジニアリング、
コンカレント日本、アールエスコンポーネンツ、日本精機、
近藤科学、オクギ製作所、東京炭素工業、
マテリアライズジャパン、三洋化成工業、エイチ・エー・
ティー、IHI、光洋精機、イグス、TeXtreme、デル、オ
クノグローバルテック、SMC、タカタ

Presentation プレゼンテーション マシン名：SR13

　「学生フォーミュラ大会で多くのポイントを獲得できる車両」こそ「設計に優れ高い競争力を有
し、それに見合うコストとマーケットが用意される車両」。昨年度行った、大会参加大学の過去デー
タをもとに、各イベントでのラップタイム及びコストに対するポイント変動を算出するポイントシ
ミュレーションを車両製作のベースとし、昨年度の「ボトムスピード向上とトップスピード維持に
よる平均速度の向上」の車両コンセプトをさらに進化させる車両製作を行いました。具体的には、
パワートレイン分野においては昨年度課題となった出力及びトルク不足の補助、かつ海外大会出場
を視野に入れた単気筒エンジン+ターボチャージャーのパワーユニットの開発、ドライバビリティ
向上のためのエアシフタ開発を行い、エアロダイナミクスでは、3D形状ウイングの設計・製作及
び軽量化のための翼内部構造の中空化に挑みました。
　大幅な出力及びトルク向上が見込まれたターボチャージャーですが、ベンチテスト段階でトラブ
ルが多発し、車両搭載には至りませんでした。20％程のDF値向上が見込まれた新型エアロも、製
作精度の悪さが目立ち、補強を多数入れなければならず、狙っていたよりもずっと重いものができ
てしまいました。大会には昨年のリヤウイングを搭載せざるを得なくなるなど、大幅に悔いの残る
車両製作結果となりました。
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22工学院大学Kogakuin University

成功と失敗と、不完全燃焼
目指すは、【完走】

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/22.html

工学院レーシングチーム
Kogakuin Racing Team

　14年度は日程が順調ではなく、シェイクダウンが7月上旬にまでもつれ込んでしまいました。
また走行不足とならぬよう、夏は多くの試走会に参加しプライベート試走も企画しましたが、8月
中旬にエンジンブローさせて大急ぎで修理に明け暮れるなど、決して順風満帆な1年とは言えな
かったと思います。それでもメンバーたちが高いモチベーションをもっていたからこそ、「やれる
ことはやった」と自信をもって大会に持ち込める車両になったと考えています。
　FSAEの趣旨を鑑みれば最重要ともいえるデザイン審査では昨年度より22点アップすることに
成功し、他の静的審査でもわずかながら得点を向上できました。
　ところが車両整備中にフロントウイングのステーを誤って修正不可能なまでに破壊してしまい、
動的審査をウイング非搭載で出走することとなりました。非常に悔しい思いをし、かつ若いメンバー
らにとっての良い教訓を得ました。
　13年度改善できたアクセラレーションでは、それよりさらに0.1sec縮めることができ、スキッ
ドパッドもわずかながらタイム短縮に成功しました。オートクロスはあまりうまくいかなかったも
のの、エンデュランスに無事出走が決まりました。
　ところが、エンデュランスセカンドドライバー走行中に他チームの車両が出火、コースクローズ
となり、工学院大学は残り10周を残したまま完走扱いとなり、なんとも言えない終わりかたを迎え、
痛烈なショックを受けました。
　来年度はよりコーナリング性能を煮詰め、今度こそ完全燃焼できる大会にしていくつもりです。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合21位　●日本自動車工業会会長賞

Profi le チーム紹介・今までの活動

発足から10周年を迎えたKogakuin Racing 
Team : KRTは今年度、主要メンバーの脱落など
決して平坦ではない道を歩んできました。それでも
何とかここまでやってこられたのは、少しでも速いマ
シンを作ろうと一生懸命頭を働かせるメンバーの気
概があってのものだと実感しています。

Team-member チームメンバー

半坂 剛志（CP）
野崎 博路(FA)、雑賀 高(FA)、山本 崇史(FA)、
見崎 大悟(FA)
川林 直輝、木津川 駿也、金原 馨、竹内 啓、
新沼 大悟、沖田 誠司、楠本 裕之、高木 智規、
遠山 良太、土器 雄一、中島 亮平、南雲 活広、
野崎 功旺、森 健太、安藤 史剛、上原 千於里、
内山 洋人、大倉 明拡、大野 秋音、奥山 智貴、
押野 優汰、金野 竜也、小池 理紗子、
小堀 哲夫、坂本 悠馬、辻 智駿、西濱 悠、
橋本 大地、早川 雄大、眞柄 郁哉、間野 輝、
三宅 結美、宮崎 大宗、八島 裕士、山浦 良健、
山田 祐晃、山本 優、行本 千速、吉村 慎太郎

Sponsors スポンサーリスト

本田技研工業、NTN、ミスミ、スリーピークス技研、
五十嵐プライヤー、兼古製作所、古寺製作所、
松井精密工業、マルト長谷川工作所、須佐製作所、
トップ工業、呉工業、東京ハンマーキャスター、
象印チエンブロック、VSN、ダウ化工、タカタサービス、
深井製作所、ソーシオ、カナエ、ピスコ販売、
ジーエイチクラフト、鍋屋バイテック、神戸製鋼所、
特殊技研、共和電業、ハイレックスコーポレーション、
東北ゴム、石川工業、ステンレス商事、
ミノルインターナショナル、ニコル・レーシング・ジャパン、
スクーテックジャパン、三協ラジエーター、冨士精密、
F.C.C.、江沼チエン製作所、日信工業、THK、
スポーツランドやまなし

Presentation プレゼンテーション マシン名：KRT14

　13年度のマシンコンセプトを総合性能の向上と掲げ、加速性能が大幅に向上したものの旋回性
能が上位校に今一歩及ばなかったため、14年度は「コーナリング性能の向上」をマシンコンセプ
トとして車両開発を行ってきました。パワートレインがコーナリング脱出時のエンジン回転数に合
わせられるような吸排気管を開発する一方で、シャシーはねじり剛性の向上とダウンフォース向上
を目指しました。足まわりが、メンバーらの引継ぎがうまくいかず知識不足のままジオメトリーを
設計してしまったキライがありましたが、開発を続けていくうちにノウハウを高めていき、大会直
前には一端の足を持った車両となりました。ドライバーの乗車姿勢も今までより寝かせて低重心化
を図っています。結果的にドライバビリティーを以前より損なったマシンレイアウトと相成りまし
たが、高いポテンシャルを持ったマシンだったのではないかと思います。
　今までエンジンの出力を一度も測ったことがありませんでしたが、今年は何度もシャシーダイナ
モによる計測の機会を設け、燃調などのセッティングをより効率的に行えたと振り返っています。

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwa1032/index.html
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23 トヨタ名古屋自動車大学校
Toyota Technical College Nagoya

７年目の挑戦、完走ならず

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/23.html

TTCN-F
TTCN-F

　今年度は、全審査完走と最高順位の更新を目標として活動を開始しました。昨年度は、それまで
の成績よりも大幅に向上し、過去最高順位の23位を獲得しました。そのさらに上をめざすという
ことは大きなプレッシャーでしたが、先輩方からたくさんのアドバイスを頂けたことで、昨年度の
反省点を生かし、コンセプトでもある「熟成」がなされた車両となりました。
　しかし、車両完成が遅かったため、大会前から大会中までトラブルが絶えませんでした。大会2
日目には原因不明のエンジンブローを起こしてしまった参戦車両をホテルへ持ち帰り、用意してい
た予備エンジンへの載せ替えも行いました。また、ドライバー育成やマシンセッティングの時間が
うまく確保できなかったことが影響してスキッドパッドやオートクロスのタイムが思うように伸び
ず、エンデュランスの出走順がCグループの終盤となり、4日目の大雨に押されて出走できないと
いう、いちばん不本意な結果となりました。
　多くのスポンサー様や先生方に支えられ、1年間かけて作り上げた車両が、審査を走り切れずに
大会を終えてしまったことは、非常に無念で、やりきれない想いでいっぱいです。この悔しさを味
わわせないために、今後は全力で後輩の手助けをしたいと思います。
　最後になりましたが、温かいご支援を賜りましたスポンサーの皆様、ご指導くださいました大会
関係者の皆様、また最も近くで応援をしてくださった学校関係者の方々へ、深く感謝を申し上げま
す。本当にありがとうございました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合47位　●スポーツマンシップ賞

Profi le チーム紹介・今までの活動

　第6回大会より参戦を重ねる幣チームは、昨年
度は過去最高順位の23位を獲得しました。その
昨年度の経験を生かして採用した前後アンユナイ
ト式サスを基軸に扱いやすいマシンづくりに励んで
参りましたが、今年は惜しくも完走はなりませんでし
た。この悔しさをバネにさらに成長して参ります。

Team-member チームメンバー

伊藤 泰良（CP）
早川 哲也(FA)、石田 吉啓、石本 悠祐、
今枝 一樹、上野 聡介、宇都宮 政幸、宇留生 拓、
小保方 洸樹、川瀬 拳、川端 元裕、川村 卓矢、
喜多村 俊輔、阪本 実、佐藤 翼、新越 啓太、
陣内 優也、竹田 翔伍、多林 弘平、鳥野 陽介、
堀 僚太、水島 徹、宮永 樹、吉田 浩明、
吉村 大輝

Sponsors スポンサーリスト

愛知、イワタフクソー、ウエストレーシングカーズ、
NTN、F.C.C.、共勇、共和工業、日本グッドイヤー、
ソリッドワークス・ジャパン、大仙産業、ダウ化工、
タクティー、ダッド、トヨタカローラ愛知、豊田合成、
日信工業、深井製作所、関谷醸造、ヤマハ発動機、
和光ケミカル、RSワタナべ

Presentation プレゼンテーション マシン名：TTCN-F14

　今年度の車両開発では、「誰にでも乗ることができるマシン」がコンセプトであった昨年度車両
からの正統進化に主眼を置き、メインコンセプトを「熟成」としました。また、そのための具体的
な方針として“操舵性”と“軽量化”の2点をサブコンセプトとして定義しました。
　チーム結成以来の伝統となっているトーションバースプリングを最大限に生かすべく、昨年度か
ら採用しているアンユナイトシステムを、フロントのみの採用からフロント及びリヤの両方に拡大
しているのが最大の特徴です。これにより、サスペンションのピッチ剛性をロール剛性に対して高
く設定することが可能になり、減速時の姿勢変化の抑制や後輪制動力の確保に加えて、セッティン
グ幅の拡大など多岐にわたるメリットが見込め、さまざまなドライバーへの対応と操舵性の向上に
貢献しています。また、フレームは昨年度比で軽量化を実現しながらも最小安全率を向上し、軽量
化と剛性を両立しました。パワートレーンでは吸気系の材質や寸法を見直すとともに、冷却系のレ
イアウトを大幅に変更したことにより、軽量化にも貢献しています。カウルに関しても成形方法か
ら見直しを行い、軽量化と作業性及び美観の向上に成功しました。
　これらを始めとした種々の取り組みにより、過去最高の完成度となったマシン“TTCN-F14”で
大会に臨みました。

http://ttcnf.webcrow.jp
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24ものつくり大学Institute of Technologists

第12回大会を終えて・・・
悔しさの残る結果

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/24.html

モノレーシング
MONO Racing

　大会初日は事前車検がありました。順調に通過できると思いましたが、一点指摘されたところが
ありました。車検を2日目までに延ばすと静的、動的審査のスケジュールに影響するので、早急に
修正し、その日の夕方にクイック車検で通過させました。
　2日目は、静的審査を順調に進めながら、空いた時間に車検で残っていたチルト、重量、騒音に合格。
ブレーキテストの時、吸気系にトラブルが発生したものの、なんとか通過させることができました。
　いよいよ3日目の動的審査。2日目に発生した吸気トラブルは、解消されていませんでしたが、
動的審査のタイムを残すため、不調のままアクセラレーション、スキッドパッド、オートクロスを
走行しました。記録は残すことができましたが、納得のいかない結果でした。
　いよいよ4日目。3日目のオートクロスの結果によりエンデュランスの走行順は、Cグループの
最後の方でしたが、ギリギリ走行できるのではないかと考えていました。しかし、朝から激しい雷
雨が続き、エンデュランスが始まる時間が約2時間遅れました。時間切れによる審査終了が心配さ
れましたが、私たちは諦めずプラクティスで走り込み、マシンの調子を万全にしていました。結局、
朝の天候が災いし、走行打ち切りとなってしまい、今年は不完全燃焼な形で、大会を終えました。
　来年は、この悔しさをバネにして、完走はもちろん、上位をめざしてチーム一丸となって頑張っ
ていきたいです。最後に、支援して頂いたスポンサーの皆様や大学関係者の皆様、OBの皆様に心
から感謝申し上げます。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合55位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私達MONO Racingの特徴は、車両部品の「内
製率」が高いということです。9割以上の部品が
内製品であり、大学の汎用・NC加工機を使用し
て製作を行っています。加工について外注した部
品はひとつもないところは“ものつくり”を冠する大
学の学生として誇らしい部分であると自負していま
す。

Team-member チームメンバー

大吉 暁彦（CP）
原 薫（FA）、三井 実（FA）、荒井 俊紀、
村松 英知、杉浦 拓也、松本 正、浦野 祥吾、
髙木 謙悟、根本 怜、長谷川 直樹、宮島 大弥、
葛西 大悟、金子 春貴、鎌田 瑠梨、佐藤 好倫、
齋藤 武志、西村 智明、島本 遥平、和田 優紀、
山林 拓馬、山田 大、猪野 和也、岩名 佑人、
橋本 拓也

Sponsors スポンサーリスト

アルテアエンジニアリング、NTN、江原酸素、F.C.C.、
岡田モータース、Quick羽生、SACLAM、スタジオ37、
住友電装、ソリッドワークス・ジャパン、タイヤセレクト吹上、
トヨタレンタリース埼玉、バイクスタッフARIE、
本田技研工業、民宿いまい、ミスミ

Presentation プレゼンテーション マシン名：MF-009

　今年度のマシンMF-009は、よりドライバーにマシンを動かす楽しさを知っていただくことを目
標に、「旋回性能の向上」、「ドライバビリティ」、「信頼のある安全性」をコンセプトに掲げ、マシ
ンの設計を行った。よりドライバーに楽しさを感じていただくために、コンパクト低重心に設計し
たパワートレインを核とし、エンジンなどを重心まわりに集中させる車両レイアウトにこだわった
設計を進めた。
　また、ドライバーの身長に合わせてペダルユニットを前後に移動可能なため、自分が運転しやす
い状態に合わせることが可能となっている。ドライバビリティーの向上としてスロットルボディの
改良やステアリングの設計の見直しなどを行い、ドライバーが思い描く軌道を走るマシンをめざし
て試行錯誤を重ねた。
　最後に、ドライバーが安心してレースに集中できるマシンとして、インパクトアッテネーターの
改良を行うと共に、足まわりの強度の見直しなどを念入りに行った。

http://www.iot.ac.jp/manu/project/mono_racing/
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25茨城大学Ibaraki University

昨年のリベンジ
そしてさらなる高みへ

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/25.html

イバラキ ユニバーシティ レーシング
Ibaraki University Racing
http://www.iur-family.com/

　1日目の車検では修正箇所が2点ありましたが、簡易な修正で済んだのですぐに修正を行いました。
しかし、事前車検の開始時間の都合上、全ての車検審査を受けることができず初日はこのまま終了
しました。
　2日目は前日に残した車検審査を受け、すんなりとはいきませんでしたが全てに合格することが
できました。静的審査では、大会前の準備にあまり時間をかけることができず順位を落とす結果
となってしまいました。しかしプレゼンテーション審査におきましては3位を獲得することができ、
表彰台に上がることができました。
　3日目の動的審査では、アクセラレーション審査におきまして創部以来初の1位を獲得すること
ができました。また、オートクロス審査では6位を頂くことができましたので、昨年度に引き続き
ファイナルに残ることができました。
　4日目は、プラクティスや整備を中心に行い5日目のエンデュランス審査に臨みました。エンデュ
ランス審査では、オーバーフロー等の熱問題に不安を抱えつつも、大きな問題もなく無事に完走す
ることができました。昨年度が途中リタイヤでしたので、部員全員大変喜びました。
　しかし、結果としては総合優勝には届きませんでした。全種目完走は達成したものの、動的審査
では昨年度のタイムにはおよばす、静的審査でも順位を落としております。課題を克服し、来年度
は総合優勝できるようチームづくりに励んで参ります。
　スポンサーの皆様、関係者の皆様、OB・OGの皆様、1年間誠にありがとうございました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合12位
●日本自動車工業会会長賞
●プレゼンテーション賞3位
●加速性能賞1位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私たちIbaraki University Racing は2004年に
発足し、今年で10年目を迎えるチームです。昨
年度はエンデュランス審査において途中リタイヤと
いう結果に終わってしまいましたが、今年度大会は
完走することができました。来年は総合優勝をめざ
して努力して参ります。

Team-member チームメンバー

山崎 達也（CP）
西野 創一郎（FA）、田村 勇平、北川 悠乃、
北島 大己、堀田 哲哉、初見 貴、永井 洋輔、
渡邉 彰俊、森谷 紘瑛、増谷 友、江口 勇仁、
柴田 直人、前田 祥宏、江波戸 達哉、菊池 拓、
今野 将彦、村田 和輝、小田中 竜士、
田中 碩人、坪井 延晃、石川 諒、杉山 航、
長沢 恵、小林 三織

Sponsors スポンサーリスト

スズキ、ソリッドワークスジャパン、深井製作所、東プレ、
村田工業所、住鉱潤滑剤、南高野医院、エフテック、
茨城トヨタ、太洋工業、浅野、今橋製作所、
照栄製作所、NUTEC Japan、丸紅情報システムズ、
愛和精密製作所、堀田電機製作所、相鐵、富士精密、
大川精螺工業、ウィット、水戸精工、エムテック、
UACJ、ACS、トヨウラ、IDAJ、大洗サーキット、テック

Presentation プレゼンテーション マシン名：IUTY10

　IUTY10は「コーナリング性能の追求～ドライバーの意のままに～」というコンセプトのもと、
車両の製作を行いました。コーナリングには車の基本性能である「走る、曲がる、止まる」が全て
含まれており、総合性能の高いマシンを製作するにはコーナリング性能を追求することが不可欠と
考えています。また、副題のもと「とにかく乗りやすいマシン」を目標に設計をしました。
　今年度の新しい取り組みとして、左右対称レイアウトをめざしました。左右の重量差を無くすこ
とで、ドライバビリティの向上、さらに重量物を左右に等しく配置し車両重心を下げることが狙
いです。結果として左右の輪荷重差を1kgに抑える事ができ、重心を8mm下げる事ができました。
しかし、車両重量の増加や、エキゾーストとラジエター部品の干渉など、多くの問題があり、まだ
まだ改善の余地があります。
　また、既存の部品全てを見直し、高剛性、軽量化の余地を吟味し、それぞれ細かいアップデート
を行い、昨年度より確実に進化したマシンに仕上がっています。
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26北海道大学Hokkaido University

第12回大会を終えて

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/26.html

北海道大学フォーミュラチーム
Formula-SAE HOKKAIDO Team
http://fht-hokudai.com/contents/main.htm

　私たちはこの1年間、総合優勝を目標にマシンの設計・製作やドライバートレーニング、チーム
マネジメントに励んで参りましたが、大会結果は総合38位と、目標には遠くおよばない結果となっ
てしまいました。
　この大きな原因は、悪天候のために大会のメイン審査であるエンデュランスを走行する機会が得
られず、大きく点数を落としてしまったためです。このようになってしまったことは、テスト走行
不足であったり、大会中のプラクティス走行が行えなかったといった、チームマネジメントがうま
くできなったことがいちばんの原因と考えます。
　今年度は・日程管理の改善・引き継ぎ体制の強化・役割分担の明確化を大きな目標として活動し
てきました。シェイクダウンは歴代で最も早い3月に、また新入部員は10人とある程度達成でき
た点はありますが、テスト走行回数を増やすことや設計者の負担軽減など達成できず次年度への課
題となった点も多くありました。
　次年度は新入部員が中心となりますが、今年度の反省を踏まえ、まずは優勝できる土台作りから
頑張ります。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合38位

Profi le チーム紹介・今までの活動

北海道大学フォーミュラチームは2006年に発足し、
第5回大会から参戦し、今年度で8回目の参加と
なります。構成しているメンバーは17名、日本大
会で総合優勝を最終目標とし、学生主体となって
活動を行っています。

Team-member チームメンバー

近藤 光彦（CP）
近久 武美（FA）、小川 英之（FA）、柴田 元（FA）、
田部 豊（FA）、國 拓也、渡邉 翔太、小林 晋、
宮下 修一、黒田 啓介、西岡 文弥、
久々津 諒平、貝沼 拓哉、長田 大輝、齋藤 誠司、
木下 竜馬、横山 修平、今 佑宇真、
佐々木 久慶、安田 真輝、近藤 俊朗

Sponsors スポンサーリスト

IDAJ、本田技研工業、ホクアイ・ベッツ、榛葉鉄工所、
NTN、ゲイナー、ソリッドワークスジャパン、ISS北海道、
荒川ラジエーター、ミネベア、トヨタレンタリース札幌、
BUG森精機、ソーダファクトリー、ゼット・エフ・ジャパン、
十勝スピードウェイ、北海道大学工学部機械知能工学科、
工学系ワークショップ、北工会、FHT OB会　他37社

Presentation プレゼンテーション マシン名：FH-08

　今年度車両の設計コンセプトは「低中速コーナリングスピードの向上」としました。これは動的
審査における周回コースのコーナー支配率の高さに注目した結果、各コーナーにおける平均車速を
上げ、全体のラップタイム短縮を図るものです。
　シャシーコンセプトは「コーナリングスピードの向上」と設定しました。これを達成するために
シャシーの設計では、
1. 旋回時のコンプライアンス設計
2. 解析結果に基づくフィードバック
3. 可能な範囲での軽量化
を実施し、スキッドパッド時の旋回加速度1.5G 達成を数値目標としました。
　パワートレインコンセプトは「コーナリング時のスロットルレスポンスの向上及びコーナー脱出
時の加速性能の向上」としました。リストリクターによってエンジン回転数11000rpm付近にお
いて吸気量が不足するため、リストリクターの影響を受けない回転域においてパワーとトルクの落
ち込みを少なくするようパワーバンドを設定し、常用回転域を7500～10000rpmと設定しました。
これを踏まえて最大トルクを8000rpmで発生させることを目標としました。
　カウルは冷却系統・燃料系統への風量の安定供給及び空気抵抗・揚力の低減を目標に開発を行い
ました。さらに主材料をGFRPからCFRPにすることで重量の大幅な軽減を行いました。
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27成蹊大学SEIKEI UNIVERSITY

2014年度
SEIKEI Formula Team

　今年度は20番以内という目標のもと、基本性能の追求をコンセプトに製作してきました。他チー
ムと技術交流し、新しい設計アプローチを取り入れ、吸収することで過去最高のポテンシャルを持っ
たSFT08が生まれました。そして試走会を重ね、マシンのバグが出る度に自分たちで考え熟成さ
せてきました。
　今大会中にハブに大きなトラブルが起こり、通常なら出走を諦めるほどのものでしたが、私たち
は最後まで絶対に諦めず、思考を止める事をしませんでした。すぐに対策を練り、修理してコース
上に復帰したときは他チームやスタッフが驚くほどでした。
　エンデュランスでは、天気が味方してくれずウェットタイヤからドライタイヤにスイッチする時
に走行したため、ドライタイヤ勢には勝てず悔しい思いをしました。過去最高のポテンシャルを持
ちながら、その全てを出し切れなかったことが悔しくて仕方ありませんが、本大会で全てのポテン
シャルを出すことの難しさというものを痛感いたしました。
　来年度の後輩も辛くてどうしようもない日が続くと思います。でも、絶対に諦めないでください、
思考を止めないでください。その終点に奇跡は待っています。
　この1年間最高でした！ 頑張れ後輩！

Participation report 参戦レポート

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/27.html

SEIKEI Formula Team
SEIKEI Formula Team

今回の総合結果・部門賞

●総合32位

Profi le チーム紹介・今までの活動

成蹊フォーミュラチームは、学生が主体となりマシ
ンを１から作り上げることをチームの基礎としていま
す。我が強い人が多く、意見のぶつかり合いが
多いチームであると思います。

Team-member チームメンバー

伊豆 将聡（CP）
堀口 淳司（FA）、佐藤 亮太（TM）、浅利 元貴、
川口 大河、鈴村 洸太、湯淺 聡一郎、
手嶋 翔平、飯島 清、中野 伸治、笹岡 祐太、
新井 大輝、仁井田 みこ、吉田 梨穂、西川 沙羅、
松田 真、高橋 健太

Sponsors スポンサーリスト

東鋼管工業、一世印刷、えびづか接骨院、F.C.C.、
カズマスポーツ、キノクニエンタープライズ、協和、
小林機工、住友電装、ゼロワン、ダウ化工、
つなぎ屋本舗、東北ラジエータ、
トタル・ルブリカンツ・ジャパン、ナップス三鷹、
日信工業、新高ギヤー、NTN、RPM、THK

Presentation プレゼンテーション マシン名：SFT08

　SFT08は基本性能の追求をコンセプトとし、新しい設計アプローチを取り入れて作り上げました。
　例年の車高に比べて30mm低い35mmまで下げ、車重も20kg近く軽量化するなど今までにない
チャレンジをしました。例年の設計方法ではこの車高は非常に困難でしたので、今までの枠にとら
われず新しい設計アプローチを取り入れる必要がありました。そのため他チームと技術交流するこ
とで新しい設計アプローチを吸収、取り入れました。
　車高を下げ、重心高を下げる事で急激な荷重変化を抑えフラットライドな乗り味を実現し、「走る」、
「曲がる」、「止まる」という基本性能を向上することに成功致しました。

http://www.sd.seikei.ac.jp/formula/
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28名城大学Meijo University

念願の全種目完走
問題が多く、トラブル続きの車両

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/28.html

名城大学理工学部自動車技術研究会
Meijo Racing Team

　大会初日は車検に挑みましたが、4項目の指摘を受けました。修正作業に2時間を要してしまい、
初日に技術車検を通過することができませんでした。
　2日目は再車検を受け、前日に指摘されていた点について合格することができました。次にドラ
イバーテストとチルトテストを通過しました。静的審査についてはデザイン審査では準備の不足や
車両の設計プロセスについて指摘を受け昨年度より順位を下げる結果となってしまいました。静的
審査の間にブレーキ、騒音テストに向かう予定でしたが、エンジンが安定せず通過できませんでした。
　3日目は前日行うことができなかったブレーキ・騒音テストを通過し、アクセラレーションとス
キッドパッドに向かいました。午後からは天候が不安定であったため開始直後にオートクロスに向
かいました。1本目の途中コースアウトしエンストするトラブルがありましたがタイムを残すこと
ができ、エンデュランスの走行は翌日の午後となりました。　4日目は午前中に雷雨の影響で審査
開始が遅れ弊チームの出走は15時ごろとなりました。1stドライバーはエンジン不調のためエン
ストするなどトラブルがありましたが走りきりました。2ndドライバー走行時にはエンジン不調は
さらに悪化し回転数が低下するとエンストする状態となりました。ドライバーは高回転を維持して
走行を続け完走することができました。
　今年度は車両完成が遅れ、エンジン調整も不十分であったため、全種目完走は果たしましたが課
題の多く残る結果となってしまいました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合25位　●日本自動車工業会会長賞

Profi le チーム紹介・今までの活動

Meijo Racing Teamは2001年に理工学部交
通科学科の学部生を中心として発足致し、発足
後数多くのご支援とご指導を受け、第1回大会か
ら毎年出場し、今年度で12回目の参加となります。
今年度は昨年度、全種目完走が果たせず悔しい
思いをしたことから、全種目完走を目標に活動して
参りました。

Team-member チームメンバー

分部 あゆみ（CP）
早藤 英俊（FA）、野口 卓弥、平澤 良介、
加藤 靖章、永沼 樹海、岩田 泰寛、森 佑樹、
印田 悠一、春日井 梨絵、佐久間 崇文、
渡辺 拓也、相京 里奈、加藤 凌、杉山 勇希、
塚本 貴斗、宮川 弘基、綿谷 佳之、大木 陽一、
石川 龍、磯部 文洋、岩原 誠吾、白木 保那美、
丹野 大樹、徳留 尚樹、中井 宏彰、森嶋 康太

Sponsors スポンサーリスト

天木鉃工、井上ボーリング、協和工業、
サイバーネットシステム、三五、三和メッキ、住友電装、
ソフトプレン工業、ソリッドワークスジャパン、ダッド、
中央発條、手島印刷、寺田、トーテックフロンティア、
日信工業、ミスタータイヤマン日進店、ミスミ、ミナロ、
やまと工業、ヤマハ発動機、ヨシムラジャパン、
レインボースポーツカートコース、
レーシングサービスワタナベ、和光ケミカル、ANSYS、
CAST、D.I.D、FCデザイン、NTN、
RAMPF Group Japan、WADA WELDING

Presentation プレゼンテーション マシン名：MR-12

　今年度は昨年度、あと少しのところで全種目完走ができなかったことから、全種目完走を目標に
活動を行ってまいりました。また、メンバーの人数が増えひとりあたりの作業の負担が減り、メン
バーの割合も昨年度より3、4年生といった上級生の割合が増えたため、いろいろな事に挑戦でき
るメンバーが増えたことから昨年度の問題を改善だけでなく、より良い車両を作っていこうという
ことから車両コンセプトを“高性能”としました。
　しかし、実際に車両を設計する段階になるとそれぞれの部品担当者が自分のやりたいことを盛り
込んだ設計を行い、関連部品の担当者との話し合いも不十分なうえ車両全体を見ることができず車
両としてまとまりのないものとなってしまいました。そのため、軽量化に成功した部品もあります
が、新しい技術に挑戦し重くなってしまった部品もあり結果として大きな性能の向上は果たせませ
んでした。
　また、エンジン系に関しては電装トラブルからエンジン始動に時間を要してしまい、思うように
走行テストを行うことができず、車両として完成度を高めることができませんでした。

http://www.meijo-racingteam.jp/
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29 King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi

KMUTT Formula Student

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/29.html

Black Pearl Racing
https://www.facebook.com/kmuttformulastudent

 This year Black Pearl Racing team had participated in Student Formula Japan 2014. We got 
14th Place from 88 registered team with 598.91 from 1000 points. We were fi rst rank among 
the foreign team and also got JAMA award for accomplished all the events.
 This was the fi rst time we fi nish all event in SFJ. Normally we encounter problem in 

inspection event which held us back in acceleration and skid-pad event. This year we had 
revised our design to be right under the FSAE rule with safety in mind. As result we can passed 
inspection event within 1st inspect. However, in static event our performance was poor due to 
our report and presentation was missed in content. But we had received referee feedback on our 
report, content and event purpose.
 In dynamic event, our performance was not fulfi ll our expectation due to power-shifter 

mechanism and driver inexperience. Finally, we learned thousand and incomparable experience 
through hardship, teamwork and contrast in concept during the year of project. We expected 
that next year our team will learn from mistake to take position in award ceremony.

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合14位　●日本自動車工業会会長賞

Profi le チーム紹介・今までの活動

KMUTT Formula Student club was 
established in 2004 to participated in the 
Thai society of automotive engineer auto 
challenge competition as a representative of 
KMUTT. From drawing boards to workshop, 
our team is committed to both theoretical to 
practical excellence.

Team-member チームメンバー

Saran Thammasirikul(CP)
Surachate Chutima(FA),
Anak Khantachawana(FA),
Chonravit Nuya, Krongpop Laimangkorn,
Kullawat Yingrukcharern,
Peeranat Saichin,
Thanawat Wongpattananukul,
Norawit Somchit, Terasak Panna,
Suparak Paksontipong,
Jamroen Wannasiri, Tanakon Rukjit, 
Nakarin Jantara, Tanic Leunanonchai, 
Tanapat Jantalert, Siripoj Srivirat

Sponsors スポンサーリスト

Exedy, Oxiso, NTS, COCARE Lab, SMART Lab,
Alusa, Cobra advance composite, SKF,
Italthai marine, Inter-Wa, Valvoline,
Car Performance, Auto Rich, Danieli far east,
MYE, FAME, Lenso, Super Bike Club, Delcam,
ME KMUTT, HUNG modify, Henkel, Toyota,
Petro Green, Yomatude Garage, Maeklong garage

Presentation プレゼンテーション マシン名：Black Pearl VI : Phantom

 This car design under the concept of Black pearl leopard gecko. The very small strong fast 
gecko. So the Black pearl 6 phantoms must be smaller, lighter, powerful and also have greater 
cornering. 
 Smaller concept comes with the lighter weight. We try to reduce in every part of our car 

and we can reduce 30 kilograms from 285 to 255 kilograms under high reliability mind set. 
Powerful concept, We install YZF R-6 with the new intake and exhaust design that can produce 
75 Hp which beyond 12 from last year and 59.4 Nm for maximum torque which increase 5 
percent from last year model. The highest we ever made. So we got 0.29 for power per weight 
ratio beyond from last year about 31.18 percent. Faster also comes from our new electronics 
gear shifter so we can change the gear faster 50 msec. For greater cornering performance we 
optimize our suspension geometry and we also choose the new dampers that have the higher 
performance including aero dynamic devices .As the result, we got higher cornering speed and 
the laterals acceleration. 
   Moreover we want our car to be the smart gecko by adding new electronic devices 

called telemetry package. Consist of driving sensors, GPS module, WIFI module and driver 
intercommunication to make real time monitoring to improve all in dynamic events.
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30久留米工業大学Kurume Institute of Technology

悔いの残った今大会
来年度に向けて

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/30.html

久留米工業大学フォーミュラプロジェクト
Kurume Institute of Technology Formula Project

1日目：昨年同様、車検が初日であったため、ピット設営と車検の準備を迅速に終わらせました。
車検は一発合格をめざしておりましたが一発合格とはいきませんでした。しかし、要修正箇所が5ヶ
所以内だったので、再車検はクイック車検となりました。どうにか、クイック車検は通過すること
ができたので車両の検査は1日中に終了し、無事明日の走行へと進むことができました。
2日目：チルトや騒音、ブレーキテストを無事通過した後に事件は起こりました。プラクティスエ
リアを走行中、アッパーアームが変形しとても走れる状況ではありませんでした。メンバーと修理
工房の方々により変形した方のアームの修復ができました。
3日目：ゲートオープンと同時に、両側のアームの補強を行いました。その後、アクセラレーショ
ンで過去のマシンでは達成できなかった5秒台を切りました。その後スキッドパッド、オートクロ
スに進みましたが、オートクロス1本目にエンジンブローしましたが、メンバーによる迅速な作業
でエンジンの修復が完了し、無事、2本目を走ることができました。
4日目：エンデュランス当日は激しい豪雨に襲われていましたが、私たちのマシンが走る頃には天
気は回復しており路面状況も良好となりました。しかし、エンデュランス中のドライバーチェンジ
の際、オイルタンクのホースの付け根からオイルが漏れていることが発覚し、リタイヤとなりまし
た。非常に悔しい大会になりましたが後輩達がジャンプアップ賞を取ってくれることを期待します。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合59位

Profi le チーム紹介・今までの活動

久留米工業大学フォーミュラプロジェクトは車の三
要素である走る、曲がる、止まる+αをもっと詳しく
知ると同時に、将来の優秀なエンジニアを育成す
るため、ものづくりの楽しさを身をもって体験し、講
義で学ぶ工業知識と合わせてより実践的な知識を
身につけるために活動しています。

Team-member チームメンバー

原口 拓也（CP）
東 大輔（FA1)、池田 秀（FA2）、
梶山 項羽市（FA3）、浅野 哲平、稲永 基希、
杉野 太郎、高柳 和貴、江口 拓弥、山下 涼太、
岩下 良太、大草 祥平、國行 亮太、吉村 直也、
江中 佑治、田口 皓也、松尾 領太、森 直人、
久松 慶大、佐藤 章成、内藤 篤、藤本 雅樹、
ベンカートフレドリック サイトウ、森 雄一郎、
廣門 孝喜、井料 弘雅

Sponsors スポンサーリスト

スズキ、NTN、VSN、和光ケミカル、B-Factory、
大阪単車用品工業、上津レンタカー 、協和工業、
久留米自動車学校、ソリッドワークス・ジャパン、たたみや、
田原ボディー製作所、津留崎製作所、中嶋田鉄工所、
西嶋板金工業所、フジ精機、渕上溶接、ミスミ、
ミヤコ自動車工業、
モリタホールディングスモーターテクノロジー、ヤスナガ、
クワハラバイクワークス、レーシングサービスワタナベ、
久留米工業大学の教職員の皆様、久留米工業大学、
kit-fpOB会、D1ケミカル、F.C.C.、エジソン、
東京R&D、ウエストレーシングカーズ、住友電装、
グッドリッジ・ジャパン、キノクニエンタープライズ、
ものづくりセンター 、加工プロジェクト

Presentation プレゼンテーション マシン名：F114

　「F114」の車両コンセプトは「総合力の向上」で、「走る、曲がる、止まる」の三要素を追求しました。
　F114ではフレーム全長を大幅に縮小し、フレーム及び車両全体の軽量化を図ります。さらに、
フレームのねじれ方向の剛性を強化し、コーナリング中のフレームのねじれを軽減して、ドライバー
操作の操舵に対するレスポンス向上やサスペンションの動きを高めることを追求。また、ドライバー
の着座位置やエンジンの位置変更により左右及び前後の車両重量バランスの改善を行いました。
　F113では、三菱製のターボチャージャーであるTD02を採用していましたが、このタービンは
ブレードの径が必要以上に大きかったためF114は量産車に搭載されている最小タービンである
IHI製RHF25を採用しました。また、より出力を高めるべく点火時期の適正化を再検討し、出力の
大幅な向上を図りました。
　F113のサスペンションジオメトリーは11年度より大きな変更をせず設計を行っていましたが、
コーナリング時のリヤの内輪がリフトしてしまう問題、サスペンションセッティング不足によるア
ンダーステア等の問題が生じていました。そのため、F114ではサスペンションジオメトリーを設
計し直すことにし、さらに、従来13インチのタイヤ・ホイールを採用し続けていましたが、F114
は新たに10インチタイヤ・ホイールを採用しました。

http://kit-fp.sakura.ne.jp/
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32神戸大学Kobe University

FORTEK2014年度プロジェクト
総括

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/32.html

神戸大学学生フォーミュラチームFORTEK
Kobe University Formula Student Team FORTEK
http://formula-kobe.com/

　今年度は例年よりも2回生の数が多かったため、静的種目に関して院生等の上回生がデザインを、
2回生等の若いメンバーがコスト・プレゼンテーションをそれぞれメインでやるという形で行いま
した。その結果、デザインではチーム史上最高の6位という好成績、コストでは過去3年間できな
かったAccuracy(正確性)での得点獲得、プレゼンテーションについても充分な好成績を獲得する
ことができ、それぞれの審査についての改善点や得点獲得のプロセス等を来年度の担当者がしっか
り認識することができる良い結果となったと思います。
　しかし、例年よりも動的審査の練習時間が短い状態で大会本番に臨んだため、特に新人ドライバー
のみで挑んだアクセラレーション・スキッドパッドについてはほとんど得点を獲得することができ
ないという結果となってしまいました。またオートクロスに関しても、ドライバーがマシンの特性
や限界について完璧に把握できていない状態での走行となったため、本来の性能を発揮することが
できず他大学が昨年度よりタイムを上げる中、良いタイムを残すことができませんでした。その結
果エンデュランスの出走がBグループとなり、大会4日目の大雨の中での走行のためAグループに
は大きくタイムで引き離されてしまう結果となりました。
　以上のことから、今年度は得点獲得のプロセスを意識することの重要性と、マシン性能を引き出
すための練習時間確保の重要性について、メンバー全員がしっかりと常に意識した上で活動を行う
ことでより良い開発が行ばえると学ぶ年であったと感じました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合17位　●日本自動車工業会会長賞

Profi le チーム紹介・今までの活動

私達FORTEKは第2回大会より本大会に参戦し
ており、今年で創部11年目を迎えました。昨年
度大会エンデュランスにて、オーバーヒートのため
後1周を残してリタイアとなってしまい非常に悔しい
結果となったので、今年はその悔しさをバネに「総
合成績3位以上」を目標に活動に取り組んで参り
ました。

Team-member チームメンバー

中尾 亮太 (CP)
白瀬 敬一（FA)、横小路 泰義（FA)、
阪上 隆英（FA)、浅野 等（FA)、細川 茂雄（FA)、
中辻 秀憲（FA）、饗庭 清仁、宮崎 大、
船橋 駿斗、野中 謙次、山崎 佑介、第十 祐幹、
建部 可奈子、中村 雄大、林 秀明、藤林 憲太、
大川 智愛、栗林 拓輝、小林 和樹、佐藤 文、
高木 拓弥、永井 紳一郎、中村 貴也

Sponsors スポンサーリスト

アルテアエンジニアリング、エアリキード工業ガス、
エヌエムビー、NTN、アネブル、F.C.C.、
キノクニエンタープライズ、ケーメックス、神戸製鋼所、
コンパスラブ、ダイヘン、ツルガ、東日製作所、
東邦テナックス、ニチリン、ハイレックスコーポレーション、
ミスミ、和光ケミカル、川崎重工、協和工業、小谷鋼管、
シーズンプロショップ、新日鉄住金、住鉱潤滑剤、
住友電工ハードメタル、住友電装、セイコー工機、
ソリッドワークスジャパン、大東ラジエーター工業所、
ダイハツ工業、トタニ技研工業、ナガセケムテックス、
鍋谷バイテック、日信工業、フジ化成工業、
MOTO-DOG、IADJ、CAST

Presentation プレゼンテーション マシン名：FORTEK2014

　今年度はマシンの開発コンセプトを“Fun to Ride”と定め、限界性能の向上と高い操作性の実
現を両立させるため、2輪モデルを使用したパッケージングの検討やタイヤデータの活用、ハンド
クラッチ&2ペダル方式の採用などの開発を行ってまいりました。またそれ以外にも、各部品の製
作工程を見直すことで、例年問題であったウイング等の工数改善や工場の加工機をフル活用し製作
時間の短縮といった走行性能に直接的に関わる部分以外でもさまざまな改善を図りました。
　しかし、例年マシンの製作を行っている工場が建替のためにマシンの保管場所であった倉庫とも
ども取り壊され、製作(特に溶接作業)の目処が立たない状態となりました。そんな状況でも、FA
の先生方や大学職員の皆様のご尽力により何とか製作を始めることができましたが、例年より製作
開始が大幅に遅れた結果、シェイクダウンが昨年度比で2ヶ月遅れとなってしまいました。そのた
め例年よりテスト走行回数が減ってしまい、新人ドライバーに満足な練習時間を用意できなかった
ことが非常に悔やまれます。
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33芝浦工業大学Shibaura Institute of Technology

3年ぶりの全種目完走
上位との壁

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/33.html

芝浦工業大学 Formula Racing
Shibaura Institute of Technology Formula Racing

　今年は日本大会総合6位をめざし臨みました。開発車両S011は、問題点が残ってはいるものの
大きなトラブルはなく、むしろ何か起こるのではないかと心配でした。
　大会初日、まずプレゼンテーション審査と技術車検を行いました。プレゼンテーション担当者を
送り出し、向かった技術車検では数箇所の指摘事項を受けてしまいました。2日目はデザイン審査、
車検、そしてコスト審査と続きます。静的審査では準備不足が露呈した結果となりました。車検は
スムーズとは行かないまでも、車検項目全てを通過し、3日目に備えることになります。
　3日目はいよいよ動的審査が始まります。当日は太陽が顔を出さず、路面温度はまったく上がり
ませんでした。S011にとってこのようなコンディションでの走行は初めてでした。準備不足が心
配されたアクセラレーションは17位、スキッドパッドは5位。午後のオートクロスはセッティン
グが合わず15位。エンデュランスAグループには滑り込めたものの、車両に問題を抱える形とな
りました。
　4日目はプラクティスをこなし、5日目はエンデュランス。確実に完走をめざしました。冷却に
問題を抱えるS011でしたが、なんとか走りきることができました。エンデュランスは9位。燃費
は15位。そして総合10位。3年ぶりに全種目完走を果たすことができたものの、目標であった総
合6位には及ばないことを痛感させられた日本大会でした。
　最後になりますが、日々の活動を支えてくださっているスポンサーの皆様、大学関係者の皆様、
誠にありがとうございました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合10位　●日本自動車工業会会長賞

Profi le チーム紹介・今までの活動

芝浦工業大学FormulaRacingは11年目を迎えま
した。日本大会は第2回大会から参戦し、過去に
はアメリカ、イギリス、タイの大会に参戦しました。
今年は学部1年生から院2年生まで合計29名が
活動しております。今年度は日本大会総合6位を
目標に活動しました。

Team-member チームメンバー

大澤 悠太（CP）
斎藤 寛泰（FA）、林 寛之、小久保 陽平、
高見 祐貴、土屋 聡、清水 祐汰、野口 誠之、
吉野 暁大、石川 泰、及川 雄也、大石 遊、
小林 京介、佐藤 祐也、冨桝 貴大、堀江 健太、
山内 瑛、渡邉 睦士、大河原 悠介、金澤 瑞樹、
野上 達大、吉田 匠吾、石岡 司、井上 翔太、
榎本 雄仁、黒木 雅也、鈴木 佑奈、髙山 篤士、
松本 賢、山口 渓

Sponsors スポンサーリスト

アールエーシー、RSコンポーネンツ、
アールケー・ジャパン、アスペクト、
American Honda Motors、アルバック機工、
アローレーシングサービス、ウメオカ、エッチ・ケー・エス、
エヌ・エム・ビー販売、NOK、エヌケーエヌ、NTN、
遠藤木型、大屋技術伝承塾、関東工業自動車大学校、
キャロッセ、協永産業、協和工業、黒坂鍍金工業所、
ケーヒン、小林機工、小原歯車工業、三晃製作所、
ジュニアモーターパーク クイック羽生、住友電装、
ソフトウェアクレイドル、大槇精機、
大陽ステンレススプリング、タジマモーターコーポレーション、
津留崎製作所、TeXtreme、デンソー、
東京アールアンドデー、東洋測器、所沢軽合金、
日新鋼管、日信工業、ニフコ、日本発条、
ハイレックスコーポレーション、ファクトリーI.T.O、
フィアロコーポレーション、深井製作所、
フューチャーテクノロジー、プラスミュー、本田技研工業、
本田技術研究所、ミスミ、水戸工業、
ミノルインターナショナル、UDトラックス、ユタカ技研、
横河工事、レイズ、ワークスベル、和光ケミカル

Presentation プレゼンテーション マシン名：S011

　前回大会、第11回全日本 学生フォーミュラ大会において、私達はエンデュランス残り3周で
リタイヤ、全種目完走を逃してしまいました。あの時から、第11期プロジェクトは始まりまし
た。大会終了後の試算ではエンデュランスを走りきれた場合総合10位。私達は第12回全日本 学
生フォーミュラ大会の目標を総合6位と定め、活動を行いました。
　第11期開発車両S011のコンセプトは「コーナーリングマシン」としました。S010で向上を果
たした出力を受け止め、速く曲がれる車両をという思いが込められています。そこで前後にウイン
グとアンダートレイを搭載、フルエアロ化を行い、またサスペンションジオメトリーの徹底的な見
直しを行いました。さらにエンジンは今まで使用していた4気筒600ccエンジンであるPC37Eか
ら軽量化が図られたPC40Eに変更、加えて点火カットシステムの導入やペダルガイドの搭載など、
ドライバビリティーの向上も図っています。
　5月中旬にシェイクダウンを迎え、走り出したS011は少なからず問題を抱えていました。しか
しながら、走行・調整を重ねる内に改善され、大会では悲願の全種目完走を果たすことができまし
た。目標には届かなかったものの、確実に車両ポテンシャルは向上しています。来年こそは日本大
会総合6位を達成するため、開発を続けて参ります。

http://shiba4.fi rebird.jp/
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34金沢工業大学Kanazawa Institute of Technology

思い新たに

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/34.html

夢考房フォーミュラカープロジェクト
Formula car Project, Yumekobo

　今回の大会ではまず全審査の完遂・完走ということを目標に大会に臨みました。1日目から事前
車検を受けることができ、大会前にチーム内で車検対応の確認を行っていたこともあり、過去最速
で車検を通過することができました。また、静的審査、動的審査共に、最終審査のエンデュランス
まで問題なく進みました。ただ、オートクロスでのタイムが思うように出ず、出走はCグループと
なってしまいました。
　そして、勝負のエンデュランスの日。朝からの雨で出走時間が繰り上げとなり、走られない可能
性が出てきました。ピットで心配しながら待機し、夕方になって列につきました。17:30には打ち
切られるとの連絡を受けましたが、ギリギリまで走れることを信じていました。
　しかし、現実は厳しく、あと2台で出走というところでエンデュランスが打ち切られました。完
走を目標にしていたにも関わらず、結局出走さえできないという結果に終わってしまいました。雨
のせい、アクシデントのせい、と言い訳は簡単にできますが、やはり大会では天候やアクシデント
も想定したうえでマネージメントしなければいけません。全てのチームが同じ条件で大会に望んで
いるのですから。
　今年で4年連続大会に出場することができ、ようやく大会出場が当たり前となったように思いま
す。また、スムーズな車検通過、200km以上の試走、とチームとして確実にレベルアップしてい
る面はあります。来年以降は全審査完遂・完走が当たり前となり、上位に食い込めるチームとなる
ように頑張っていきたいと思います。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合37位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私たちは2002年に夢考房プロジェクトのひとつと
して発足し、今年で発足13年目を迎えました。チ
ームメンバー数が50人程と大所帯で運営が難し
い面もありますが、本音で腹を割って話し合える良
い関係を保ち、人数の多さを生かしたチームづくり
をめざしました。

Team-member チームメンバー

重吉 祐輔（CP）
塚本 義一（FA）、安藤 慶、山崎 恭一、
大塚 翔大、堅田 翔太、茶谷 拓摩、林 篤志、
柿沼 裕貴、狩野 正志、小室 孝太、昆野 剛、
坂井 啓人、佐治 滉一、新谷 綾、鈴木 智大、
竹内 啓人、田中 慎太郎、玉田 涼、濁澤 輝、
西岡 大貴、新田 拓也、長谷川 諒、荒川 清香、
飯野 晟典、小口 翔、木村 光汰、菅沼 俊哉、
杉本 祐基、野田 真之介、花村 勇哉、
松本 隆義、甘利 建文、有元 良輔、井口 湧登、
川野 航奨、北村 正拓、佐藤 和輝、嶋崎 竜哉、
鈴木 琢也、西川 秀輝、西出 裕、野島 佑太、
松坂 貴裕、三石 陽亮、望月 栄太、守 拓也、
森田 浩貴

Sponsors スポンサーリスト

アキラックス、今村摩擦圧接工業、ウエダ、F.C.C.、
AVO/MoTeC Japan、S-GRID、NTN、
キノクニエンタープライズ、草島ラジエーター工業所、
スズキ、住友電装、TAN-EI-SYA、大同工業、
高松機械工業、トラップ、ナオックス、日信工業、
深井製作所、ミスミ、MOTUL、ラストラーダ販売

Presentation プレゼンテーション マシン名：KIT-14model

　KIT-14modelは、「信頼性の追求」をメインコンセプトとして、設計を行いました。まず全動的
審査の完走というのが大会の第一目標であったため、このようなコンセプトとなりました。
　車両パッケージとしては、昨年度製作したKIT-13modelからのマイナーチェンジとし、各パー
ツにおいて再度設計を見直しました。信頼性を高めるために剛性の向上、構造を簡略化、整備性の
向上ということを意識し、長距離走行に耐えられる設計をめざしました。また、ラジエターファン
を1個から2個に変更し、水温によって自動制御させる、メーターパネルの視認性を向上させるなど、
ドライバーの安心に繋がる設計ということも意識しました。
　また、過去の大会においては大会直前に車が完成し、10～20km程度しか走っていない状態で大
会に出場していたのですが、今年は例年より2～3ヶ月早くシェイクダウンを行い、200km程度の
試走によってトラブルを潰し、完成度を高めた状態で大会に臨むことができました。これは、1年
間を通し、マネージメントに力を入れた成果だと感じています。主に製作期間において日程・進捗
管理のシステムを構築し、0.1%刻みで進捗や遅れの管理ができ、また、誰が今どこで作業をして
いるか、ということが一目で分かるようになりました。これによって各作業の効率化を実現するこ
とができました。

http://www2.kanazawa-it.ac.jp/formula/



65

35愛知工業大学Aichi Institute Of Technology

全種目完走＋
20位以内をめざして

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/35.html

AIT学生フォーミュラ研究会
AIT Student Formula Study Group
http://aitech.ac.jp/~fujimura/formula/indexSAE2.html

　私たちのチームは今年度で5回目の大会参戦となります。昨年度は初の「エンデュランス完走」
を達成することができました。今年度は、全審査完走は当然ながら、順位「20位以内」に入るこ
とができるよう、1年間活動をしてきました。
　今年はマシンを完成させた後、レギュレーションやマシン不備の改善を徹底的に行い、万全の準
備を行い大会に臨みました。当日は、安全性の面で指摘を受けましたが、すぐに修正を行い、車検
を通過することができました。
　動的審査では、エンデュランスは荒天のために走行することができず悔しい思いをしましたが、
昨年度コースアウトして完走できなかったスキッドパッドは「完走」することができました。また
オートクロスでは昨年度のベストタイムを2秒縮めることができました。
　静的審査では、コスト審査で「7位」を得ることができました。私たちのチーム歴代でいちばん
良い結果であり、充分な準備を行ったからこそ出た結果だと思います。しかし、プレゼンテーショ
ン審査では大会直前になって慌てて資料を作ったので満足のいくものができず昨年度より順位を落
とす結果となってしまいましたが、コスト審査で上位を取れたことは大きな前進だと思います。
　来年度は今年度のマシンの改良とともに、マシン完成を年度内に行い、静的審査に力を注げるよ
う努力して参ります。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合54位

Profi le チーム紹介・今までの活動

我々は、今年度は20位以内をめざして活動してき
ました。しかし、私たちの努力が足りず、目標の
順位に届かないばかりか、大きく順位を落とす結
果となってしまいました。この悔しさをバネに、来
年度は上位をめざして参ります。

Team-member チームメンバー

芹澤 元希（CP）
藤村 俊夫（FA）、水野 貴大、森川 雄基、
二上 泰輔、山田 大輔、上村 大樹、大嶋 悠嵩、
稗田 悠太、大野 雄飛、冨田 修平、長屋 圭、
鈴浦 雅也、山崎 壮登、谷川 和克、工藤 健太、
瀧 直史、青山 大輝、栗田 直記、野原 遼、
南 亮輔、中村 真也、井出 知秀

Sponsors スポンサーリスト

ヤマハ発動機、エフティテクノ、エイアイテック、NKN、
ソリッドワークス、NTN、THK、ダウ化工、F.C.C.、
ウエストレーシングカーズ、アクセル、UACJ、
O.Zジャパン、OSG、東洋高周波工業、サード、
enable、渡辺工業、岡島パイプ製作所、協和工業、
前田シェルサービス、日信工業、ナカダクラフト、
鍋屋バイテック、住友ゴム工業、住友電装、ミツトヨ、
丸弘鋼材、笹野商店、名古屋ダイハツ、梅野産業、
RAYS、榮進堂書店、三井機工、エイティーエス、
タマチ工業、愛知工業大学 学生チャレンジプロジェクト

Presentation プレゼンテーション マシン名：AIT-014

　私たちは、初のエンデュランス完走を果たした昨年度マシンをベースに、マシンの改良を行いま
した。
　基本構造の大幅な変更はしないものの、改良点として、まず、マシンの軽量化を行いました。昨
年度マシンは全審査完走を果たすべく安全性を重視したマシンとしたため、重量が非常に大きく
なってしまう問題が発生しました。そこで、目標を昨年度比20kg以上の削減とし、マウント93
個全ての形状の見直しや、カウル形状及び材質の変更等によりトータルで22kgの軽量化に成功し
ました。また、パワートレイン系の改良として、CVTのセカンダリプーリーシャフトの取り付け
方法の見直し及び、CVTのチューニングによる加速性能の向上も行いました。
　また、マシンの完成後は学外にて走行テストを充分に行い、長距離の走行に耐えうることができ
るのか、燃費はどうか、オイルや燃料などの漏れは発生しないか等の確認を行いました。さらに、
昨年度コースアウトしてしまい結果の残らなかったスキッドパッドの練習を重点的に行い、今年度
は完走できるようドライバーの練習にも励みました。
　次年度ではマシンのセッティングを行う時間を充分に設けるために、マシンの完成を年度内に行
い、走行に適したマシンの製作を行っていきます。
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36早稲田大学Waseda University

悔いの残る前進

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/36.html

早稲田フォーミュラプロジェクト
Waseda Formula Project

　チーム初の連続参戦となる今大会に向け、昨年のマシンから大幅な設計の変更を行い、事前のテ
ストでは期待どおりの高いポテンシャルを感じさせるマシンに仕上がっていると、手応えを持って
大会に乗り込みました。
　大会当日の動的種目では、残念ながらスキッドパッド審査中に発生したクラッチ系のトラブルを
修復することができず、出走時間切れ、オートクロス未出走となり、同時にエンデュランスの出
場権を失い、あまりにもあっけない幕切れとなってしまいました。最終的には総合48位という悔
しい結果に終わってしまいましたが、スキッドパッド審査では6番手タイのタイムを記録し、また、
事前の富士合同試走会では初日トップタイム、総合2番手タイムを記録するなど、マシンの性能に
おいて大幅な向上を果たすことができたと思っています。
　上位進出をめざすことで求めるレベルも上がり、設計、製作、静的書類作成、全ての面において
厳しいこと、苦しいことが多かったですが、昨年は2カ年計画での参戦であり、今年は初めて1年
間で企画、設計、製作、評価の一連の流れを全て行えたことで、チームとしても大きな成長ができ
た年だと感じています。まったく歯が立たなかった昨年から1年間でトップタイムを狙えるチーム
に成長できたことは自信を持って良いことだと考えています。
　来年は、今年味わった悔しさをバネに、確実に走れるマシンを用意すると共に、静的審査につい
ても今回学んだことを最大限に生かして、表彰台に乗れるようにチーム一丸となって努力していき
ます。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合48位

Profi le チーム紹介・今までの活動

昨年の第11回大会ではエンデュランス完走を達
成することができました。本格参戦3回目となる今
大会は、昨年に引き続き、初の2年連続参戦と
なります。チーム史上初のフルエアロデバイスの
投入などマシン設計を大幅に見直し、動的種目
10位内、総合15位内を目標に活動してきました。

Team-member チームメンバー

佐々木 大尭（CP）
小畑 正好（FA）、石井 泉（FA）、薄 功大、
三橋 晃子、奥山 優、佐々木 大、菱沼 優花、
日比野 毅、諸岡 裕文、今野 貴史、植田 拓利、
春日 浩輝、上入佐 慶太、斉藤 哲史、
末沢 麻里奈、東藤 愛、五十嵐 里紗、
伊東 清太郎、井上 遼哉、鈴木 峻大、
丸山 新世、鷲尾 拓哉

Sponsors スポンサーリスト

SUZUKI、アールエーシー、ウエストレーシングカーズ、
ウエダ、エーモン工業、NTN、F.C.C.、
エンバイロ・ビジョン、オーテック・鈴鹿、加藤工作所、
キノクニエンタープライズ、協永産業、協和工業、
クラスフォーエンジニアリング、
ジュニアモーターパーククイック羽生、スウェット.jp、
住友電装、セントグラフィック、ソリッドワークスジャパン、
ダウ化工、タマチ工業、日信工業、畑野自動車、
深井製作所、ミネベア、UDトラックス、
ユニホーム卸センター、ワークスベル、
早稲田大学機友会

Presentation プレゼンテーション マシン名：WFP2014

　2014年度車輌(WFP2014)のコンセプトは「基本性能の向上」と「ドライバビリティーの向上」
としました。車輌の基本性能である「走る、曲がる、止まる」に関わる加速、旋回、制動性能の向
上を図りつつ、走行中のドライバーにストレスを与えずスムーズに操作ができるようなドライバビ
リティーをめざして車輌の設計・製作に取り組みました。
　技術的には、昨年度に引き続き「4気筒600ccエンジン、13inchスリックタイヤ」というパッケー
ジングを採用すると共に、チーム史上初となるフルエアロデバイスの装着によって基本性能の向上
を図っています。2013年度車輌(WFP2013)では前後重量配分54：46とフロントが重く、制動
力不足、トラクション不足などの悪影響が見られました。昨年の反省から、WFP2014では、ニュー
トラルステアの実現と加速力・制動力の向上を狙い、前後重量配分50：50を目標に、ホイール
ベースを1650mmから1680mmと延長しました。製作した車両を測定した結果、前後重量配分は
49：51となりました。トレッドはオートクロス・エンデュランス審査でのスラロームの通過のし
やすさを考慮し、前後共に1200mmとなっています。フルエアロデバイスの導入により必要ダウ
ンフォースを獲得しつつも、スワンネックステーを用いてリヤウイングをローマウントにすること
で、車両運動への悪影響を低減し、車両全体の運動性能の向上をめざしました。

http://waseda-fp.tumblr.com/
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37岡山大学Okayama University

チーム発足10年目
節目の時期

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/37.html

岡山大学フォーミュラプロジェクト
Okayama University Formula Project

　今年度は車検での大きな指摘点もなく、大会3日目の朝にブレーキテストを終え、去年出走でき
なかったアクセラレーションとスキッドパッドを無事走り切ることができました。決して良いタイ
ムではなかったものの、しっかりとタイムを残せたことに大きな意味があると考えています。また、
その後行われたオートクロスも無事走り切り、去年よりも約5秒速いタイムを叩き出しました。
　4日目に行われるエンデュランスを走りきれば、当初の目標であった全種目完走でした。しかし、
豪雨による走行時間の短縮やオートクロスの全体順位があまり伸びなかったこともあり、エンデュ
ランスを出走することができず、全種目完走とはなりませんでした。
　悔しさが残る結果となりましたが、静的審査や設計面ではかなりプラス面の評価をいただき、貴
重なアドバイスも得ることができました。
　この悔しさや大会で得た課題、収穫としっかり向き合い、今後の活動に生かしていき、次大会こ
そは全種目完走を果たしたいと思います。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合49位

Profi le チーム紹介・今までの活動

岡山大学フォーミュラプロジェクトは2004年に発
足し今年度で9年目を迎えます。今まで車両の改
良を続けていましたが、飛躍的な得点アップに繋
がっていませんでした。今年はメンバー数が増えた
こともあり、今までの車両の基礎から見直し、全
審査完走をめざしました。

Team-member チームメンバー

楠見 隆行（CP）
河原 伸幸（FA）、木之下 博（FA）、
田村 義彦（FA）、山根 功（FA）、田渕 晃嗣（FA）、
河合 晃輝、荻野 雄太、北村 勇祐、谷 広貴、
出口 一輝、増田 大貴、溝口 真由、森 文太、
渡邊 匡惟、越智 正俊、小西 裕太、佐光 将里、
友松 泰岳、松村 隼斗、元島 淳、河合 俊樹、
吉谷 亮汰、若林 陵太

Sponsors スポンサーリスト

アントライオン、石原ラジエータ工業所、内山工業、
AVO/MoTeCJapan、NTN、F.C.C.、FCデザイン、
エーモン工業、オーエスジー、岡山科学技術専門学校、
岡山国際サーキット、奥平パイプ興業、川崎重工業、
協和工業、倉敷化工、ケイマックススピード、
山陽レジン工業、JX日鉱日石エネルギー、スズキ、
住鉱潤滑剤、住友電装、ソリッドワークス・ジャパン、
ダイハツ工業、テイクオフ、テクノオイル・ジャポン、
デンソー、東日製作所、東洋コルク、戸田レーシング、
日進機械、日信工業、ニッポンレンタカー、福島化工、
プラスミュー、プロト、三国工業、ミスミ、三菱自動車、
ライドオン岡山、ラストラーダ、RAYS、ワークスベル、
アルテアエンジニアリング、VI-grade Japan、
岡山大学工学部、岡山大学創造工作センター

Presentation プレゼンテーション マシン名：OUFP-10

　OUFP-10の設計コンセプトは以下のとおりである。「高い運動性能、扱いやすさ、低い運用コスト」。
これらのコンセプト実現のため各コンセプトに基づいてそれぞれ次のように設計を行った。
　高い運動性能に関して、まず、加速性能について考える。吸排気システムにおいて適切な管長に
設計することにより、大きなトルクを得ることを達成した。また、旋回性能に関して考える。目標
とする最大横Gに充分対応できるようなサスペンションレイアウト・構造を設計することにより、
高い旋回性能を実現した。
　扱いやすさに関して、エンジン特性では低回転からの大きなトルクを出せるように設計した。コー
ナー立ち上がりの低速でのトルクがあれば走りやすいという、ドライバーコメントから、吸排気管
長を最適化し、低速トルクを大きくした。また、ドライバーそれぞれに合わせて作る専用シートを
採用することにより、高いホールド感を実現した。
　最後はコストである。車両をコンパクトにすることにより、運搬や走行費用を抑え、運用コスト
を低くするようにした。

http://fsaeokayama.wix.com/oufp
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38日本工業大学Nippon Institute of Technology

悲願の全種目完走

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/38.html

フォーミュラ・フレンズ・オブ・エヌ・アイ・ティー
Formula Friends of N.I.T

　初日にプレゼンテーション審査が行われ、担当するチームメンバーは資料の最終確認に追われて
いました。その他のチームメンバーは、2日目に行われる車検、コスト及びデザイン審査の準備を
行いました。車検では、車検官の指摘から、再製作を余儀なくされてしまった部品も数ヶ所ありま
したが、チームメンバーの迅速な対応で車検に合格することができました。静的審査では、昨年度
と比べて全体的に点数は減りましたが、コスト審査でのアキュラシーを獲得することができ、その
点では進歩することができました。
　3日目に行われた動的審査では、午前中にアクセラレーション、スキッドパッドを走行しました。
2つの審査とも昨年度に比べてタイムを短縮し、点数を向上することができました。しかし、午後
に行われたオートクロスは弊チームのタイムからコンマ数秒速い他大学が多く、順位は思うように
上がらず、結果的にエンデュランスのランオーダーはBグループとなりました。
　そのような中、最終審査となるエンデュランスでは、豪雨に見舞われ、審査開始が大幅に遅れま
した。ようやく雨が止み、スタート直後には路面のいたるところに水溜りができ、非常に滑りやす
い状態でしたが、メンバー一同が見守る中、ふたりのドライバーが無事に完走を果たしました。路
面状況が悪く、タイムは思うように上がりませんでしたが、悪条件の中で完走したドライバー含め、
メンバー一同は達成感に満ち溢れていました。来年度は、今年度よりも高い順位を獲得できるよう
努力して参る所存です。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合23位　●日本自動車工業会会長賞

Profi le チーム紹介・今までの活動

日本工業大学学生フォーミュラチームは2009年
に発足し、今年度の大会で5回目の出場となります。
学部1～3年生が中心となって活動しており、工
業大学の強みを生かすように車両製作を行ってお
ります。今年度は、全種目完走を目標として活動
して参りました。

Team-member チームメンバー

稲毛 基大（CP）
中野 道王（FA）、安原 鋭幸（FA）、田口 直樹、
桑原 挙有、土屋 俊一、新井 佑希、酒井 達也、
福田 真教、宮内 崇成、高澤 悟、関口 裕紀、
渡辺 将源、堀口 誠矢、村田 旭洋、蓼沼 美波、
野口 柊平、佐藤 恒輝、手塚 大晴、布施 拓馬、
舟腰 宗平、松本 大河、遊佐 涼太

Sponsors スポンサーリスト

日本工業大学工友会、ヤマハ発動機、
BODY SHOP MASUDA、
ジュニアモーターパークquick羽生、はらっパーク宮代、
RSワタナベ、ダウ化工、
NITE埼玉産学交流会（事務局）、日信工業、
ソリッドワークスジャパン、高山商事、
AVO/ MoTeC Japan、ウェストレーシングカ－ズ、
冨士精密、和光ケミカル、SEKI、レイズ、NTN、
エフ・シー・シー、シルクマスター、ドクスタイル、
協永産業、栄鋼管、協和工業、日工テクノ、アイ・ア
ール・エス、グローバルエナジー、ファーストモールディング、
クリヤマ、忍機工、ガルーダ、オーテック鈴鹿、テラダ、
須藤 秀一、高田歯科、伊藤動物病院、萩原建設、
阿部技研、廿楽 一男、中村建設、プラスミュー、
PLUS-PLASTICS、大島オート、VI-grade、
トヨタレンタリース

Presentation プレゼンテーション マシン名：秋桜（cosmos）

　今年度車両は「正常進化」をコンセプトに車両製作を行いました。ホイールサイズは2013年度
と同様に10インチを採用し、ジオメトリーの見直しとデータの蓄積に力を入れました。ダンパー
ユニットはリンクレス・アウトボードとし、シンプルな機構で軽量な足まわりをめざしました。
　フレームは、軽量かつ低ヨー慣性モーメントであると共に整備性の向上にも取り組みました。大
会ではトラブルもなく全種目完走を果たし、高い信頼性を証明することができました。フレームの
構造面での進化に加え、マシンをより定量的に評価できるように、MoTeCによるようにデータロ
ギングシステムを搭載しました。このシステムの導入により今年度車両から得られたデータを来年
度への設計に生かしたいと考えております。また、これらの開発から「感覚的に良くなった」では
なく、定量的にどのように良くなったのかを確認することができるようになり、チームの設計ノウ
ハウを今後も発展させていくために必要な基盤を作ることができたのではないかと感じております。

http://ffnit.koyukai.com/
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39日本大学理工学部College of Science and Technology, Nihon University

雪辱を果たすための挑戦

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/39.html

円陣会
Engine Association

　1日目は第11回大会で上位を取ることができず優先車検を受ける事ができなかったので、車検
のために確認を入念に行いました。2日目からは日程的に厳しく、デザイン審査の後に車検、コス
ト審査と続き、休む間もなく過ぎて行きました。車検は指摘項目が3つ程度に収まり、1回目の再
車検で通過することができました。去年順位を落とす要因となったブレーキテストは日程管理がう
まくいったことにより確認ができていたため、1回目で通過することができました。
　3日目からはプラクティスを行いつつ動的審査のために調整を行っていきました。しかしエンジ
ンの調子が悪くなり再始動ができない状態になってしまいました。それによりタイムは残ったもの
の、アクセラレーションとスキッドパッドのどちらも2周目を走る事ができませんでした。午後の
オートクロスではコースの奥でスピンをしてしまい、走行復帰ができなくエンデュランスの走行が
できないところでしたが、審査員方の計らいで回収をさせてもらいタイムを残すことができました。
　4日目は悪天候で走行順の変更がありましたが無事エンデュランスに望めました。しかしドライ
バーチェンジ時にエンジンオイルの漏れがあり、リタイヤという形になってしまいました。静的審
査は3種目とも点数が上がり、順位も大きく上げることができました。その結果があった分、エン
デュランスでの未完走が悔やまれる結果となってしまいました。総合順位は41位となり、去年の
雪辱を果たすことはできずに終わってしまいました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合41位

Profi le チーム紹介・今までの活動

日本大学理工学部円陣会は、1952年（昭和
27年）に発足した歴史のあるチームになりました。
学生が主体となり物づくりをするという方針のもと、
さまざまな競技に出場したサークルです。現在は自
動車技術会主催である全日本 学生フォーミュラ大
会に12年連続出場しています。

Team-member チームメンバー

宇都宮 真幸（CP）
星野 倫彦（FA）、伊藤 直人、宇田 拓樹、
大原 洋貴、小野 真嗣、大久保 貴章、
北林 和也、小牧 安樹、須賀 竜一、菅谷 貴大、
羽生 圭佑．林 優太、高畑 周平、瀧澤 勇輔、
池田 龍哉、菅田 颯、今泉 雄斗、清代 大気、
織田 真裕、近藤 拓輝、大竹 出、高野 峻太郎、
落合 亮、大塚 耀太

Sponsors スポンサーリスト

ヤマハ発動機、ソフトウェアクレイドル、三協マテリアル、
太洋、アール産業牧、和光ケミカル、デビルテクニカ、
日本発条、スズキ、小原歯車工業、光研電化、
城南キー、プロト、SPSアンブラコ、
ソリッドワークス・ジャパン、NOK、大同工業、NTN、
日産自動車、本田技研、F.C.C.、VSN、ミスミ、
DECK MECHANICAL POWER、
SEVENTH NIGTH、プラスミュー、三和メッキ、
RS-Watanabe、ミネベア、ヒューチャーテクノロジー、
協和石油ルブリカンツ、重松製作所、ジョブテシオ

Presentation プレゼンテーション マシン名：NU-CST/012

　今期は第11回大会の反省点を踏まえた上で新たな試みを導入し、上位入賞をめざしました。サ
スペンション班は操作性の向上として逆アッカーマンを新規に導入し、パーツではペダルのユニッ
ト化を行いました。エンジン班は動的実験を行うことでデータ取得を行い、パーツはインテイクマ
ニホールドを樹脂で製作しました。フレーム班はドライバースペースの確保と剛性バランスを意識
して製作しました。
　昨年はブレーキテストを通過するのに時間がかかってしまい、動的審査2種目に出場することが
できず、大きく順位を落とす結果になりました。これは日程どおりに製作が進まず、確認ができな
かったことが原因だと考えました。今期は日程管理に重きを置き、製作での遅れが発生しないよう
に活動しました。その成果もあり、今期は予定どおり5月にシェイクダウンをすることができ、確
認と走行時間を多く取ることができました。
　静的審査は役割分担をしっかりと決め、時間をかけて活動しました。デザインは第11回大会で
フィードバックを受けたことでレポートとパネルの完成度を上げました。プレゼンテーションは前
回のものをベースに改良を加え多くの人に見せることで意見を取り入れました。コストは方針を決
め、静的交流会での意見を生かし製作をし、リアルケースは資料作りから徹底しました。

http://enginekai000.web.fc2.com
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40九州工業大学Kyushu Institute of Technology

10回目の挑戦

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/40.html

KIT-formula
KIT-formula
http://formula.mech.kyutech.ac.jp/~formula/kitformula/index.html

　大会初日のプレゼンテーション審査では、発表の内容や構成、練習が未熟であり、22位と昨年
度よりも順位を落とす結果となってしまいました。昨年度-100点のペナルティをもらったコスト
審査では、日程管理の強化や分かりやすい裏付け資料を作成したこともあり、9位と躍進すること
ができました。またデザイン審査でも、過去最高の順位を獲得することができ、これまで苦手とし
てきた静的審査で結果を残すことができました。
　技術車検では、昨年度同様修正個所ひとつと、惜しくも一発合格とはなりませんでしたが、大き
な修正がなかったことは、チームの車検適応力が向上している証だと思います。また、昨年度苦戦
した騒音試験とブレーキ試験は、チーム内で何度もテストを重ねていたため、どちらも一発で合格
することができました。
　車検をスムーズに通過できたため、昨年度出場できなかったアクセラレーション、スキッドパッ
ドに出場することができ、スキッドパッドでは12位と好成績を残すことができました。オートク
ロスでも目標タイムを達成しましたが、惜しくもAグループに残ることができませんでした。エン
デュランスでは、雨天での出走となってしまい、タイムが伸びない上、水温の低い状態で走ること
となり、17周目途中でガス欠によりリタイヤとなってしまいました。
　今年度は、マシンの早期完成や静的審査での好成績など、上位入賞の期待が大きかった分、エン
デュランスを完走できなかったことは非常に悔しいです。来年はよりハイレベルなマシンを製作し
上位入賞をめざします。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合29位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私たちKIT-formula、2004年に発足し、全日本
学生フォーミュラ大会には翌年の第3回大会から
毎年出場しています。2011年の第9回大会では
総合9位と初のトップ10入りを果たしました。今
年度はマシンコンセプトを「高い信頼性」と定め、
大会で実力を発揮できるマシンをめざして活動を行
いました。

Team-member チームメンバー

木村 哦竜（CP）
河部 徹（FA）、森 直樹（FA）、佐々山 浩二、
中村 允紀、山口 直人、松田 敦志、長 慶幸、
中川 朋哉、原口 貴大、松井 政憲、
後藤 由希考、大野 史希、小塚 悟史、
坂田 匠成、神野 佑也、宮崎 光徳、西行 響、
森井 勇作、吾郷 愛由、稲津 里香、岩渕 大允、
園田 慶太、曲淵 公紀、上野 友基、大友 晋輔、
中尾 薫平、中野 佑里香、村上 祐尉、
中根 寛史、山口 駿介

Sponsors スポンサーリスト

アールエーシー、石原ラジエーター工業所、
エア・ガシズ北九州、NTN、F.C.C.、オフィスケイ、
川崎重工業、キノクニエンタープライズ、
九州工業大学機械実習工場、協和工業、サイアン、
佐々木工業、榛葉鉄工所、住友電装、高田工業所、
ダウ化工、THK、トレイルバックス、深井製作所、
プライムガレージ、プロト、前田金属工業、マッハFC、
ミスミグループ本社、ミネベア、ミヤキ、明専会、
やまと興業、ヤマナカゴーキン、
レーシングサービスワタナベ、和光ケミカル (50音順)

Presentation プレゼンテーション マシン名：KMR-14

　今年度は、チームの弱みであったマネージメントの強化に努め、総合順位10位以上を目標として、
活動を行ってきました。また、昨年度、一昨年度にマシンの不調によって思うような成績が残せて
いない事などから、マシンコンセプトを「高い信頼性」と定め、トラブルが少なく、大会で本来の
実力を発揮できるマシンの製作をめざしました。
　昨年度は当初の予定から1ヶ月以上遅れた5月にシェイクダウンを行い、パーツも前年度のもの
を流用したものが多く、完成度の低いものでした。これらのことから、完成度の高いマシンの早期
完成が重要であり、そのためには日程管理の徹底が必須であると考えました。そこで、今年度は新
しくマネージメント班を設け、そのマネージメント班を中心に、毎週のミーティングでの進捗報告、
早い段階での各パーツの設計方針の明確化やレイアウトの検討などを行い、進捗管理、日程管理の
徹底を図りました。
　その結果、今年はチーム初となる4月中にシェイクダウンを行うことができました。残念ながら
全てのパーツが今年度のものではありませんでしたが、例年よりも完成度の高いシェイクダウンを
行うことができ、余裕を持って静的審査書類の作成やマシンの改良、テスト走行を行うことができ
ました。走行練習を多く行ったことで、例年よりも完成度の高いマシンを製作することができました。



71

41大阪工業大学Osaka Institute of Technology

エンデュランスリタイア
反省を生かしきるために

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/41.html

オーアイティ レーシングチーム レガリア
O.I.T. Racing Team REGALIA
http://oitregalia.web.fc2.com/

　大会前の走行会で、性能向上のために新規採用した部品や、軽量化を推し進めた結果強度不足と
なってしまった部品でトラブルが起こっていました。大会までにできる限りの修正を行ってきまし
たが、大会1週間前に再製作した部品もあり、非常に不安な状態での参加となりました。
　車検では指摘事項が1項目と、昨年に比べて少なくなったものの、走行会で起こっていた問題点
を修正しきれていなかった点を指摘され、再度車検を受けることになってしまいました。
　2日目には技術車検を通過することができ、騒音試験では問題が発生したもののチルト・ブレー
キテストを順調に終えることができました。アクセラレーション・スキットパッドでは各ドライ
バーの走行後に点検を行い問題がないことを確認して走行に臨みました。オートクロスも無事に終
え、残すはエンデュランスのみとなりました。
　しかし、エンデュランス4周目でエンジンが破損し走行できない状態になってしまいました。原
因は新しく導入した部品の破損によるものでした。
　昨年度のエンデュランスリタイアを経験して「信頼性」がいかに重要であるかを理解し、その向
上に努めてきたつもりでしたが、今回のこの結果からまだ信頼性についての認識や努力が足りな
かったことを思い知らされました。
　来年度は昨年度と今年度の反省と悔しさをばねに、今年度以上に信頼性の向上に重点を置きエン
デュランス完走を果たしたいと思います。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合40位

Profi le チーム紹介・今までの活動

我々、大阪工業大学学生フォーミュラSAEプロジ
ェクトは、2007年発足時よりのポリシーである「何
より経験を」をもとに全員が設計を行い、全員で
製作をしているチームです。そのためか日程が大き
く遅れてしまうこともありますが、結果的にメンバー
全員が順調に成長しています。

Team-member チームメンバー

上野 仁志（CP）
桑原 一成(FA)、釣本 聖司(FA)、上野 徹、
福塚 啓司、今北 直志、水谷 侑司、長尾 将幸、
高井 健太、杉本 裕文、塚原 宏彬、前田 擁平、
佐藤 彰、西村 尚記、加藤 貴大、岡 慎一郎、
河野 克哉、澤田 拓未、長瀬 壱成、山下 弘生、
小山 浩史、森村 亮太、黒木 遥加、末藤 玲奈、
邢 尚子、鳥居 雅輝、田口 大稀、今榮 仁志、
平尾 拓也、窪田 勝哉、金子 匠、片山 英太郎、
山口 友輔、鳥巣 仁

Sponsors スポンサーリスト

スズキ、ゼネテック、ソリッドワークスジャパン、
オーゼットジャパン、舞洲インフィニティサーキット、NTN、
日信工業、オカノブラスト、エムシーエス、ダウ化工、
日本オイルポンプ、深井製作所、シグナル、
大阪バネ工業、NUTEC、大阪フォーミング、
東日製作所、アールエーシー、タカタサービス、住友電装、
オーエスジー、デンソー、F.C.C.、興研、やまわ、
協和工業、グループ・エム、ワークスベル、ソフトプレン、
制動屋、NANIWAYA、大東ラジエーター、U工房、
日双工業、モリヤスアイアンワークス、CAST、
ノースヒルズ、XAMジャパン、日本ヴイアイグレイド

Presentation プレゼンテーション マシン名：REG07

　今年度私たちはチーム全員が一丸となって設計を行うことで、車両性能を向上させることをめざ
しました。設計においてメンバーが一丸となるためには全てのパートに共通する、明確な目標が必
要であると考えました。そこでマシンコンセプトを「Common Target ～バネ上とバネ下のコラボ
レーション」とし、共通目標であるCommon Targetとして車両重量に注目しました。
　車両総重量から各パートの目標重量を決定し、メンバー全員がその重量を達成するため軽量化を
行ってきました。またサスペンション班では、重量をさらにバネ上重量とバネ下重量に分けるこ
とでより正確に荷重移動量を把握しスキットパッドにおけるコーナリング性能の向上を図りまし
た。パワートレイン班では重量とアクセラレーションの目標タイムからエンジントルクの算出を行
い、吸入空気量の向上をはじめとした高効率化による最高出力の向上と中速でのフラットトルク化
を行いました。
　その結果、目標としていたスキッドパッド・アクセラレーションで昨年の車両を上まわる性能の
マシンに仕上げることができました。これもメンバー個人がパートごとでの性能を考えるだけでな
く、チームとして車両全体の性能を考え設計できたことにより実現できたものであったと思います。
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42静岡理工科大学Shizuoka Institute of Science and Technology

表彰台をめざして

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/42.html

静岡理工科大学フォーミュラプロジェクト
SIST Formula Project

　大会が始まり、早い段階で車検を完了させ、全体の車両運行の流れをつかむため、車検のキャン
セル待ちを行い、初日のうちに機械車検を受けることができました。大会2日目に残ったブレーキ
テスト、チルト、騒音を順調に通過し、全車検項目を通過しました。
　大会3日目は動的審査がスタートし、1stドライバー、2ndドライバーでアクセラレーション、
スキッドパッドの走行を行い、記録を残すことができました。2名とも2年生ドライバーで初参戦
でしたが、落ち着いて走行を行いました。午後のオートクロスでは、1st、2ndドライバーの走行
を終え、本学ベストタイムは61.565秒の記録を残しました。このオートクロスのタイムによりエ
ンデュランスオーダーがBクラスとなり、大会4日目の一番手での出走となりました。
　迎えた大会4日目はあいにくの悪天候で激しい雷雨が発生し、出走できたのは予定より2時間
50分遅れてのスタートでした。レインコンディションの影響によりタイムが思うように伸びず、
実力を充分に発揮できませんでした。しかし1stドライバー、2ndドライバーともに安定した走り
を見せ、無事にエンデュランス完走を果たすことができました。
　この結果により昨年度よりも高い順位を獲得することができましたが、目標である表彰台圏内に
は遠く及ばない結果となってしまいました。これに満足することなく来年度以降もさらなるタイム
の追求と静的審査の強化を行い、来年こそは表彰台、さらには総合優勝を目指して努力していきます。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合24位　●日本自動車工業会会長賞
●スポーツマンシップ賞

Profi le チーム紹介・今までの活動

私たちのチームは2006年から全日本フォーミュラ
大会に参加しており、今年で9年目のチームです。
本チームの特徴は第8回大会以降毎年、ICV車
両とEV車両の2台を1年で製作していること、日
本一大会会場に近い学校として、学生フォーミュ
ラや本チームの活動を地域の皆様にPRしています。

Team-member チームメンバー

宮野 公美子（CP）
高林 新治(FA)、見原 滉二、埋田 祐希、
前田 幸宏、千頭和 優斗、外山 佑輔、
大坪 恭平、石井 はるか、川合 貴士、杉山 尚也、
鈴木 和輝、鈴木 一輝、鈴木 恭介、竹内 佑真、
堀江 貴博、松本 和也、山本 匠、木村 駿吾、
一木 龍也、大森 拳弥、坂本 和也、杉本 善雄、
高橋 亮介、袴田 渉馬、古山 詩紋、牧野 駿、
松島 資明、水島 永雅、渡邉 恵佑、海野 萌

Sponsors スポンサーリスト

スズキ、榛葉鉄工所、ダイキン工業、富士ゼロックス、
小楠金属工業、ベルキャリエール、ユニバンス、東芝、
富士コミュニケーションズ、SHOEI、鈴与商事、NTN、
ソリッドワークス･ジャパン、AVO/MoTec JAPAN、
NSKワーナー、住友電装、大同工業、鳥居自動車整備、
オエティカジャパン、深井製作所、プロトラッド、東洋電
機製造、協和工業、関ものづくり研究所、
センサータ･テクノロジーズジャパン、エヌ･エム･ビー販売、
ユタカ技研、鈴与システムテクノロジー、協永産業、
小糸製作所、イグス、イーアンドイーシステム、THK、
アールエスコンポーネンツ、アイ･アール･エス、ISK、
ローランドディー.ジー.、鈴与マテリアル、ザム･ジャパン、
ウエストレーシングカーズ、タイコエレクトロニクスジャパン、
CAST

Presentation プレゼンテーション マシン名：SFP14

　2014年度チーム車輌（以下、SFP14）は「シンプルなマシン」をメインコンセプトとし、ドライバー
が運転しやすく作業者が整備しやすいという車両の「扱いやすさ」と、車両の作り手である生産者
が製作しやすい車両となるよう「生産性」を重点に置き設計した。顧客であるアマチュアのドライ
バーにとって手の届く価格で運転しやすいということ、自分たちチーム（企業）が車両を製作・整
備を依頼する場合、作業者にとって低コストで加工工程が少なく整備しやすいということ、両方の
目線での「シンプル」を追求した。サスペンションでは部品点数を減らし、生産性の向上に努めた。
フレームでは曲げパイプを多用することで部品点数を減らし、溶接箇所を減らすことで生産性と信
頼性を高めた。またトラブルの多かったデフマウント固定部にはS45Cのブロックを用いることで
信頼性を高めた。インテリアとしてはステアリングポジションを3段階まで調整可能とし、身長差
のあるドライバーでも扱いやすいように設計した。パワートレインについては「扱いやすさ」とい
う点で、スーパーチャージャー(以下、S/C)を採用した。全日本学生フォーミュラではコースが年々
テクニカルになっている傾向にあるため、S/Cのメリットであるレスポンスの良さ、低回転域で
の出力向上を理由とし採用した。

http://www.sist.ac.jp/club/f-sae/
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43近畿大学Kinki University

悔しさ残る大会

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/43.html

近畿大学フォーミュラプロジェクト
Kinki university formula project
http://dantai.kindai.ac.jp/rikou-jidoken.html

　今大会では、総合順位10位を目標に大会に臨みましたが、結果としては程遠い結果となってし
まいました。オートクロスは走り切ったものの、天候の関係でエンデュランス走行ができなかった
こともあり大きく順位を落とす結果となってしまいました。大会全体を終えて、原因や反省点は多
く一概にはいえませんが、大きくは車両完成の遅れによる走行練習の不足、車両重量の大幅な増加
と考えます。
　車両完成の時期については、前年度大会でも問題点であったので新チーム開始時に細かい予定を
立て、綿密なスケジュール管理を行ってきました。しかし、完成後エンジン乗せ換えをしなければ
ならなくなり大きく時間を失ってしまいました。エンジンに大きく手を加えている近畿大学では、
大会直前でのエンジントラブルの問題からNA化も視野に入れていましたが、今年度目標からスー
パーチャージャー、ドライサンプ等必要と判断しました。車両重量に関しては、チーム全体として
甘くみていたことを思い知らされる結果となりました。結果的に動的審査の得点を大きく落として
しまいました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合51位

Profi le チーム紹介・今までの活動

近畿大学フォーミュラプロジェクトは2003年発足
し第2回大会から参加を続けています。チームメン
バーは学部2、3 年生が中心となって活動を行っ
ています。チームとしては、上位獲得にむけて可
能性のある物は積極的に新たな開発を行う方針で
す。

Team-member チームメンバー

堀山 敦司（CP）
梶原 伸治（FA）、宮河 貴士、村田 景亮、
石高 悠輝、口塚 尚宏、藤本 和紀、福岡 忠将、
本郷 裕也、田中 修平、山崎 慶法、
花木 創士郎、原田 英明、中村 紫苑、長谷川 歩、
藤橋 卓也、竹内 彰宏、木村 文哉、
和多野 良祐、志村 慎太郎、藤田 岳、池 智、陳、
遠藤 正規、真田 大地、増田 優治

Sponsors スポンサーリスト

礎、今中鋼材、ウエストレーシングカーズ、NTN、
AVO MoTeC Japan、エムエスシーソフトウェア、
F.C.C.、Ｆレンタカー、オフィススリーワークス、
川崎重工業、キノクニエンタープライズ、
桑原インターナショナル、サンスター、住友電装、
ソフトウェアクレイドル、ソリッドワークス・ジャパン、
大東コーポレーション、大東ラジエーター工業所、
ダイハツ工業、ダイヘン、D.I.D、東京アールアンドデー、
東日製作所、トライアル、ニツコー熔材工業、日信工業、
日ポリ化工、光スロッター工作所、VSN、ミスミ、
三宅工業、名阪スポーツランド、やまと興業、
山本金属製作所、ユタカ技研、和光ケミカル、22

Presentation プレゼンテーション マシン名：KFR-11

　今年度KFR-11は大会上位成績を残すため「最高のドライバビリティ」をコンセプトに開発を行
いました。近畿大学では2、3年生が中心となり人数の関係もあり、ドライバー育成の時間確保に
制限があります。ドライバーが車両の状態を把握しやすく、フィードバックを確実に得られる車両
をめざしました。
　そこで、誰が乗ってもコンスタントに乗りやすく速い車両開発が絶対条件となります。そのため、
車両では、シミュレーターを用いた理想重量配分を設定、幅広いエンジントルクの獲得をめざして
のスーパーチャージャーの採用、電磁シフト、自作デファレンシャルギヤカバー、エアロカウル（ア
ンダーパネル）等の採用を決定しました。
　結果的に、歴代最高のエンジン出力の獲得に加え、走行性能の向上に成功しました。また、ラジ
エター、スプロケット等のパーツにもオリジナルの設計を用い、信頼性向上をめざしました。
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44岐阜大学Gifu University

第12回大会を終えて

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/44.html

岐阜大学フォーミュラJSAEプロジェクトGFR
Gifu University formula JSAE project GFR

　設計、製作をするノウハウを新メンバーへとうまく伝承できず、両者ともに時間がかかり、予定
していたシェイクダウンの日程を大幅に遅らせてしまい、7月の中旬となってしまいました。走行
機会も非常に少なくセッティングをすることができないままに大会を迎える事になってしまいまし
た。
　大会では、静的審査への対策が不十分であり、コスト、プレゼンテーション、デザイン全ての審査で、
昨年度よりも点数を落とす結果となってしまいました。このような結果となった原因には、事前資
料の出来が大きく関与していると思い、来年は高得点を取れるような事前資料の作成を心がけてい
こうと思います。
　技術車検は、前日までに対策を行いましたが、再車検となってしまいました。他にもブレーキ、
騒音テストでも通過するのに時間がかかりましたが、大会2日目終了までに車検全てを通すことが
できたのは良かったと思います。
　動的種目では、アクセラレーション、スキッドパッド、オートクロスを走ることはできましたが、
エンデュランス未出走という結果に終わりました。出走まであと2校、オートクロスが1秒速けれ
ば…と考えると非常に悔しさの残るものとなってしまいましたが、今年度自分たちの行動が積み重
なってのこの結果であると考え、この悔しさをバネに来年こそ上位進出ができるよう頑張っていき
たいと思います。
　最後になりましたが、このような貴重な経験をできる場を与えていただきました、また、活動を
支えていただきましたスポンサー、大会関係者、大学関係者、OBの方々にはこの場をお借りして
心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合53位

Profi le チーム紹介・今までの活動

岐阜大学フォーミュラJSAEプロジェクトGFRは
2005年に創設されました。第11回での大会成
績は46位という結果でしたが、アクセラレーション
6位という、プロジェクト初の動的種目10位以内
入賞を達成できました。エンデュランス完走を達成
し、点数を伸ばすためGFR013を改良し、第12
回大会に臨みました。

Team-member チームメンバー

堤 貴文（CP）
井原 禎貴（FA1)、菊地 聡（FA2）、大矢 武明、
岡田 和樹、面川 真輝、川田 貴斗、久野 あい理、
熊谷 匠起、寺嶋 薫、坂野 達也、八木 将起、
安藤 健斗、伊佐地 範之、奥山 翔太、
國井 翔太、倉田 将成、黒田 豪、榊原 叶子、
清水 大智、古橋 未悠

Sponsors スポンサーリスト

スズキ、榛葉鉄工所、シー・シー・アイ、
光製作所マキタ、大同DMソリューション、ミスミ、
日信工業、古河電池、F.C.C.、鍋屋バイテック、
野口装美、岩田製作所、大同工業、近藤科学、
NTN、深井製作所、服部溶接所、
キノクニエンタープライズ、エービーシー、
ソリッドワークスジャパン、日本発条、トリニティ、住友電装、
岐阜ギヤー工業、ツゲプラセス、岡本・ナベヤ、
オスコ産業、太平洋工業、岐阜車体工業、トヨタ、
アルテアエンジニアリング、小熊製作所

Presentation プレゼンテーション マシン名：GFR014

　昨年度は、シャシーダイナモやエンジンベンチで最適な燃料マップを作成することで、マシンの
自由な加速及び高速走行が可能になりました。そのため、これまでの低負荷の状態では現れなかっ
た問題が顕在化するようになりました。特にエンジンの出力を伝達するパーツの破損が多く見られ、
昨年度エンデュランス審査では、ドライブシャフトの破断により完走することができませんでした。
　そこで、GFR014車両の設計コンセプトを「信頼性」とし、エンデュランス審査を完走するこ
とのできるマシンを目標に、昨年度までの静的、動的種目の点数に、エンデュランスを完走させる
ことで、上位入賞をめざしました。
　「信頼性」を達成するために、昨年度何度も壊れてしまったドライブトレインを、2段減速から1
段減速へ、ドライブシャフトを中空から中実へ変更等々、重量増となりますが、途中で破損してし
まうことなく最後まで走りきれるようなマシンにすることをチーム全体で心がけ、設計製作を行い
ました。

http://comb.mech.gifu-u.ac.jp/formula/
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45千葉大学Chiba University

第12回大会を終えて

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/45.html

千葉大学フォーミュラプロジェクト
Chiba University Formula Project

　今回の大会は、CarNo.45をつけて参戦することとなり、前日車検もなく日程的に厳しいのでは
ないかと考えられました。ですので、この1年間計画的にプロジェクトを進めてきたのと同様かそ
れ以上に徹底的に大会での動きを確認したうえで大会本番に臨みました。
　大会2日目の午前中、技術車検でつまずくことが心配でしたが無事一発で合格し、その後のブレー
キテストなども順調にこなすことができ、午後から控えていた静的審査に余裕をもって参加できま
した。
　3日目、アクセラレーションでは5位と良い結果を残すことはできましたが、スキットパッドで
は以前、試走会で出したタイムより落ちてしまい悔いの残る結果となってしまいました。また、オー
トクロスでは、エンデュランスAクラスにぎりぎり食い込めたので大会最終日に出走できることに
なりました。大会最終日のエンデュランスをトラブルなく完走することはでき、昨年成し遂げられ
なかった全種目完走は達成できましたが、総合11位と総合表彰台にはまだまだ届きませんでした。
　私たちとしましては、大会に万全を期して車両を持ち込めたと考えていましたが足まわりのセッ
ティングが決まり切っていないなど未熟な部分は多々あり、上位の車両と比べると大きな差がある
ことを痛感させられました。今後はよりいっそう車両に磨きをかけ、現状に満足することなくより
上位をめざしていこうと思います。
　最後になりましたが、この1年間ご支援ご協力していただいたスポンサーの皆様、大学関係者の
皆様、またこのような大会を開催していただいた大会関係者の皆様に心よりお礼申し上げます。誠
にありがとうございました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合11位　●日本自動車工業会会長賞
●ジャンプアップ賞3位

Profi le チーム紹介・今までの活動

2004年8月に発足し、今年で10回目の参戦と
なります。今大会は学部生を中心とした22名で
参加しており、大学のカリキュラムの中では体験す
ることのできない企画から販売までのものづくりの
本質を経験するとともに、千葉大学としてのオリジ
ナリティーを発揮することを目的としています。

Team-member チームメンバー

桂 祐樹（CP）
森吉 泰生（FA）、小山 秀夫（FA）、河野 一義
（FA）、鐘ヶ江 優、伊田 征生、稲垣 友梨、
上野 涼、大倉 僚馬、川越 裕斗、桐井 理、
角田 有、湧井 紀光、石本 祥之、小川 和也、
浅川 瑞光、石塚 祐也、日下 直哉、小泉 咲人、
菅谷 涼太、永島 拓己、森 彩香、矢作 祐輔、
吉田 直人、渡口 ひかり

Sponsors スポンサーリスト

Altrack、出光興産、エヌ・エム・ビー販売、NTN、
日栄学園日本自動車学校、IHI、今村商事、F.C.C.、
キノクニエンタープライズ、日下製作所、城南キー、
デンソー、トーキン、東日製作所、トヨタレンタリース千葉、
ハイレックスコーポレーション、深井製作所、ミスミ、
メタルワークス、ユタカ技研、レイズ、ワークスベル、
協和工業、京葉ベンド、サイバネットシステム、
新宿ラヂエーター、スーパーオートバックス市川、
住鉱潤滑、住友電装、ソリッドワークス・ジャパン、
ダウ化工、タカタ、千葉大学工学部同窓会、
東北ラヂエーター、トップラインプロダクト、日信工業、
日本精工(NSK)、日本発条、ビルドダメージ、
丸紅情報システムズ、ヤマハ発動機、葵不動産、
茂原ツインサーキット、レイクラフトレーシングサービス
【SpecialThanks】千葉大学工学部、
千葉大学工学部実習工場、千葉大学自動車部、
千葉大学フォーミュラプロジェクトOBOG、
ホンダマイスタークラブ、レーシングガレージENOMOTO　
※五十音順

Presentation プレゼンテーション マシン名：CF14

　私たち千葉大学フォーミュラプロジェクトは、昨年度達成することができなかった全種目完走
はもとより、総合表彰台をめざし、この1年間活動してきました。そのためコンセプトを「Car×
Fun～モータースポーツに参加する魅力をより多くの人に～」と定め、信頼性・整備性・生産性の
達成により、車両に高いドライバビリティーと豊富なセッティング幅を持たせ、誰もが安心して楽
しめる車両をめざしました。2014年度のプロジェクトでは、それを達成するため早期の車両完成
と綿密な走行計画を立て、大会を含めて500kmを超える距離を走破できました。
　車両開発に関して、ターボチャージャーを取り外し2011年大会以来のNAでのパワートレイ
ンで臨みました。シャシーダイナモを用いて得たデータから吸気系を設計し、開発初期に比べて
10％の出力を向上させ、また電磁シフター、トラクションコントロール、燃料カットなどの電子
制御を有効的に活用することで大幅にアクセラレーションのタイムと燃費の得点を伸ばしました。
シャシーに関しましても、ばねレート、ロール剛性、ブレーキバランスに注目して開発を行い、試
走会においてさまざまなサスペンションのセッティングを試したことで、結果4輪の接地性が大き
く改善し急激な姿勢変化を抑制しました。

http://www.chiba-formula.com/



76

46新潟大学Niigata University

NU-14としての挑戦

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/46.html

NEXT. Formula Project
NEXT. Formula Project

　大会直前の車両の調整については、これまでを上まわるものでした。データからも、ドライバー
の感想からもそれらが裏付けられました。そんな車両を携え、大会に臨みました。
　初日、2日目と順調に静的審査をこなしました。今年は、他大学との交流ができ、情報交換がで
きました。さらに、昨年の静的審査において、プレゼンテーションとデザインについては、軒並み
点数が悪かったので、内容・対策は充分に行いました。それが功を奏してか、静的審査3項目につ
いては、上々の成績を上げることができました。
　一方、車両についてですが、2日目に無事、車検を通すことができ、チルトも消化できました。
しかし、騒音・ブレーキテストのためにエンジンをかけようとしましたが、かかりません。さらに
は、燃料タンク上部から、燃料の滲みが見られました。燃料タンクについては、修理工房で何とか
修理できましたが、エンジンの始動についての今回の症状は、今まで見たことがありませんでした。
修正を試みましたが、ECU関連部品が壊れていたことが原因でした。予備部品を持ち合わせてい
なかったので、動的審査のリタイヤを決断しました。
　大会前の調整が順調に行っていただけに「もしも走れていたら」と考えると、悔しくて言葉にな
りません。危機管理や準備に対して、チームとして足りなかったのだと思います。
　結果、総合56位でした。目標としていた全種目完走・上位入賞は来年以降におあずけです。ま
だまだ「チーム力」が足りないのだと実感しました。「来年こそ全種目完走。」悔しさを胸に約束し
ました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合56位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私達、新潟大学 NEXT. Formula Project は、
実践的講義の一環として、スタートしました。
2008年に正式に当プロジェクトが発足し、日本
大会においては第7回大会より参戦し、第9回大
会では初の全種目完走、ジャンプアップ賞、総合
20位と大きく飛躍を遂げました。今年で6年連続、
6回目の出場になります。

Team-member チームメンバー

鈴木 寛人（CP）
田村 武夫(FA),羽田 卓史(FA)、池浦 正人、
奥田 健志、小倉 祐樹、保坂 晃成、山菅 健、
伊藤 迅平、吉田 竜也、阿部 正史、押田 美沙、
石本 雅人、小川 稜太、富田 亮、中俣 知大、
前田 義貴、松澤 知行、森 滉平、八幡 和典、
山田 泰輔、稲垣 祐介、稲村 拓也、遠藤 寛幸、
木藤 潤、小松 諒平、繁山 稜、高倉 陸椰、
平久江 裕貴、渡邊 輝之

Sponsors スポンサーリスト

スズキ、ニイガタ・ローディング・システムズ、テック長沢、
住友ゴム工業、和光ケミカル、NTN、日信工業、ミスミ、
ソリッドワークス、キノクニエンタープライズ、
マルト長谷川工作所、VSN、サカモトエンジニアリング、
住友電装、昭和電工、浪速鉄工、砂山製作所、
レーシング サービス ワタナベ、大同工業、エステーリンク、
難波製作所、クールナッツ、MoTeC Japan、
新潟大学工学部工学力教育センター

Presentation プレゼンテーション マシン名：NU-14

　これまで5年間の大会での経験や、チーム力を考えたとき、圧倒的な「速さ」が私たちのチーム
には足りませんでした。他にも、「上位チームと何が違い、何が足りないのか」このことをひたむ
きに考え、出た結論が「何事も貪欲に。自分たちの無力さを知り、基本的なことを見直す」ことと
なりました。「なぜ。どうして。」チームひとりひとりが考え、1台のNU-14を製作してきました。
　NU-14のコンセプトは「オートクロスの追求」とし、加速・旋回での車両性能におけるボトムアッ
プを図りました。パワートレイン系においては、「コーナー脱出時の鋭い加速性能」を達成するべ
く、回転数と使用ギヤより、ピークトルク回転数を設定し、吸排気系を中心に習熟を重ねてきまし
た。シャシー系においては、「コーナリング挙動の安定化」を目標に掲げ、ロール挙動や、タイヤ
の接地性という観点から、設計にアプローチしてきました。特に「動くサスペンション」にするに
はどうしたらよいか、ばね定数、ロール剛性などさまざまな要素を検討し、サスペンション性能を
充分に生かすことのできるように取り組んできました。
　また、私たちは学生フォーミュラの活動以外でも「カーボンオフセット」という考えの下、ボラ
ンティアの皆様と協力させていただきながら、植樹・森林保全活動を行っています。植樹活動も、
当チームの特徴のひとつです。

http://www.eng.niigata-u.ac.jp/~next-fp/
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47福井大学University of Fukui

第12回大会を終えて

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/47.html

福井大学フォーミュラカー製作プロジェクト
University of Fukui Formula Car Racing Club

　今年度は総合20位入りを目標に大会に挑みました。日程管理の甘さや主力メンバー数名が途中
で退部したこともあり、シェイクダウンが遅れて6月後半となってしまいました。今年度はエンジ
ンを新調したためトラブルが多くなると考えていましたが、初走行時のクラッチトラブル以外は大
きなトラブルに遭うことなく試走を重ねることができました。そのため、セッティングや部品の改
良に時間を割くことができ、昨年度よりも良い体制で大会の日を迎えました。
　大会初日はデザイン審査、そして2日目は車検、コストとプレゼンテーション審査といった流れ
でした。今年度は全種目に出場するには車検は一度で合格する必要がありました。その準備を優先
的に行ってきたことで、技術車検や各試験を一回で合格することができました。しかし、車検を優
先したあまり静的審査の作りこみが不足してしまい目標には大きく届かず、不甲斐なさを感じまし
た。
　また、3日目の動的種目についてはしっかり準備できたにも関わらず、思うような得点にはなら
ずマシンの完成度が他のチームから遅れをとっていることを痛感しました。また、4日目のエンデュ
ランスではエンジントラブルにより18周目でリタイヤとなり、あともう少しで完走できただけに
悔いの残る結果でした。総合順位は目標には届かず39位という結果でした。この悔しさを晴らす
べく次の大会に挑みます。
　最後にチームを応援、支援してくださった大学関係者の方々、スポンサーの方々にこの場を借り
て御礼を申し上げたいと思います。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合39位
●スポーツマンシップ賞

Profi le チーム紹介・今までの活動

福井大学フォーミュラカー製作プロジェクトは2005
年に発足し、今大会で9回目の参戦となります。
本プロジェクトでは、授業の場では経験することの
できない経験を通して、エンジニアとしての総合的
なスキルの向上をめざしております。今大会は総
合20位以内を目標に活動してきました。

Team-member チームメンバー

高倉 涼（CP）
新谷 真功（FA）、川崎 孝俊（FA）、高見 知秀、
小竹 将貴、吉村 駿吾、藤井 翔悟、種田 和弘、
向井 涼、山口 和哉、林 克洋、南部 雅貴、
鎌田 チヒロ、日下部 杏、塚田 真司、今井 達也、
佐藤 竜一、山本 拓哉、小原 怜大

Sponsors スポンサーリスト

ウエストレーシングカーズ、宇野歯車工業、A＆M貿易、
AVO/モーテックジャパン、NTN、江沼チェーン製作所、
F.C.C.、キノクニエンタープライズ、協和工業、
クイックアート、草島ラジエーター工業所、
桑原バイクワークス、神戸製鋼所、スズキ、
ソリッドワークスジャパンKK、タイヤガーデン福井、
タカスサーキット、テクノイル・ジャポン、日信工業、
VSN、ハイレックスコーポレーション、
福井大学工学部先端科学技術育成センター、
ブレニ̶技研、丸五ゴム工業、ミスミグループ本社、
吉岡幸、レイズ、S-GRID、アキラックス、住友電装、
福井商工会議所、深井製作所

Presentation プレゼンテーション マシン名：FRC14

　私達はマシンを所有する人が楽しめるクルマにしたいという思いから、コンセプトを「Pleasure」
としました。
　私達の考える「Pleasure」とは、ドライバーがレーシングカーを「所有する喜び」と「意のまま
に操る喜び」、「ランニングコスト」の3点です。これらをマシンに反映させるべく、走る姿を見た
人々を魅了する「美しさ」、ドライバーを虜にするレーシングカーとしての「快適性」、レーシング
カーに乗り続けるための「安心・経済性」といった3つの要素から「Pleasure」を追求しました。
　まず、快適といった観点からフレームの高剛性化を図りました。サスペンションからの入力によ
る最大応力を軽減することで、ねじりによるジオメトリー変化を抑制しています。また、サスペン
ションでは、ばね下重量の軽量化をしました。これにより、路面追従性の向上に貢献しています。次に、
安心・経済性といった観点から燃費の向上を図りました。ECUにMoTeCを採用したことで燃料マッ
プの適正化とともに、エンデュランスではアクセルオフ時に燃料カットするように設定できるよう
になりました。また、冷却性能の向上も図り、大会本番の出走待ちにも耐えられるようにラジエター
を拡大しました。さらに、美しさという観点からレーシングカーらしい排気音を作り出すべくマフ
ラーの自作にも挑んでいます。

http://fukui-frc.jimdo.com/
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48埼玉工業大学Saitama Institute of Technology

この悔しさを来年度に……

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/48.html

埼玉工業大学フォーミュラプロジェクト
SIT Formula Project
http://sitfoformula.wix.com/sitfp

　昨年度は、エンデュランスにおいてバッテリーの容量不足でふたりめのドライバーの4周目でリ
タイアという結果でした。きちんと走行練習を行ってマシンの耐久性を確認していればこのような
ことにならず悔しい大会となりました。
　そして今年度は、昨年度の悔しさをバネに全種目完走を目標に活動してきました。しかし、チー
ム内で問題が発生しマシンの設計や製作がうまく進まない時期があり、完成が遅れシェイクダウン
証明を提出することができませんでした。あと一歩でチーム創設以来の全種目完走ができたのにこ
のような形で今年度の大会が終わってしまいました。大会では、各審査へ出場することができなかっ
たのですが、知識向上のため自動車開発製作セミナー及びフォローアップ講座に参加しました。来
年度は、必ずシェイクダウン証明を提出できるようにスケジュールどおりにマシン設計・製作を行
い、大会では、全種目完走できるようにチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。
　最後に、1年間ご支援頂いたスポンサー様、大学関係者様ご期待に添えられず大変申し訳ありま
せんでした。来年度は、大会に出場できるように精進致します。暖かいご支援誠にありがとうござ
いました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合76位

Profi le チーム紹介・今までの活動

今年度で7回目の参加になります。例年、動的
審査へ出場ができないときが多くありました。昨年
度は、はじめて全種目出走しましたがエンデュラン
スでリタイアになってしまいました。今年こそは、昨
年度果たせなかった全種目完走をめざします。

Team-member チームメンバー

岡本 拓也（CP）
向井 竜二（FA）、鈴木 海斗、船山 広貴、
向井 寛貴、正木 敬弘、佐野 聡太、吉田 壮吾、
加治 秀知、富沢 大樹、米谷 洋明、今井 和希、
千把 朋也、青柳 祐希、堀本 岳海

Sponsors スポンサーリスト

スズキ、NTN、日信工業、大同工業、東洋電業、
デンソー、ローバル、不二越、新藤、山洞金物店、
重松製作所、三菱マテリアル、F.C.C.、
東京アールアンドデー、高周波精密、
ノリタケカンパニ-リミテド、岡田商事

Presentation プレゼンテーション マシン名：F-06

　今年度のマシンコンセプトは昨年度に引き続き「Feel my drive」です。運転の楽しさをたくさ
んの人に感じてもらえるようにしました。私たちが考える運転していて楽しい車とは、ドライバー
の意のままに車を操ることだと考えています。昨年度のマシンでは、パーシー対策不足でフロント
のオーバーハングが大きくなり、また各パートの解析が充分にされておらず重量が重くなった部品
や整備性が悪くセッティングに時間がかかる問題がありました。これらの影響により走行にドライ
バーに対して、視界の低下、セッティングが決まらない、反応が鈍いなどがあり、私たちのめざす
運転の楽しさを感じるマシンとは、遠いものとなってしまいました。
　そこで今年度のマシンは、このような箇所の見直しを行いました。オーバーハングは、ペダルの
レイアウトを変更し、フロントのフレームの長さを短くすることで小さくしました。フレーム及び
Aアームは、強度解析で最適なパイプ径やガセットの位置を決定しました。また新たにラックマウ
ントとベルククランクをアルミ削り出しで製作しました。今年度は、これらの改良によって私たち
の追い求める運転の楽しさをたくさんのドライバーに感じてもらえるマシンになっていると思いま
す。

yamada
長方形
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49金沢大学Kanazawa University

第12回大会を終えて

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/49.html

金沢大学フォーミュラ研究会
Kanazawa Univ. Formula R&D

　昨年度大会では動的審査に出場しましたがエンデュランス審査途中リタイアという結果でした。
この悔しさを糧に、第12回大会では車両をフルモデルチェンジし、チーム一同1年間努力して参
りました。
　今年も引き続き人数の少ない中での車両製作を行うこととなり、また一から車両を製作するのは
初めてのメンバーがほとんでであったため予想外のトラブルが続出しましたが、先輩方のアドバイ
スもあり、4月末にシェイクダウンを行うことができました。
　シェイクダウン後に走行中の不具合による修正部品、また新規に取り付けが決まった部品もあり、
静的審査書類準備と並行して、新入生にも手伝ってもらい部品の製作を行いました。動的審査で点
数を稼ぐため、大会直前は車両走行のために何度も遠征に出かけ、また学内で走り込みを時間ぎり
ぎりまで行いました。
　大会では、車検も1回での通過とはなりませんでしたが、数点の修正で通過することができまし
た。動的審査に重点を置いていたこともあり静的審査はふるいませんでしたが、動的審査では昨年
度に比べて点数を上げることができ、総合順位13位、ジャンプアップ賞1位、燃費3位を獲得す
ることができました。来年度は今年度の課題を克服できるよう努力して参ります。
　最後に、これまでさまざまな場面でチームを支援していただいたスポンサーの皆様、先輩方、大
会を運営していただいたスタッフの方々、その他多くの方々へ、この場をお借りして心より御礼申
し上げます。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合13位　●省エネ賞3位
●ジャンプアップ賞1位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私たち金沢大学フォーミュラ研究会は2002年に
発足し、2003年の第1回大会から参戦しています。
大会への出場を通して工学的知識や技術、社会
に出てから必要とされる能力を身につけ、将来社
会でそれぞれの分野を牽引していけるような社会人
となることを目標とし活動しております。

Team-member チームメンバー

笹尾 真裕（CP）
稗田 登（FA）、野末 浩隆、米田 慎之介、
小林 正弥、島 悠介、星野 今日子、安井 紀一朗、
植西 国央、岡村 篤志、斎藤 一輝、斉藤 立矢、
田尻 紘己、寺澤 佑丞、花里 文宏、星野 匡史、
山本 雄介

Sponsors スポンサーリスト

スズキ、高松機械工業、タカスサーキット、北國新聞社、
アルテクノ、石原金属化工、江沼チヱン製作所、
金沢大学技術支援センター、グランゼーラ、小松鋼機、
NTN、UACJ、協和工業、スズキ部品秋田、
ソリッドワークスジャパン、津田駒工業、東日製作所、
日新レジン、日本精工、ブレニー技研、プロト、細田塗料、
ミスミグループ本社、ヤマハ発動機、ヤマモト、
和光ケミカル、他多数

Presentation プレゼンテーション マシン名：KF2014

　第12回全日本 学生フォーミュラ大会参加車両KF2014では「Born To Run」を車両コンセプト
として掲げ、入門フォーミュラカーとしての誰でも速く楽しく走ることが可能な車両をめざしまし
た。最も車両のパフォーマンスが示され、かつ大会の審査項目中で配点の高いエンデュランス審査
において上位を獲得することを目標として、昨年度車両KF2013からパッケージを見直し、大幅
に設計を変更しました。
　車両重量を大幅に軽量化し、ヨー慣性モーメントの低減を狙うためにエンジンは昨年に引き続き
単気筒エンジンを搭載しました。昨年度車両まで13インチタイヤを使用しておりましたが、軽量
化のため10インチタイヤを採用し、それに伴いアクスルをはじめとした足まわり部品の軽量化を
めざしました。車両中で大きなウエイトを占めるフレームについても軽量、コンパクトになるよう
パイプの配置を見直し設計しました。また、ドライバーの体格に合ったシートを発泡ウレタンによ
り製作、さらに空力補助を用いることでドライバースキルによるラップタイムの差を少なくするこ
とを目的とし、昨年度搭載していなかったエアロデバイスを搭載しました。

http://www.kanazawa-formula.com/
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50東京大学The University of Tokyo

5年ぶりの完走

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/50.html

東京大学フォーミュラファクトリー
University of Tokyo Formula Factory

　大会初日はデザイン審査から開始でした。マシンのパッケージングと信頼性に関する改良点は主
張できましたが、まだあまり手をつけられていないマシンをいかに速くするかに関しては考えが不
充分であることを痛感しました。
　2日目は車検を受けながら、コスト審査とプレゼンテーション審査を行いました。コスト審査で
は考えた生産工程を説明し、プレゼンテーション審査では、下級生が考えたアイデアを基にした販
売手法を上級生が発表しました。しかし、車両は技術車検やチルト審査は通ったものの、騒音審査
で規定音量を大きく超えてしまいました。その日の夜のうちに何とか排気系を改良して、3日目は
再車検の後、騒音とブレーキのテストを無事クリアできました。そのまま午前中のうちに何とかふ
たりのドライバーが共にアクセラレーションとスキッドパッドのタイムを残せました。午後のオー
トクロスは、大会直前に変更した足まわりの影響でいつもよりは不調なマシンでありつつも、ふた
りのドライバーが2回ずつアタックできました。
　4日目は、午前の大雨でエンデュランス出走が大きく遅れてしまいました。しかし、私たちが出
走したころには日差しが強く、路面もほぼ乾いて水溜りが点在する状態でしたが、準備していたレ
インタイヤで出走。一時は併走していたドライタイヤの車両と同じタイムを出していたものの、ふ
たりめのドライバーに代わった辺りから車両に疲れが見え始めました。しかし何とか20周を走り
きって、この1年目標としてきた全審査完走を達成できました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合20位　●日本自動車工業会会長賞

Profi le チーム紹介・今までの活動

東京大学フォーミュラファクトリーは2003年に発足
し、学部2年から4年を中心に活動しています。
総合大学である強みを生かして文理を問わず自分
の専門分野に応じて作業を分担しています。また、
チームコンセプトを「モノを造る人を創る」として、
各メンバーの成長をめざしています。

Team-member チームメンバー

下村 勇貴（CP）
草加 浩平(FA)、伊藤 陽、依田 聡、堀口 翔太、
竹内 悠、菅野 恵太、小林 颯、楊 天任、
鴻野 友継、尾亦 恭輔、福田 晃史、奥村 有紗

Sponsors スポンサーリスト

アールケー・ジャパン、IDAJ、IHI、アルテクノ、
石川特殊特急製本、井上ボーリング、NTN、
エフ・シー・シー、NOK、エンジニア、オーファ、
加藤カム技研、金子歯車工業、
キノクニエンタープライズ、協和工業、グラーツ、
神戸製鋼、サイバネットシステム、サンキン、三恵工業所、
三共、昭和飛行機工業、
シリコンセンシングシステムズジャパン、
スズキ、ゼット・エフ・ジャパン、ダウ化工、
ダイヤモンドエンジニアリング、タカタ、チノー、THK、
東亜ディーケーケー、東鋼、新日鉄住金化学、
東洋測器、東邦テナックス、ナオックス、日信工業、
日東紡績、日本ヴューテック、日本ユテク、
日本自動車大学校、日置電機、BASFジャパン、
ファーストモールディング、不二WPC、フジクラ、
フチノ、フューチャーテクノロジー、ブリッツ、ブレニー技研、
UACJ、ボッシュ、丸一鋼管、ミスミ、水戸工業、美々卯、
ムトーエンジニアリング、メイラ、ヤマテ工業、やまと興業、
ヤマハ発動機、UDトラックス、ヨシムラジャパン、
依田ラリーイング、ロックファスナー、和光ケミカル、
AVO MoTeC Japan、オリジナルボックス、
関東工業自動車大学校、テクニカルプロショップ単車屋、
東京大学生産技術研究所試作工場

Presentation プレゼンテーション マシン名：UTFF15

　車両のコンセプトは「低中速域での旋回性・加速性の向上」としました。これは、大会での好成
績に不可欠なエンデュランス審査において高得点を得るためにコースを分析した結果から導かれた
ものです。このコンセプトのもとV2エンジン縦置き・シャフトドライブ・10インチホイールのパッ
ケージで車両を製作しました。
　昨年、大会までに走行を重ねることができず、未出走・未完走の審査が多くなってしまったとい
う反省から、改良コンセプトを「信頼性」と「基本性能」としました。まずは、大会で全審査完走
なしに上位入賞はありえないということ、そして、基本性能がしっかりしている車両を完成させて、
それをベースに車両開発を行っていこうと考えていました。
　そこで、昨年の大会後マシンのパッケージングからしっかりと見直し、改良部品の実験を旧車両
を用いながら行いました。新しいマシンの製作は例年よりも遅れたものの、走行実績を積んだ部品
ばかりの新車両はシェイクダウンで長距離を走りきることができました。また、ブレーキ系やステ
アリング系も細かい改良を重ねたことで、とても扱いやすくなりました。
　まだ速いとはいえませんが、パッケージのポテンシャルを感じ、開発を行っていける車両になり
ました。

http://utff.com/

yamada
長方形
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51東京電機大学Tokyo Denki University

第12回大会を終えて

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/51.html

東京電機大学フォーミュラSAEプロジェクト
Tokyo Denki University Formula SAE Project
http://tdu-card.jp/  facebook https://www.facebook.com/tdufsae

　今年はフレーム製作が大幅に遅れてしまい、シェイクダウン証明の提出期限に間に合わせるこ
とができず、静的審査のみの参戦となりました。そのため今大会には2014年オーストラリア大会、
そしてその先の大会で勝つために、全てを吸収するという姿勢で臨みました。静的イベントでは、
全てフォローアップイベントに参加し、現状の問題の指摘や改善方法など、順位をアップさせるの
に非常に有益なアドバイスを得る事ができました。さらに、模擬車検では車検をスムーズに通過す
るためのアドバイスを多くもらうこともでき、大きな収穫となりました。
　今大会で得たことを今年のオーストラリア大会で生かし、日本にトロフィーを持って帰って、ご
支援を頂いている皆様に喜んで頂けるように頑張ります。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合64位

Profi le チーム紹介・今までの活動

当チームは2001年に、世界で活躍できる即戦力
のエンジニアになることをめざす活動として発足しま
した。そのため積極的に海外大会にチャレンジし、
初参戦となる2002年から1年も欠かすことなく、
これまで5カ国計22大会に参戦してきました。発
足当初からまだ世界でもほとんど使用例がなかった
単気筒エンジンを採用し、単気筒エンジンを搭載し
た軽量小型パッケージングを打ち出しました。これ
からも従来の方法に捕われない、唯一無二のユニ
ークなチームで世界に挑戦していきます。

Team-member チームメンバー

松下 元斗（CP）
小平 和仙（FA）、加藤 健志、松澤 光敬、
西尾 優志、丸川 翼、水野 宙、保坂 友春、
山口 純平

Sponsors スポンサーリスト

ヱヌシー精密、オージーケーカブト、ケーヒン、
ジュニアモーターパーククイック羽生、スリーケ、
ダッソー・システムズ、フィアロコーポレーション、
ホンダカーズ埼玉、ミスミ、ミツバ、ミヤキ、
井上ボーリング、大村製作所、興研、
小金井精機製作所、寺田、中村鉄工、中里歯車工業、
東日製作所、内野製作所、鍋テクノロジー研究所、
日本通運、本田技研工業、柳下技研、和光ケミカル、
他

Presentation プレゼンテーション マシン名：RF08

　私たちはカートドライバーがSuper FJ などのナショナルフォーミュラカテゴリーにステップ
アップするために必要なスキルを身につけることができるマシンをめざして開発を行いました。
カートドライバーが効率的にスキルアップするためには、めざすカテゴリにより近い車両で経験を
積む必要があります。そのため、開発する車両にはフォーミュラカーにも引けを取らない高い運動
性能と充分な練習時間を確保できる高い運用性をローコストで両立できるマシンをめざして開発し
ました。
　コーナーが大半を占めるコースの特徴から、マスを車両の重心に集中的に配置し、ヨー慣性モー
メントを低減することで回頭性能を向上させました。また、タイヤのメカニカルグリップを最大化
することで全てのコーナーにおいて有利になる低重心化に着目し、4気筒エンジンよりも大幅に重
心位置が低い単気筒エンジンを選択するなど、重心高を下げるためのレイアウトを行いました。
　走行に必要なコストや手間を極力省き、走行時間を最大限取れるよう、軽トラックやミニバンで
運搬できるほどコンパクトなマシンを開発しました。マシンは乾燥状態で170kgと非常に軽量で
あるため、最低2人での運用が可能です。
　フレームはクロモリスペースフレームを採用し、ビギナーがクラッシュさせてしまっても、安価
で修復が可能である上、フロントセクションを見直して昨年度のマシンであったドライバーの足と
フレームの干渉を無くし、より安全にドライビングに集中できるようにしました。さらにオリジナ
ルのショックアブソーバーは高い性能を有しながら軽量で、かつセッティングが容易です。また新
開発したベルクランクは安全率を保ちながら昨年度よりも50%の軽量化に成功し、路面追従性能
の向上に貢献しました。
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52崇城大学Sojo University

第12回大会総括

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/52.html

崇城プロジェクトF
Sojo Project F
http://www.stu.sojo-u.ac.jp/~projectf/

　今年度の大会では、前回大会で成し遂げることができなかった全審査出場をめざし活動を行って
きました。しかし、シェイクダウン証明を期限内に出すことができず、動的審査に出場することが
できなくなりました。チームで話し合った結果、大会参戦を辞退するという意見も出ましたが、獲
得できるポイントを捨てるようなことはできないといった気持ちが強く、静的審査のみでも出場す
るということになりました。
　大会中、静的審査に挑み、審査員の方々からさまざまなご指摘、アドバイスを受け次回大会に向
けての課題が明らかになりました。また、最終日には他大学との交流等を行いさまざまな事を吸収
することができ、充実した日になりました。
　最後に大会中、他大学の動的審査に出場している様子を見て、その場に自分達のチームがいない
ことが非常に悔しく感じました。今大会でのこの悔しい思いを忘れず、目標を達成できるようチー
ム体制からしっかりと立て直していきたいと思います。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合63位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私たち崇城大学学生フォーミュラチームSojo 
Project Fは、2006年から発足して今年度で8
年目となります。日頃からスポンサー様をはじめ数
多くの方々に支えられ第12回大会を迎えることが
できました。チーム発足以来、未だ達成できてい
ない全審査完走に向け、日々活動に励んでいます。

Team-member チームメンバー

小谷 雅輝（CP）
齊藤 弘順（FA）、内田 浩二（FA）、
生田 幸徳（FA）、竹下 兆則、出口 一真、
久保 祐太、和田 彬、佐竹 莉奈、梅野 暁大、
古川 翼、田中 寛之、永本 健志朗、古島 好貴、
久保 寛晃、増田 幹大、山崎 智行

Sponsors スポンサーリスト

本田技研工業、ソリッドワークスジャパン、レイズ、
VSN、協和工業、F.C.C.、NTN、ジーエス・ユアサ、
不二ライトメタル、戸畑製作所、
ゼ・クー北神電子サービス、ひごいち、SAKAIBODY、
タカタ、タイムズカーレンタル近見店、
スーパーオートバックス熊本東バイパス店

Presentation プレゼンテーション マシン名：SPF-011

　今年度私たちは「信頼性の向上」をコンセプトに車両製作に取り組んできました。昨年のSPF-
010をベースに改善点を改良し、さらなる性能の向上を図ることを目標とし、このコンセプトにし
ました。
　今年は、サスペンションに関しては、昨年度車両でのドライブシャフトとプッシュロッドの干渉
をなくすため、ベルクランクを円柱型にし、面から面へ力を伝える構造に改良しました。ドライブ
トレインは、クロスミッションを取り入れたことで、エンジンのおいしいところを使えるようにな
り加速性能を上げることに成功しました。また、ドライバーとしては、ギヤチェンジを楽しんで走
行できるようになりました。フレームは、重心を下げるために、コクピット部とエンジンルームの
下側のフレームをフラットにすることで、重心を低くすることに成功しました。
　今年はシェイクダウンが期限内に終えることができず、静的審査のみの大会になってしまい車両
を大会のコースで走らせることができませんでした。来年は車両性能の向上と期限の厳守に努め大
会に挑みます。



83

53山口東京理科大学
Tokyo University of Science,Yamaguchi

確かな手応えと完走を目指して！

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/53.html

山口東京理科大学 学生フォーミュラチーム
TUSY Formula

　今までの大会参戦の中でいちばん完走に手応えを感じた第12回大会でした。技術車検もほぼ問
題なく通り、ブレーキ試験で少し手間取りましたが、しっかりと確実に1日で車検に合格し、動的
種目に進むことができたのは、今までの積み重ねてきた経験があってのことだと思います。また、
今年度は静的種目にも力を入れ、確実に順位アップできるように準備していきました。動的種目に
おいては、アクセラレーション、スキッドパッド共にタイムは向上し、マシンの性能が確実に上がっ
ていることを確信しました。
　しかしながら、オートクロスにおいて、急にエンジンが吹けなくなるトラブルに見舞われ、大会
レギュレーションである133％ルールに入るタイムを残すことができず、残念な結果となりました。
チーム一同、完走を感じていただけにこの結果は大変悔しいものを感じています。反面、ハード面
でのトラブルは一切なかったため、来年度こそは完走できる自信を感じる大会となったと思います。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合61位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私達、山口東京理科大学学生フォーミュラチーム
は第10回大会にて初出場を果たしました。チーム
が結成して今年で4年目となり、第12回大会に
は計25名のメンバーで挑みました。第12回大会
では総合順位35位以上を目標に活動をして来まし
た。今後も目標達成のために活動を続けます。

Team-member チームメンバー

石本 和聖（CP）
貴島 孝雄（FA）、秋定 直宏、秋吉 祐希、
安部 祐希、上森 大雅、紀藤 文弥、酒井 涼丞、
高山 健太、田中 亮也、徳野 健太、樋口 晃平、
福永 博基、眞庭 光生、山縣 慎雄、小倉 直人、
池 恭史、柿原 崇寛、古賀 郁也、永富 洋平、
野村 翔太、目取眞 侑樹、佐藤 義晃、園 将弥、
田上 晶遥、原賀 宰

Sponsors スポンサーリスト

日信工業、NTN、レイズ、ソリッドワークス・ジャパン、
ミスミ、正屋、初田製作所、サンライト、亜細亜製作所、
ダウ化工、和光ケミカル、キノクニエンタープライズ、
住友電装、本田技研工業、F.C.C.、IRSオートエグゼ

Presentation プレゼンテーション マシン名：アサギマダラ3号

　マシンコンセプトは第11回大会の車両と同様に「リニア感のある操縦性」としました。「リニア」
とは、ドライバーが入力した値に対して線形に反応するような感覚をドライバーが感じる事ができ
るという意味です。
　今年度は、デフマウント等流用できるパーツは流用し、マシン製作への時間短縮を行いました。
また、スキッドパッドやオートクロス、エンデュランスにおける旋回時のインリフト問題が昨年度
起こったことから、今年度はリヤにスタビライザーを設けることで、ロール角を抑える設計を行い
ました。車両の最小旋回半径を小さくする等して、旋回性能を向上させました。エンジンにはホン
ダPC40Eを搭載し、昨年度より小型化したフレームに補機類をコンパクトに収めマスの集中化を
図りました。吸気系ではインジェクターホルダーを自作し、構造を簡素にすることで軽量化を行い
ました。
　次年度の活動では、今年度車両にて不足していた実走行時の動的性能の確認を充分に行い、次年
度の車両は今年度の車両を熟成した物とします。
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54鳥取大学Tottori University

第12回大会TUFP

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/54.html

鳥取大学フォーミュラプロジェクト
Tottori University Formula Project
http://www.icee.tottori-u.ac.jp/TUFP/

　今年度は人数が少なく、製作の進行が遅れてしまったために動的種目に出場することができませ
んでした。しかしながら、車両を大会に持ち込み、大会に参加することによって自分たちがどのよ
うにして車両を作ればよいか少なからず知る機会となりました。すでに新体制になっていますが、
次回大会こそは良い結果が残せるよう頑張りたいと思います。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合81位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私たちTUFPは2008年に結成され、全日本学
生フォーミュラ大会に向け活動を行っています。動
的種目完走と順位向上を目標に頑張っています。

Team-member チームメンバー

竹内 大貴（CP）
河村 直樹（FA）、中村 昂佑、石井 裕基、
中務 幸輝、新内 健太、岩本 有平、中村 司、
八尋 洸也、鶴田 龍一

Sponsors スポンサーリスト

川崎重工業、F.C.C.、NTN、NISSIN、
ソリッドワークス・ジャパン、THK、MISUMI、
タイヤショップT2、リンパーツ、M4H、HEARTILY、
光生、和光ケミカル、協和工業、三国工業、エスマート、
原工房、鳥取大学ものづくり教育実践センター

Presentation プレゼンテーション マシン名：-

「旋回能力の向上、加速能力の向上、ドライバビリティーの向上」
「Evolution～進化～」
　私たち鳥取大学フォーミュラプロジェクト(以下TUFP)は、上記を今年度のマシンコンセプトと
して掲げた。昨年度は全ての動的種目完走には至らなかったものの、学生フォーミュラ大会に参加
して初めてエンデュランス完走を果たすことができた。今年度のマシンは昨年のマシンをベースに
改良を加えたものとなっている。
　また、基本コンセプトとしてきた「旋回能力の向上、加速能力の向上、ドライバビリティーの向
上」を念頭におき、小型化、軽量化、簡略化することで加速能力を向上させ運転しやすく、製作の
しやすい車両を作ることで本大会において充分戦える車両に仕上がるようにデザインを行った。



85

56静岡大学Shizuoka University

目標達成のむずかしさ
～全種目完走に向けて～

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/56.html

シズオカユニヴァーシティモータース
Shizuoka University Motors
http://sum-fsae.net

　過去静的審査において、事前提出書類の遅れがありペナルティーを受けるという事があった。今
年度はそのような不必要な失点を避けるよう期限やフォーマットなど基本的ではあるが得点には重
要な点に注視しながら静的審査には取り組んだ。その結果、コスト審査においては13位を獲得す
るなど昨年度に対し着実な進歩を見せた。その一方で、チーム内における期日遅延や取り組みの甘
さから点数が伸び悩んだという点もある。
　動的審査において、オートクロスのみ完走という目標とは程遠い結果となってしまった。アクセ
ラレーション、スキッドパッドへ出走できなかった原因は大会2日目の技術車検での指摘項目・3
日目の騒音試験への対応により出走時間を失ってしまったからである。オートクロスでは107.54
点を獲得し目標点を上まわることができた。エンデュランスでは電気シフターの故障を抱えながら
の出走となった。このトラブルは大会前から発生しており、原因究明に努めてきたが解決できない
まま大会を迎えることとなった。それが原因となり想定量より多くガソリンを使用し、16周にリ
タイアすることとなった。
　これらの問題は大会を迎える前に防止することが可能であった。それに対応することができな
かったのはチーム全体のタスク、時間、人員の管理が不充分であったからだと思う。車両としての
ポテンシャルは走行会を重ねるごとに感じていたため、チームマネジメントの不足を感じた。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合43位

Profi le チーム紹介・今までの活動

チーム設立以来、他とは異なるサイドエンジンレイ
アウトをマシンに採用し利用し、総合入賞を果たし
てきた。他にも、4気筒600ccエンジンの縦置き
レイアウト、シャフトドライブ駆動等、特徴あるマシ
ンとなっている。

Team-member チームメンバー

竹中 雄太（CP）
福田 充宏（FA）、安齋 恵、佐野 心治、
河守 基寛、高橋 昇平、内山 泰希、中西 凌、
中村 和幹、西 龍之介、馬場 泰光、福田 一樹、
藤岡 眞史、渡邊 雄亮、神原 朋子、山田 拓磨、
雨澤 朋志、磯川 紗希、黒澤 北斗、笹井 裕司、
繁田 健吾、高地 秀、谷口 翔一郎、恒川 尚輝、
林 卓矢、山崎 智也、高久 貴文、岩倉 理紗、
鈴木 賀保子、一毛 大吾、能城 冬馬、鈴木 寛、
松田 真秀、八木 計充、中西 勇人

Sponsors スポンサーリスト

スズキ、静岡大学工学部、和光ケミカル、
モーテックジャパン、IDAJ、NRS、アールズ、清水金属、
Takayanagi、シトロ総業、榛葉鉄工所、金子歯車工業、
加藤カム技研、協和工業、新日本特機、
エヌ・エム・ビー販売、梅澤鋳工、レイズ、
ニコル・マーケティング、東邦テナックス、ムーンクラフト、
昭和飛行機工業、サイバネットシステム、ダウ化工、
アンシス、ソリッドワークス、浜松第一塗装、ミスミ、
マルイチ、東洋測器、東日製作所、オムロン、
ヘンケルジャパン、サイアン、深井製作所、クイック浜名、
デイトナ、浜松鉄工機械工業協同組合、日本ロック、
住友電装、三菱自動車エンジニアリング

Presentation プレゼンテーション マシン名：SS-614

　弊チームは他の参加校でのようなミッドシップレイアウトではなくドライバーサイドにエンジン
を搭載する「サイドエンジンレイアウト」を採用している。これは弊チーム参戦以来の技術であり、
ある種のアイデンティティともいえる。これを採用するにあたってレギュレーションとの兼ね合い
もあり困難な点も多く存在している。アセンブル時の左右重量バランスやドライバーテンプレート
への適合などに苦労が多くあった。しかし、それを工夫し1台のフォーミュラカーとして創り上げ
ていくのは「モノづくり」の観点から非常に充実したものがあった。
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57 ホンダ テクニカル カレッジ 
関西
Honda Technical College Kansai

5年ぶりの完走
さらに上をめざします！

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/57.html

チーム コーナーリングオブドリームズ
Team Cornering Of Dreams

　私達はシェイクダウンを8月上旬に終えましたが、各所に不具合がたくさんあり、少ししかテス
ト走行を行えず、車両・ドライバー共に充分な習熟ができていませんでした。
　大会1日目、車検に向けマシンの調整を入念にし、静的審査ではデザイン審査に臨みました。大
会2日目、車検は一発クリアとはなりませんでしたが、簡単な修正で済み、スケジュールに大きな
支障はありませんでした。静的審査では、コスト審査・プレゼンテーション審査に臨みました。全
体的に静的審査は得点を伸ばせず、合計点は104.23点という低調な成績になってしまいました。
資料作りや練習ができておらず、準備不足を痛感しました。
　大会3日目、スキッドパッドでは、目標の5.000秒をめざしドライバーが健闘してくれましたが、
結果5.256秒と目標達成とはなりませんでした。オートクロスでは、ベストなマシン調整とはいか
ない中、何とかエンデュランスのBグループに入ることができました。
　大会4日目、プラクティス後に見つかった燃料タンクのクラックの修復に朝から追われていまし
た。メンバーの協力や雨による日程の遅れに助けられ、修復作業は間に合いました。ウエット走行
も覚悟していましたが、紙一重で路面が乾いてくれて無事完走を果たし、最軽量賞3位、ジャンプ
アップ賞2位をいただくことができました。
　日本大会を通して、チームの絆がより深まりました。1年間の良かったところ、悪かったところ
を見直し、来年のアメリカ・リンカーン大会に向け、さらに良い車両が作れるように努力していき
ます。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合28位
●日本自動車工業会会長賞
●最軽量化賞3位
●ジャンプアップ賞2位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私達は、本校の3年間の基本カリキュラムである
フォーミュラSAE活動でのマシン製作を通じて、企
画・設計・製作など学び、自動車開発の力を付
けています。1学年ごとに違う車両を製作するので、
毎年まったく新しいコンセプトの元、先代車両から
の引き継ぎなくゼロから新車両の製作を行います。

Team-member チームメンバー

奥田 泰斗（CP）
中村 忠能(FA)、神通 邦彦(FA)、濱田 康平、
和田 真典、筒井 良輝、浅野 誠之、阪口 智亮、
阪口 公二、栗原 洸太、白鍇 信、川上 翔馬、
二宮 平、須田 宙也、井上 広大、吉備 亮太、
西郷 匡瑛、西村 悠輝、黒瀬 賢次郎

Sponsors スポンサーリスト

本田技研工業、日信工業、深井製作所、
ハイレックスコーポレーション、F.C.C.、山王テック

Presentation プレゼンテーション マシン名：HTW-08

　私達の車両のコンセプトは「高速旋回ブーメRun あらゆるコーナーで最速のコーナリングマシン」
です。このコンセプトには、ブーメランのように旋回し、ブーメランのように自分たちの元に戻っ
てくる（完走）という願いが込められています。
　まず、性能面での目標をスキッドパッド5.000秒と定め、その性能を実現するための設計を各部
品で行いました。フレームでは、大幅な軽量化を狙いアルミニウムフレームに挑戦しました。溶接・
曲げ、共に難しかったものの、2年前の単気筒エンジン搭載車両より、約14kgものフレームの軽
量化に成功しました。パワートレインでは、軽量な単気筒エンジンを選択し、スキッドパッド旋回
時のエンジン回転数と車速を計算し減速比を設定しました。サスペンションでは、低重心のために
プルロッド式を採用し、軽量なMTB用のダンパーを採用しました。また旋回時、安定したコーナ
リングができるよう、対地キャンバー0となるジオメトリーに設定しました。
　昨年の10月に車両の開発を始めた時は、図面すら描けないメンバーでしたが、学生フォーミュ
ラ活動を通じて日々成長しています。来年にはアメリカ・リンカーン大会に出場する予定です。そ
こでさらに良い成績が残せるよう頑張ります。
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58明星大学Meisei University

目標達成まであと一歩及ばず

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/58.html

TEAM STAR 2014
TEAM STAR 2014

　今年度チームは実働メンバーが、他チームに比べ圧倒的に少なかったものの「全動的審査完走・
総合30位以内」を目標に掲げ、前回大会の車検で指摘された点の設計を見直し、例年よりも学内
で走行したうえで試走会へ参加し、そこでの指摘点を改善し大会へ臨みました。
　今回の車検では、比較的容易に修繕、改良ができる不適合箇所だったので技術車検は大会2日目
に終えることができました。3日目には早々にチルト、騒音、ブレーキと合格しアクセラレーショ
ンとスキッドパッドに参加する予定でしたが、エンジン不調とブレーキ審査で時間を要した影響に
よりアクセラレーションとスキッドパッドそれぞれ1回ずつしか参加することができませんでした。
オートクロスではランオーダーラストというタイムながらもエンデュランスの出走権を得ることが
できました。しかし、エンデュランス当日は天候に恵まれず開始時間が遅れた影響により、出走待
機列に並んでいたものの審査終了の時間となってしまい走ることができませんでした。
　結果的に全動的審査完走の目標は達成できませんでしたが、昨年出走できなかった審査へ参加す
ることができたこと等、大きな収穫を得ることができました。来年こそは全動的審査完走を達成す
ると共に、さらに運転しやすい車両へと改良、ドライバーのスキルアップをしジャンプアップをめ
ざします。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合58位

Profi le チーム紹介・今までの活動

11年連続出場となりました。
近年、全動的審査への参加・完走ができていま
せん。
今年は全動的審査への参加・完走及び総合30
位以内を目標に学年の枠を超えて協力し合い、活
動してきました。

Team-member チームメンバー

岩本 大雅（CP）
川原 万人(FA)、亀井 延明(FA)、石井 友之
(FA)、
江川 庸夫(FA)、石田 弘明(FA)、
秋山 晃理、荻野 貴裕、金澤 夕規、木村 知頼、
座間 拓馬、天野 慶、雨宮 新、荒川 博紀、
細渕 洸司、池本 拓也、奥山 裕貴、田中 遼、
谷 玄之介

Sponsors スポンサーリスト

アースエンジニアリング、アルテクノ、石河製作所、
ウエストレーシングカーズ、岡村タイヤ商会、小島製作所、
坂西精機、佐々木工業、ジーテック、真幸電機、
ダッソーシステムズ、ドライバースタンド府中2りんかん、
深井製作所、ブレニー技研、本田技研工業、F.C.C.、
MYZ、NTN、RAC、RAYZ、SLASH、woodfamily、
YOKOHAMA、明星大学同窓会明星会、育星会、
明星大学理工学部総合理工学科機械工学系

Presentation プレゼンテーション マシン名：STAR 2014

　TEAM STAR 2014 では、「3人で作れて、3人で楽しめるフォーミュラカー」というコンセプ
トのもと、車両設計を行いました。改良を続け4年目となった角パイプフレーム、単気筒エンジン
（PE06E HONDA CRF450X）、キャブレター、市販の公道用タイヤ、量販店にて入手できるブレー
キキャリパーやダンパーの採用をはじめ、電子制御を用いない機械式のシフト機構、2年目となる
前後モノショックによる小部品点数化、リヤのシングルブレーキ、削り出し部品の使用による寸法
精度の追求により、コンセプトどおり3人の状態でも素早く整備ができる車両となりました。特に
エンジンまわりにおいては、多気筒エンジンに比べ軽量でありエンジンを取り巻くパーツが少なく
セッティングやメンテナンスにおいて簡略化ができる単気筒エンジンにより、より効率よく調整が
可能となりました。
　車両の最大の特徴は、リヤの駆動部品まわりが全て削り出し部品で構成されていることです。こ
うすることによりドライブスプロケットとドリブンスプロケットを同一平面上に精度良く配置でき
る他、チェーンを張る機構を備えることができました。
　このような工夫が随所に組み込まれており、規模の小さなチームでも車両製作・組み立て・走行
と行える車両となりました。

http://www.hino.meisei-u.ac.jp/me/kamei/fs/2014/
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60摂南大学Setsunan University

5年目の挑戦

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/60.html

摂南大学全学フォーミュラプロジェクト
S-Racing

　今年度は総合20位と動的種目の全種目完走を目標に大会に望みました。しかし設計や製作の遅
れから、思ったように作業が進まず、さらに大会5日前にラジエターが破損してしまうなどのトラ
ブルが起きてしまいました。
　大会の静的審査ではデザイン審査、プレゼンテーション審査の結果が思ったように伸びなかった
反面、コストレポートではまずまずの成績を残すことができました。しかしマシン製作に時間を取
られてしまい静的資料の準備が不十分だったので、来年度は資料作りにも力を入れていかなければ
と思いました。
　2日目の午前から車検を行いましたが修正箇所が多く、ブレーキテストに合格したのが3日目の
午後となってしまい、アクセラレーションとスキッドパッドには出走することができませんでした。
しかしチームとして初めてオートクロスに出ることができました。ドライバーの練習が満足に行え
なかったため思ったようにタイムを伸ばすことができず、トップとの差が133％となってしまった
ため、エンデュランスに出走することはできませんでしたが、初めて動的審査に出場できたことは
チームにとって素晴らしい経験となりました。
　来年度は今年度のダメだった点を克服し、より長所を伸ばしていくような設計を行い、動的種目
の全種目完走を目標に1年間活動していこうと思います。
　最後になりましたが、1年間自分達を応援し、支えてくださったスポンサー様、自動車技術会の
皆様、学校関係者の皆様、そしてチームのみんな、本当にありがとうございました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合57位

Profi le チーム紹介・今までの活動

2010年大会から参戦し、本大会で5回目の参戦
となりました。昨年度までは車検通過が叶わず悔
しい思いをしてきました。動的全種目完走を目標に
日々の活動を行ってきました。今年度は目標を達
成することは叶いませんでしたが、5年目の挑戦に
して初めて動的種目へ進むことができました。

Team-member チームメンバー

馬場 大河（CP）
堀江 昌朗(FA)、桒田 寿基(FA)、里 将多、
徳増 佑太、高橋 颯志、有吉 俊二、飯尾 将貴、
北木 裕梧、黄 暁羽、竹内 大、天神林 佑、
水野 修平、安田 雄太、大平 悠矢、奥田 尚樹、
庄田 聖、竹原 伸輔、塚本 佑汰

Sponsors スポンサーリスト

スズキ、NTN、ソリッドワークス・ジャパン、レイズ、
F.C.C.、VSN、摂南大学後援会、機摂会、
深井製作所、小松行永商店、オーエスジー、日信工業

Presentation プレゼンテーション マシン名：SR-KIZUNA05

　私達、摂南大学全学フォーミュラプロジェクトでは「加工のしやすさ、整備性の改善」をコンセ
プトにSR-KIZUNA04の設計、製作を行いました。基本性能を向上させることはもちろんのことで
したが、例年大会直前まで加工などに追われていたため、それをなくし、少しでも早期にマシンを
完成させたいという思いがあったからです。
　マシンの特徴としては、車の基本である「走る」、「曲がる」、「止まる」を確実に行えるようなマ
シンをめざし、それぞれの部品を見直しました。具体的には「走る」に関しては電装のメインハー
ネスを改良したことにより、エンジンの始動性を向上させ、「曲がる」に関してはホイールベース
とステアリングの相関関係を見直し、「止まる」に関してはブレーキマスターシリンダーとブレー
キキャリパーの再度見直しを行うことによって確実にそれらの行為が行ばえるようなマシンとなり
ました。
　今年度は上回生が少なく、不安な面が多かったです。しかし全メンバーの頑張りがあり、100％
とは言い切れないですが、大会でマシンを走行させることができました。設計の遅れから、満足に
走行練習を行うことができなかったので、日程管理をもっと徹底的に行わなければならないと痛感
しました。
　第13回大会では全種目完走できるよう活動を進めて参ります。

http://www.setsunan.ac.jp/~s-racing/
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61 静岡工科自動車大学校
Shizuoka Professional College of Automobile Technology

来年度こそ全てを乗り越える

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/61.html

サッツフォーミュラチーム
SAT'S Formula Team

　今年度が2回目となる私たちにとってこの大会は、とても貴重なものであり自分達が成長できる
場所でした。今年の目標としては、技術車検を合格し、動的審査を全て通過しジャンプアップ賞を
獲得することでした。
　今年度の大会ではコストが書類通過せず、ポイントを獲得する事ができませんでしたが、他の静
的審査は何とか受ける事ができました。他校と比べると完成度などは劣りますが、自分達で製作し
たマシンはいちばんだと思っています。今年度も私たちにとって大きな経験になりました。その後
の技術車検ではいくつかの指摘は受けましたが、昨年度に比べ、数段とマシンの完成度が高いと感
じました。車検での指摘項目を修正し、2度目の再車検で見事通過しました。その後、騒音とチルト、
ブレーキの審査を受けたのですが、エンジンの調子が悪く、うまくセッティングができていなかっ
たため、アクセルを開けていっても高回転でくすぶりうまく吹けない状態でした。ですが、チーム
メンバー全員でなんとかセッティングを行い3つの審査に挑みました。騒音とチルトは問題なく通
過し、昨年度通過できなかったブレーキテストにチャレンジし、今年度は1回で通過することがで
きました。
　残りは、動的審査ですが、審査に行くためにマシンを準備している中、さまざまなトラブルが起
こり、結果スタートラインにマシンを持っていったのですが、最後の最後でバッテリーの容量不足
で、エンジンがストップ。コースを走る事ができませんでした。時間もなく審査員の方や他校の方
達に協力してもらいながらも全てを通過する事ができず大変悔しい思いでいっぱいです。ですがメ
ンバー全員が全てを出し切りやりきった気持ちで、悔しい気持ちもありますが、とてもすがすがし
い気持でもありました。今年度は目標を達成する事ができず来年度こそは素晴らしい結果を残して
欲しいと、後輩達に託していきたいと思います。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合79位

Profi le チーム紹介・今までの活動

本校は、今年の大会で2回目となり昨年度のマシ
ンからレベルアップしたマシンで大会に挑みました。
昨年度は、車検を通過する事ができませんでしたが、
今年度は車検を楽々通過し動的審査も全て通過
できるよう、ジャンプアップ賞をめざしして大会に挑
みました。

Team-member チームメンバー

-(CP)
杉本 童（FA）、白井 斉温、渡辺 裕貴、
鈴木 一則、志村 祥太、渡辺 優姫、上田 拓、
松田 大河、鈴木 雄真、永谷 遼太、大石 真也、
芹沢 悠介

Sponsors スポンサーリスト

スズキ、丸山工業、NTN、ユニバンス、
ユニフォームセンター、静岡工科自動車大学校後援会

Presentation プレゼンテーション マシン名：SFT02

　私たちチームは大会出場が2回目となり、今年度はコンパクトを目標にマシンを作ろうと考えま
した。そのためマシンのコンセプトは、「旋回性」と「軽量化」としました。パワートレインにおいて、
プロペラシャフト駆動を採用することにより、チェーン駆動に比べて調整が不要となり、メンテナ
ンスフリーを実現しました。さらにフロントフープを2つ用いて、ドライバーのスペースを確保い
たしました。マシンのフレームは今年度は3種類のパイプを使用し、強度の必要な部分とそうでな
い部分でパイプを使い分けしてあります。
　マシンの走行性能なども考え、自作ナックルを使いアーム角度やアライメント調整などもしやす
いように改良してあります。今年度もベルクランクを採用し汎用の原付用サスペンションを使うこ
とにより、カスタマイズ性も向上させ整備性も高いマシンになっております。
　今年のマシンはサージタンクやパワーコマンダなどを取り入れました。ステアリングにはベベル
ギヤを使用することによりペダルまわりに広いスペースを確保しました。昨年度のマシンに比べ旋
回性能がアップしております。来年度はマシン走行テストを行い、パーツひとつひとつを基本的な
ところから見直しより良い物を製作していきたいです。
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62岡山理科大学Okayama University of Science

12回大会を終えて

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/62.html

岡山理科大学フォーミュラプロジェクト
Okayama University of Science Formula Project
ja-jp.facebook.com/OUSFP

　今年はメンバー全員が「車検を通過し、なんとしても動的審査に出場する」という強い思いをもっ
て大会に臨みました。
　1日目はピット設営を行いました。2日目はデザイン審査、コスト審査、プレゼンテーション審
査がありました。デザイン審査では「シンプル・イズ・ベスト」というコンセプトが実際の車両に
反映されていることを評価して頂きました。審査員の方からは、来年以降は車両特性や設計時の裏
付けデータを具体的な数値で示せるよう改善することを指摘して頂きました。コスト審査やプレゼ
ンテーション審査でも同様に裏付けを数値で示すことの大切さを学びました。午後には1回目の車
検を受けました。複数個所の指摘を受け、その対策を立て2日目を終えました。
　3日目の午前には指摘箇所の全てを修正し、再車検に臨みました。指摘された点は解決しましたが、
新たに燃料タンクの位置が主要構造体に完全に収まっていないことが発覚し、さらに修正作業に入
りました。4日目の午後にチルト試験に合格。ようやく技術車検に受かりました。5日目の午前に
騒音とブレーキ試験を受け1回で合格し、ようやく悲願の車検通過を果たしました。しかし修正作
業に時間がかかり、動的審査に出場することはできませんでした。
　今回我々は、大会までの入念な準備がいかに大切で重要であるかを痛感しました。また大会を通
じてお世話になりましたスポンサー様を初め、大会関係者様、学校関係者様、ならびに最後の最後
まで協力していただいた車検審査員の方、本当にありがとうございました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合66位

Profi le チーム紹介・今までの活動

岡山理科大学フォーミュラプロジェクトは今年で参
戦4年目を迎えました。しかし去年、一昨年と2
年連続で車検を通過することができずに悔しい思
いをしてきました。今年はメンバー一同が「車検を
通過し、なんとしても動的審査に出場する」という
思いを胸に一丸となって取り組んで来ました。

Team-member チームメンバー

河野 慎平（CP）
金枝 敏明(FA)、鳥屋尾 欣也、三原 遼祐、
谷口 諒敏、兒島 弘訓、永井 大貴、原 明慶、
小林 亮太、周 蕊、仲川 昂希、初田 敏、
原 聡史、比羅岡 聖也、山田 達郎、
松田 勇太郎、和田 龍一、室山 遼、安田 真一、
渡部 翔万

Sponsors スポンサーリスト

川崎重工業、ソリッドワークス・ジャパン、ミスミ、
岡山国際サーキット、ダイハツ工業、THK、NTN、
日信工業、F.C.C.、ニッポンレンタカー中国、
淵本重工業、白神重工

Presentation プレゼンテーション マシン名：OUSFP-04

　我々岡山理科大学フォーミュラプロジェクトは今年で参戦4年目を迎えました。しかしながら昨
年、一昨年と2年連続で車検を通過することができていません。そこで今年は「シンプル・イズ・
ベスト」をコンセプトにマシンの設計を行いました。
　過去の設計を根本的に見直し、よりシンプルで信頼性のあるマシンを作ることで、まずは車検を
通過し動的審査全種目完走を目標にチーム一丸となって取り組んできました。特に足まわりの設計
はFJ1600の構造を参考としました。アップライトについては昨年まではアルミ(A6061)の切削加
工により製作していました。しかし設計上の大きな問題があったためにまず材料をアルミから鋼材
S45Cに変更し、ベアリングカラーに角パイプを溶接するといった基本的構造に立ち返ることで問
題点を解決しました。またパワートレインは川崎重工製KLX450Rのエンジンを採用しました。調
節が容易であることからメンテナンス性を考慮した結果、キャブレターを採用しました。またキャ
ブレターはスロットルボディと燃料噴射装置を一体化することができ、構造を簡素化できる点も大
きな利点でした。
　今大会では残念ながら総合成績66位という結果になりましたが、大会期間中に得たことは数多
く意義のある大会でした。これからは新たなメンバーで来年に向けさらに邁進して参ります。
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64 Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember

Sapuangin Speed Team 
ITS

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/64.html

Sapuangin Speed Team
http://Sapuanginspeed.its.ac.id/

 The 12th Student Formula SAE Competition of Japan was our second participation in the 
FSAE competition. It gave us a lot to learn and got some review about our car, from aspects of 
design and concept of automobile vehicles especially SAE car. We attended the competition 
from the opening until the end, from 3-7 September.
 We successfully managed to complete the technical inspection, tilt and noise test, and 

braking test but, we have problems on brake test but finally we managed to gain all three 
stickers as a key to compete in the dynamic events. We managed to complete the acceleration, 
skidpad, and autocross event as a participation in the dynamic event 
 Although we cant get any award in this competition, we learn many things in the competition 

and review many things in all aspect to get the better results in the next year
 We were very pleased with the attendance of the steward's and interpreter's helping us on 

our test's. Especially in translating japanese to english.We are looking forward for the next 
FSAE Competition.

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合52位

Profi le チーム紹介・今までの活動

Sapuangin Speed team was established in 
2013. The team purpose is to create a 
formula car to participate in the competition 
that held by SAE especially SFJ. This year 
is the second participation for our team to 
join this competition. And we will join SFJ 
next year.

Team-member チームメンバー

Muhammad Fadlil Adhim（CP）
Ir. Witantyo, M.Eng. Sc(FA1), Alief Wikarta,
ST., M.Sc.Eng.(FA2), 
Akhmad Ittang Anwarsyah,
Elsa Yovita Anggriaty,
Eduard Wahyu Ramadhan,
Ahmad Maulana Yasin,
Tito Arifi anto Prabowo,
Reza Maulana Sani,
Rizaldy Hakim Ash-Shiddieqy,
Eka Arisma Setyo Nugroho, Khosmin,
Hendra Irawan, Nursaid Eko Wibowo,
Wahyu Nugroho, Muhammad Irvan Anhar, 
Sebastianus Dwi Danuputro, 
Heri Luthfi anto Satrio Wibowo, 
Gustieuff ar Dhaffi   Suroso, 
Ahmad Anas Arifi n, Tjahyadi Rizky

Sponsors スポンサーリスト

GMF AeroAsia, 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 
Pertamina Lubricants, Pertamina Fastron, 
IKOMA ITS, Sucofi ndo, GAS, TDU, Citilink, 
Garuda Indonesia Cargo, Surveyor Indonesia, 
ISTW, Rekayasa Industri, PLN, Pertamina Retail

Presentation プレゼンテーション マシン名：-

Dimensions
Overall Length, Width, Height: 2932.73 mm long, 1433 mm wide, 1266.98 mm high
Wheelbase: 1650 mm
Track Width: 1248 mm front  1198 mm rear
Body: Fiber Carbon
Frame : Steel tubular type frame.
Suspension : Double unequal length A-arm, Push rods in front and rear 
Brakes : Calipers 30.48 mm Dia X 29.97 mm 4 piston fi x mounting
Tires : Hossier R15
Steering : Rack and Pinion
Drivetrain: Chain
Engine : Husaberg FX 450
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65 VIT UNIVERSITY
Warriors who rise to 
conquer

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/65.html

TEAM ZUURA
http://zuura.co.in

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合62位

Profi le チーム紹介・今までの活動

ZuuRa Formula Racing, a group of 
Automobile and Motorsport enthusiasts is 
the Formula-Student team of Vellore Institute 
of Technology Chennai Campus. ZuuRa, in 
Sanskrit stands for “Warrior” and Z.F.R. is 
equipped with some of the highly skilled 
under-grads who live to engineer the fi nest 
high performance race machine. Strong 
team dynamics and eff ective management & 
planning have been the key features towards 
achieving the goal. The layout of the 
competition poses a lot of critical challenges 
which are not restricted to the engineering 
part but also the administrative parts like 
funding, endorsement etc.

Team-member チームメンバー

Hardik Nasit(CP)
Dr. Saleel Ismail（FA）,
Pranav kopargaonkar, shantanu Chauhan,
harsh patel, jay sarothia, nikunj patel,
prahlad singh rao, ajay madappat,
bhargav dadhaniya, dharmik kamdar,
Sandeep vempati, nikhar jajoo,
shah harshal alkesh, harsh patel,
rohit kumar, somu suhas, ram charan teja,
ameer khan, kanna dheepankar,
vaibhav chaurasia, venkat teja,
farvez Farooq, amol mathur, Aditya Aryan, 
sanchit Chhabra

Sponsors スポンサーリスト

AM Designs, JK Tyres, MA GOD Lasers, 
Sidhant metals, Virat aluminium, OBP Motorsport, 
Solidworks

Presentation プレゼンテーション マシン名：-
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66北九州市立大学The University of Kitakyusyu

車検通過をめざして

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/66.html

KF-works
KF-works

　私たちのチームにとっては、チーム史上2台目の車両です。今年はシェイクダウン証明提出が間
に合わず、静的審査のみの参戦となってしまいました。
　1日目は、車両の修復とデザイン審査に出場しました。大会会場への輸送中にAアームが1箇所折れ、
それを修理工房にて修復してもらいました。また輸送のために外していたアッテネーターやファイ
ヤーウォール、電装品の取り付けを行い、デザイン審査に臨みました。2年生主体のチームで、知
識不足もあり、なんとか受け答えができたという感じです。
　2日目は、プレゼンテーション審査に出場しました。質疑応答の際に少し詰まってしまいました。
　3日目は、模擬車検を受け、実際の車検官の方に、現車両のさまざまなことを指摘して頂きました。
どこをどのように改善すれば良いのかを、学ぶことができました。各静的審査のフィードバックで
は、我々のチームが良い点を取れなかった理由を勉強することができ、またそれをどのように改善
すれば、得点を取れるようになるかを勉強することができました。
　4日目以降は全てのフォローアップセミナー、フィードバックに参加しました。その後は、他の
大学のピットを見学させてもらいました。また、動的審査を見に行き、来年こそはという気持ちが
奮い立ちました。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合83位

Profi le チーム紹介・今までの活動

今年は、チーム史上初めての車検通過を目標に
活動してきました。しかしながら、今年の車両はシ
ェイクダウン証明を提出することができず、静的審
査のみの参加となりました。

Team-member チームメンバー

内山 一樹（CP）
吉山 定見（FA）、松永 良一（FA）、長 弘基（FA）、
筒井 千愛、赤松 高志、大堀 亮介、高瀬 雄生、
粟田 裕介、清水 裕介、西見 陽至、福田 祐、
松尾 佳典、吉田 美尋、井上 智之

Sponsors スポンサーリスト

川崎重工業、F.C.C.、ソリッドワークス・ジャパン、
住友ゴム、ソフトウェアクレイドル、デジタルステージ、
ダウ化工、THK、ウエストレーシングカーズ、
キノクニエンタープライズ、
豊田レンタリース福岡 共立大前店、協和工業、
深井製作所、NTN、北九州市立大学国際環境工学部、
北九州市立大学国際環境工学部機械システム工学科、
北九州産業学術推進機構

Presentation プレゼンテーション マシン名：KF02

　昨年度の車両のフレームは、外注して作ってもらっていたものを、今年は自分たちで溶接して作
り上げました。初めて一から製作することで、数多くの難題にぶつかりながら車両を製作してきま
した。他チームではぶつからないような壁にも多く突き当たりました。フレームを作る前の治具を
設計するところや、溶接の練習をするところ、さらには、フレームと他の部品との干渉など、その
数は計り知れない程です。そのひとつひとつに考え、修正を行ってきました。
　また、昨年度のマシンは走行しておらず、走行データもない中での設計・解析・製作となりまし
た。その中で自分たちの作れる最高の車両をめざしてきました。また、次年度以降に繋がるような
考え方、設計を行ってきました。昨年度の車両ではエアサスペンションを使用していましたが、荷
重に耐えることができずに、作動しませんでした。今年はバイク用の一般的なスプリングダンパー
を使用しております。また、新素材のアルミのエンボス材を用いたファイヤーウォールを作成しま
した。その他には、車検通過、そしてドライバー経験がある者がいないという理由から、よりベー
シックなペダル、シフトのレイアウトとしました。来期以降はここからさまざまな改良を加えてい
く予定です。

http://www.env.kitakyu-u.ac.jp/kfwork/
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67富山大学University of Toyama

車検通過できず……

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/67.html

富山大学フォーミュラプロジェクト
TUF
http://tuf.main.jp/index.html

　今大会は去年達成できなかった動的審査に参加することを目標に努力してきました。しかし、結
果は車検を通すことができず、参加は叶いませんでした。
　初日のデザイン審査では、見やすいタコメータや大きなカウル、手作りのインパクトアッテネー
タ、ブレの少ないハンドルが評価されました。しかし、工夫した点が書類に書かれていないという
ことが多かったことや、カウルが大きいことから空気抵抗が大きくなるため、空力を考慮して作る
ことを指摘されました。
　2日目のコスト審査では、報告書と異なったところや、追加資料を提出していなかったところで、
多くの指摘を受けました。粗末な報告書であったため、評価が悪かったです。3日目以降は車検通
過に向けて調整を行っていました。車両を車検に出したところ、レギュレーション違反が多くあり
ました。レギュレーション違反はバッテリーと燃料タンクが熱の伝わりやすいところにあること、
シートベルトが固定していなかったこと、ボルトナットが規定トルクで締まっていなかったことな
どがありました。車検を通すためにこれらの修正を全員で行いましたが、間に合わず車検を通すこ
とができませんでした。
　今大会の反省はレギュレーションを把握しきれていなかったことや、ボルトナットが的確に締
まっていなかったなど、根本的なことが出来ていなかったことが大きな問題であったと思います。
私たちはPDCAサイクルのDoまでしかできていなかったので、来年はCheckとActまで達成した
いです。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合67位

Profi le チーム紹介・今までの活動

今回の大会はチームとして2回目のマシン搬入でし
た。残念ながら車検を通過することができませんで
した。今年は新入生が多く参加してくれ、メンバー
が倍増したのですが、このような結果で残念でした。

Team-member チームメンバー

久間 一樹（CP）
会田 哲夫（FA）、高田 和幸、竹内 秀太、
藤田 紘也、和田 紗矢香、渥美 樹、中島 健太、
野村、星野 崚、芦川 実花、高橋 良尚、
三川 詩乃、谷津倉 克弥

Sponsors スポンサーリスト

石金精機、岡島パイプ製作所、
ソリッドワークス・ジャパン、本田技研工業、不二越、
F.C.C、FCデザイン、NTN、Tan-ei-sya

Presentation プレゼンテーション マシン名：fusion

　前大会は未完成で走行不可能なマシンだったので、今年も同じマシンの搬入となりました。今年
こそは車検を通過することが目標でした。
　しかし、去年の大会から走行可能になったのは今年の3月。しかもそれはとりあえず走行した程
度のできでした。車検には到底適合するものではなかったので、大会までに改良していきました。
ところがトラブルが続き、さらには提出書類に追われマシンに関する作業が全然行えませんでした。
トラブルを挙げればきりがないですが、主なトラブルはオイルパンの不良、クラッチが切れない事、
エンジンが始動しない事など、エンジンに関するトラブルが多かったです。
　それらのトラブルを克服し、エンジンを搭載したのがシェイクダウン1日前。もちろん完成する
はずもなく、シェイクダウンの提出は間に合いませんでした。未完成のまま、シェイクダウンを提
出日の夕方に終わらせました。
　シェイクダウン提出後も改良を重ねていきましたが、まだできていない箇所が多く連日徹夜で作
業を続けました。カウルに関しては大会1週間前から製作を始めて大会初日に何とかマシンに載り
ました。
　やはり、私たちは日程の作成やスケジュールの管理を疎かにしていました。マシンを製作するこ
とも重要ですが、これからは余裕のある日程や徹底したスケジュール管理ができなくては、来年の
マシンを製作することは不可能ですので、しっかりやっていきたいです。
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68広島工業大学Hiroshima Institute of Technology

2014年を振り返って

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/68.html

HITフォーミュラプロジェクト
HIT formula project
http://www.me.it-hiroshima.ac.jp/~nakane/hitformula/indexf.html

　昨年はあまり計画を立てずに活動をしていたため思うように進めることができませんでした。今
年は実行できる計画を立てて活動を進めていたつもりでしたが、設計や製作で計画から大幅に遅れ
てしまい、車両を形にすることだけで精一杯で、大会に出場できるレベルまで完成することができ
ませんでした。車両の製作後に予定していた走行会やエンジンセッティングもできず、大会直前ま
で部品破損等のトラブルが続きました。
　その原因は、設計の段階できちんとした検討を行わないまま製作に取り掛かってしまい、作って
いる最中に部品の干渉など問題が続出してしまったことです。計画的に時間を使っていかなければ
いけないこと、時間がかかろうとも車両の設計を疎かにしてはいけないこと、作りながら考えるの
ではなく、図面どおりに作れば不具合なく機能を満足できるような設計にウェイトを置かなければ
いけないことを学びました。
　また、来年のために大会に見学に行き、他大学のチーム活動、車両、ドライバーの運転技術など
をメンバー全員で観察してきました。設計が大切なことの再確認、治具を用いた正確な溶接手段な
ど多くのことを学び参考にさせていただきました。
　今後は今年大会に出られなかった車両の完成を早急に行い、そして走行会を通して車両の熟成や
潜在的な問題点の洗い出しと対策、ドライビングテクニックの向上に努めていきたいと考えていま
す。また、車両に異常があったときにメカニックが何時でも迅速に対応できるように訓練をして完
璧な状態で来年度の大会に望みたいです。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合87位

Profi le チーム紹介・今までの活動

今年で6年目を迎えました。毎年度少人数で活動
を行っています。初年度から小型で軽量、コンパ
クトなマシンで単気筒エンジンを使用し、基本に忠
実な車両設計を行ってきました。今年度もその意
思を受け継ぎ活動を行い、上位入賞をめざします。

Team-member チームメンバー

青野 利紀 (CP)
越智 秋雄（FA）、中根 久典（FA）、後藤 秀敏、
久保 真也、上野 良史、伊藤 祐也、小田 享典、
梶 涼介、城井 啓吾、芦田 伸彦、安永 尚史、
西山 絋平

Sponsors スポンサーリスト

川崎重工業、スポーツランドTAMADA、SolidWorks、
NTN、VSN、やまびこ、広島工業大学、
広島工業大学工作センター、アベベ食堂、FCデザイン

Presentation プレゼンテーション マシン名：HFP2014

　私たちの車両のコンセプトはチーム発足以来「手軽で本格的フォーミュラマシン」です。今年度
の車両もそのコンセプトを引き継いでおります。
　単気筒エンジンを搭載し、小型軽量、低重心を追求し、整備性を良くし、いかなる状況でも性能
を発揮できる本格的なマシンは必然的に手軽にもなります。このことを実践し、証明するために日々
活動に邁進してきました。
　設計上の大きな特徴はトーションバーサスペンションとアルミ板金製のフロントカウルです。
トーションバーサスペンションは軽量低重心、低コスト化に貢献するとともにシンプルで摩擦部が
ないため、メンテナンスが要りません。アルミカウルはFRP主流の中、美感に訴えるものがあり、
また型が要らないため意外と製作工数が少なく少量生産でのメリットもあります。

yamada
長方形
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69 東京工科自動車大学校
世田谷校
Tokyo Technical College Setagaya Campus

12回大会を終えて

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/69.html

東京工科世田谷フォーミュラチーム
Tokyo Koka Setagaya Formula Team

　今回も残念ながら車両が完成せず、静的審査のみの参加となりました。静的審査はデザイン審査
及びプレゼンテーション審査に出場しました。ただし、デザイン審査については車両が完成してい
ないこともあり審査を棄権した結果、デザインレポートでの得点のみとなりました。
　従って、総合成績は90校中88位と、昨年と同様に不本意な成績となりました。また、今年度の
目標である全種目出場も果たすこともできませんでした。しかし、大会本部の御好意により棄権し
てしまったデザイン審査のフォローアップを受けることができ、審査員の方々のひとつひとつの言
葉が、来年度の車両作りに非常に大きな後押しとなりました。
　未完成ながら車両を置き、ピットを開設していたことにより多くの方の来訪を受けることができ、
多くの助言を得ることができました。また、他大学、自動車大学校との交流もでき、今後の活動に
大きな協力を頂くことができるようになったことも大きな収穫です。
　これらの経験を生かし、今後のチーム作り、コンセプト、製作スケジュール、コスト管理等を見直し、
スポンサー企業様の勧誘活動などを推し進め、2015年度は大会全8種目に参加及び完走、よい結
果を出すことをめざしたいと考えています。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合88位

Profi le チーム紹介・今までの活動

今年度、2回目のエントリーで動的審査全種目出
場をめざし、車両作りに取り組みました。コンセプ
トは、「コンパクト」です。自らの手で設計・製作
することにより、ものづくりの厳しさ、楽しさ、喜び
を実感し、自主的なものづくりの総合能力を身に
付けることを目的に取り組みました。

Team-member チームメンバー

平山 大樹（CP）
松田 意広(FA)、澁谷 健(FA)、磯部 智矢、
井上 隼人、小倉 将希、金光 鎬、今野 翔平、
澁澤 悠一、冨田 進介、仲林 一樹、福地 拓也、
加瀬 匡人、馬場 瑛一、安藤 匠、伊ケ崎 智貴、
WAI PHYO AUNG、植平 智也、菊池 克也、
桑畑 将敬、五木田 浩彰、佐藤 拓也、
清水 裕太、渡邉 順也

Sponsors スポンサーリスト

アイテックス、いすゞ 自動車首都圏、神奈川ダイハツ販売、
神奈川トヨタ自動車、神奈川三菱ふそう自動車販売、
関東マツダ、ダイハツ東京販売、東京スバル、
東京トヨペット、東京日野自動車、東京マツダ販売、
東邦自動車、ネッツトヨタ横浜、バイク王＆カンパニー、
ボークス、ヤナセ、矢野口自工、
レーシングサービスワタナベ、F.C.C.、宮園輸入車販売、
横浜日野自動車

Presentation プレゼンテーション マシン名：-

　私たちは全種目出場を目標に、車両コンセプトを「コンパクト」としました。非常にシンプルな
コンセプトではありますが、ひとつひとつの機能に必要な要素を抽出し、安全で高性能、かつ、で
きるだけコンパクトな車両を製作することをテーマとしました。学生フォーミュラカーを製作、開
発、研究することで1級自動車エンジニア科の考えである「ものづくりとはなにか？」を学ぶこと
を目的に車両作りに取り組みました。
　また、学生自らが一貫してフォーミュラカーを企画・設計・製作し、その中でチーム運営、コス
ト管理、渉外活動にも携わりより実践的な経験を積むことにより、ものづくりの本質やそのプロセ
スを学び、ものづくりの厳しさ・おもしろさ・喜びを実感し、技術の理解を深め、実践的な能力を
養い、より高いレベルに意欲的に取り組んでいく自主的なものづくりの総合能力を身につけて、学
生フォーミュラ本大会出場をめざしました。
　結果、書類審査は無事通過し、静的審査（デザイン審査、プレゼンテーション審査）に進むこと
が決定しました。ただし、コストレポートは不通過となり本大会の審査に進むことはできませんで
した。それに加え、昨年と同様に残念ながら車両を完成させることができず、車検すら受けること
ができませんでした。あらためて車両作りの難しさを実感しました。
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70 Fr. Conceicao Rodrigues 
College of Engineering

Rattle. Rumble. Roar.

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/70.html

Team Pravega

12 members of the Team accompanied by our Faculty Advisor, arrived in Shizuoka, Japan to 
participate in SFJ for the very fi rst time. The enthusiasm and adrenaline was unlike anything we 
had experienced ever before.
On the fi rst day, we worked on reassembling the car to get it ready for technical inspection. We 
were assisted by some local as well as overseas teams in terms of technical support as well 
as lending tools and other equipment. On the second day, our car was ready for the inspection 
by judges. It was a great experience interacting with such highly qualifi ed personnel who gave 
us great advice on how to improve design of our car to make it more compatible and also 
some minor changes to be incorporated. Unfortunately, our intake plenum was damaged during 
transportation and was not possible to fi x with the resources available at hand, preventing us 
from taking part in the dynamic events. However, we did not give up our hopes and worked 
continually until the very last day.
We took part in the business presentation event, and gave a successful and convincing proposal 
to the judges to invest in our vehicle.
Overall, it was a very good learning experience and we are very glad to have participated in this 
competition. We hope to be back next year.

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合86位

Profi le チーム紹介・今までの活動

A passion for automobiles and a love for 
speed is the essence that binds Team 
Pravega. 2014 was the first year that the 
KRATOS-01 participated in SFJ and we 
hope to return next year and perform better.

Team-member チームメンバー

Ashish Menkudale（CP）
Mr. D.S.S. Sudhakar（FA）, Tejas Shinde, 
Akshay Gavandi, Kartik Tripathi, 
Narendra Dhoni, Prachitesh Jadhav, 
Hardik Panchal, Prathamesh Ponkshe, 
Nandu Sagare, Nishant Salvi, 
Swapnil Dhande, Pranav Bandekar, 
Ishan Achrekar, Rounak Manghnani, 
Aniruddh Nair, Pratiksha Gangawane, 
Vipasha Laijawala, Kaustubh Chitnis, 
Vinay Rane, Shubhangi Matey

Sponsors スポンサーリスト

Fr. Conceicao Rodrigues College of Engineering, 
Veworks, American Bolts & Nuts,
Shraddha Engineering Works, Shah Coal, 
Seven Seas Navigation, Dev Exports, Jaipan, 
Narmada, State Bank of Patiala, 
Super-Pressing Engineering Works, 
Comet Cable Glands, 
Anish Pharma Equip. Pvt., Vidyalankar, 
Pen Workers, Deepak Y Chitnis & Associates

Presentation プレゼンテーション マシン名：KRATOS-01

Team Pravega, Mumbai, India comprises of 20 members from branches of Production & 
Electronics Engineering who have come together to represent their college and nation in 
Student Formula Japan, 2014.
Building a Formula 1 car for the very fi rst time, with no previous experience is not an easy task, 
as was clearly experienced by us in the course of the year. We designed and fabricated the 
entire car from scratch in our very own college workshop, thereby gaining hands-on experience 
on the very basics of an automobile. The point that distinguishes us from others is our constant 
eff ort to implement what we learn in the classroom in real practice, and FSAE makes it possible. 
Working together as a team, we choose materials and parts for the car that are available locally, 
so that we do not have to import them and also try to manufacture as many parts as possible in 
our workshop. The car was built keeping ergonomics, weight reduction, and safety as a priority. 
The chassis was redesigned a number of times until an optimum design was obtained. The 
cabin was spacious keeping driver ergonomics in mind.

http://www.pravegacrce.in
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71 Prince of 
songkla university

Lookprabhida formula 
student team

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/71.html

Lookprabhida

 In 2012, Lookprabhida team was competition in JSAE 2012. We have some problem before 
the competition but we were repair in time, We successfully fi nished all static and dynamic 
events. We got an overall result of 29st. and we got “the best rookie” trophy. That great 
Experience for our team to development in the future. In this year, we come again. We expect to 
best of JSAE 2014.

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合50位

Profi le チーム紹介・今までの活動

Lookprabhida team was found in 2008. 
Since 2012 we have been attending JSAE 
2012 that got 29 overall and The best 
rookie" trophy. In TSAE 2013 we got 9th 
overall.  "

Team-member チームメンバー

ISARAPONG TAVATO（CP）
WACHARIN KEAWAPICHAI(FA),
JAREANYUT DECHAWAYUKUL(FA),
THANAWAT WORASAN,
ITTICHAD SAENGSRI,
TANAKORN SUKKATO,
NAVAPHONG SUKNIRUNKUL,
TANATCHA SUWANWIPAKORN,
AMMAR MUDMARN,
KRAISON UEAPRASERT,
THAMMASAN BUNRUENG,
THANAWAT SATJAKUL,
NITIPONG KONGRANGAP,
PANYA SANGWORN,
HASAWI ABDULLOH,
CHEHANAFEE CHEMU,
NARONGSAK CHUNACA,
PHUPA TANAPALA,
SUPIRA INSUWAN,
TEERAJET CHAMRUNWORAKIAT,
ANTIKA YOISERTSUT,
SURAPON SONGKRAM

Sponsors スポンサーリスト

ENG. PSU ALUMNI, TOZZHIN, SKF, 
NEO GROUP, BOSCH, LACTASOY, SCG

Presentation プレゼンテーション マシン名：-

 Lookprabhida team was found in 2008. It belongs to Prince of songkla university. We aim 
the same goal, that was developing knowledge and researching about automotive and otherwise 
related. We are more 30 members in our team who have intention and tolerance. Most members 
were studying in Faculty of engineering.We have same dream, that made us to be friend, and 
now we are team.



99

72 Harbin Institute of 
Technology at Weihai

Keep Racing！

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/72.html

Harbin Institute of Technology Racing Team (HRT)

It’s the second time that Harbin Institute of Technology Racing Team (HRT) take part in the 
FSAE Japan. In 2012, we have the opportunity to bring our HRT12 here to participate in the 
10th FSAE Japan and we successfully finished all static and dynamic events. This year in 
12th FSAE Japan we cannot fi nished all static and dynamic events because of some design 
problems, and eventually we got an overall result of 31st. This result cannot really cheer us up, 
although the game this year we had a really nice time here in Japan, and made many friends 
here. Because we made a really excellent car this year, and we had great expectations for it. 
But it went into troubles during the Competition. In spite of many problem, we complete all 
events expect the Endurance. And we make big improvement in some static events. In static 
events, we fi nally got: Business(22nd), Design Report(11st). So this year the result is a little bit 
disappoint for us, but such a dissatisfaction is precisely the power that can drive us ahead!

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合31位　●最軽量化賞1位

Profi le チーム紹介・今までの活動

Founded in 2009, HRT is the one which is 
established for participating in Formula SAE 
Competition. Since its inception, the team 
has already designed and manufactured 
seven cars. Over the past four years, HRT 
has been kept moving forward.

Team-member チームメンバー

Zhao Jinghui
Wang Jianfeng(FA), Li Jiaming, Li Kun, 
Gong Weixi, He Zhongqing, Wang Yongtai, 
Zhao Wentao, Zhang Qi, Duan Wenjie, 
Zhao Pengcheng, Zhou Tianpeng, 
Jiang Lang, Wang Sirui, Zhang Huaqi, 
Jiao Yifan, Liang Yuhan, Wang Tianyang, 
Wang Lei, Yang Yaran, Peng Peng, 
Cui Guanfeng, Hu Tao, Yang Wenfei

Sponsors スポンサーリスト

Sensata Technologies Changzhou, ANSYS, 
Cusco, FESTO, Wanfeng, Guangwei, IMK, igus, 
Magnet Marelli, Metastar, 
Ronghe International Circuit, ISR, Henkel, 
YATO TOOLS, LOCTITE, Textrem, MSC, 
Davices Craig, Calspan, TIRF

Presentation プレゼンテーション マシン名：HRT_14C

Harbin Institute of Technology Racing Team (HRT), founded in 2009, is the one which Harbin 
Institute of Technology at Weihai established for participating in Formula SAE Competition. As 
one of the earlier-founded formula racing teams, HRT now owned over 130 students of vehicles, 
materials, machinery, fi nance and other related majors. Since its inception, the team has already 
designed and manufactured fi ve cars for FSAE. Over the past four years, HRT has been kept 
moving forward.
For the HRT_14C, the design goal is reliability, lightweight, maintainability, drivability, 
manufacturability and aesthetic. To achieve it, HRT learn from the outstanding international 
team and produce the 10-inch carbon fi ber rim and one-piece CFRP monocoque. HRT_14C is 
equipped with the single-cylinder engine, which will reduce the unsprung weight and improve 
the fuel economy. The CFRP monocoque makes the chassis more integrated and total torsional 
stiff ness higher. Meanwhile, HRT also provide engine RIGS and calibration to pursue excellent 
dynamic performance.
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73 ホンダ テクニカル カレッジ 
関東
Honda Technical College Kanto

完敗からのスタート
次大会に向けて

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/73.html

H-TEC Racing Team
H-TEC Racing Team

　今年度は、マシンの製作が遅れ、出発の前日まで作業しているという状態でした。大会初日はプ
レゼンテーション審査を、2日目にデザイン審査を受けました。静的審査では、チームとして審査
の本質を理解しないまま、審査に臨んでしまったため、結果として、思うような得点を得ることが
できませんでした。大会4日目に行われた、静的審査における、フォローアップセミナー、フィー
ドバクプログラムへの参加を通じ、大会での静的審査の重要さや、モノづくりにおけるコンセプト
の必要性など、チームメンバー共々、深く知り得たと思います。
　車検では、2日目に受けた技術検査において、レギュレーションの読み込みの少なさから、数多
くの箇所を指摘されてしまい、車検を通すことができたのは、翌日の午後でした。オートクロスの
時間までには間に合ったものの、結果として、アクセラレーションや、上位を目標としてきたスキッ
トパッドに出走することができませんでした。オートクロスでは、スタート後すぐにマシンがスロー
ダウンしてしまい、オートクロスでタイムを残すことができませんでした。同時に、エンデュラン
スへの出走権も失い、チームとして最悪の結果に終わってしまいました。
　今大会では、理想とは真逆の結果に終わってしまいましたが、チームの活動目標でもある「個々
人の成長」という面では、達成できたと思います。今大会の悔しさをバネに、次大会では全審査完
走をめざしたいと思います。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合80位

Profi le チーム紹介・今までの活動

H-TEC Racing Teamは、今年で発足10年目と
なりました。チーム発足当時より、単気筒エンジン
による軽量マシンをコンセプトとして活動してきまし
た。また、私たちはこの大会で成績を残すというこ
と目標はありますが、それ以上にチームメンバーの
ひとりひとりが成長するということを目標に活動して
います。学生が自ら行動し主体的に作業に取り組
むというのが私たちのモットーです。

Team-member チームメンバー

砂押 恭平（CP）
法原 淳（FA）、須藤 佑作、石川 英志、
芝崎 啓太、関 拓朗、鈴木 雄祐、佐藤 快、
渡邊 拓也、轟 祐一、本田 茉梨枝、藤澤 直人、
菊地 佑貴、柴田 雄哉、槇田 一貴、竹澤 洋子、
渡辺 ブルーノ、岡本 宏介

Sponsors スポンサーリスト

本田技研工業、深井製作所、タカタ、F.C.C.、
豚骨ラーメン一指禅

Presentation プレゼンテーション マシン名：HFS-010

　私たちH-TEC Racing Teamは、参戦初年度より一貫して「軽量・コンパクト」をコンセプトに
大会最軽量をめざし設計・製作を行ってきました。2014年度は新たに「旋回性能」を高めるべく、
軽量化に加え、低重心化を進めてきました。そこで私たちがたどり着いたコンセプトは、縦横無尽
に飛びまわる「ツバメ」をイメージした「スワローウイング」でした。
　私たちはコンセプトを元に、カウル・エンジン・排気・燃料などを全て一から見直し設計しました。
特に私たちが力を入れたのはボディカウルです。ボディカウルには今大会に出場したチームのなか
で唯一ポリエチレンテレフタレートを用い製作しました。また、他チームではあまり見受けられな
いリヤカウルを製作することにより、「スワローテール」を表現できたと思います。「スワローテー
ル」を実現するために、エキゾーストパイプの新規製作や、燃料タンク、電装品の配置など、随所
にこのコンセプトを実現するため設計・製作を行ってきました。

https://sites.google.com/site/htecracing/
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76 Southern Taiwan University 
of Science and Technology

One Team One Dream

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/76.html

Eagle Racing Team

We are very honored to participate JSAE competition because it is our team challenge's target. 
This year our team learned many valuable thing that can help us growing up and get many 
technical inspection experience by inspection staff and other team member .Meanwhile in 
design report we also get a lot advice from static staff  ,this help us do more preparation for next 
year. In short ,our team member get a lot of precious experience at this competition .At last, 
we would like to appreciate that JSAE all staff  member and Shizuoka Institute of Science and 
Technology’s all team member and FA for helping us a lot.

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合65位

Profi le チーム紹介・今までの活動

Eagle Racing Team was founded in 2006 
by students of department of mechanical 
engineering .We has  participate JSAE 
competition four(2006,2007,2008,2014) 
and FSC twice(2012,2013).

Team-member チームメンバー

Chun-Kai Wang（CP）
Cho-Yu Lee, Wei-Chin Chang(FA), 
Han-Teck Khoo, Yi-Min Hong, Yi-Fu Cheng, 
Lien-Wen Lin, Hsu-Chou Chang, 
Sen-Ting Wu, Meng-Chu Kuo, Yu-Ting Tsai, 
Chung-Yu Kao, Sheng-Wen Huang, 
Ping-Yu Wu, Chin-Ya Chiu, Yi-Jun Lin, 
Wei-Chih Chen, Wei-Gang Chen, 
Yu-Hao Zeng, Tsung-Ying Liu, 
Ming-Yueh Chang

Sponsors スポンサーリスト

Tanko, TEi, YAC, Maxxis, Kindshock, Pro’s kit, 
Frando, Formula Z, C.K, Garmin, PROGi, 
KINUGAWA, RAEMCO, KOSO, THH, F.C.C., 
ECO, SKF, FUNCTION, DC, KMYCO, NSK, 
Husqvarna, Boostec, KAO, Sabelt, TFM, F.A.R, 
World Wide Technologies LLC, Magnet Marelli, 
FERRANNI, 永明木模社、仁泰機械、平坐車隊、
東勝企業社、朝澤、祈 陽極

Presentation プレゼンテーション
Engine: Husqvarna TC449(450cc single cylinder 98mm bore/59.6mm stroke)
Compression Ratio/Horse power: 13:1/43hp
Shift Mode: Mechanical shift+ Pneumatic shift 
Suspension: Unequal double a-arm+ pushrod shock absorbers
Steering: Gear and Rack steering
Brake: Four-wheel Disc Brakes
Diff erentials: LSD
Frame Structure: Steel Truss Structure(SAE 4130 ,STAM 1470)
Fuel injection/ignition system: MOTEC ECU Multi-point Injection/MSD ignition Module
Steering Wheel: Shift Paddles
Dimension: 2700mm x 1250mm x 1265mm
Wheelbase: 1550mm
Track Width: 1100mm
Weight:180KG
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79千葉工業大学Chiba Institute of Technology

4年ぶりの大会出場
新チーム始動！！

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/79.html

エフシーアイティーレーシング チーム
FCIT Racing Team

　今年度の大会には全ての種目への参加、完走を目的として挑みました。しかしスケジュールとメ
ンバー間での連携がうまくいかず試走もままならない状態での大会参加になりました。
　1日目は、メンバー全員でパーツの取り付け作業を行いデザイン審査に臨みました。
　2日目はプレゼンテーション審査とコスト審査のリアルケースシナリオがありました。全ての審
査でレギュレーションの理解不足と準備不足を感じることになりました。とても悔いが残る結果で
した。
　3日目は、車検を行いました。しかし最終段階での製作に余裕がなかったため万全な状態で車検
を受けることはかなわず多くの指摘を受けました。その後指摘された箇所の修正を試みましたが、
残念ながら車検を通ることができませんでした。
　4、5日目は各項目のフォローアッププログラムと車検フィードバックに参加しました。ここでは、
車検員や審査員の方々から製作する時の注意点や、発表する時どういった事を考えて話せば良いの
かなど、来年度のマシン製作に繋がるアドバイスをもらいました。
　今回、チームの設立から大会参加まで全力で行い、とても濃密で有意義な時間を過ごしてきまし
た。しかし最終目標であった全ての審査に参加することはかなわず、反省点の多い結果になってし
まいました。来年度はこの悔しさと経験をばねに全種目参加をめざし努力していきます。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合73位

Profi le チーム紹介・今までの活動

千葉工業大学FCIT Racing Team は、2011
年度から新チームとしての再開をめざし活動してきま
した。当初は場所も資金もない状況でしたが、メ
ンバーの情熱と努力が実り今年の大会に出場する
事ができました。チームメンバーは14人で、1～3
年生が中心で活動している将来性のあるチームで
す。

Team-member チームメンバー

畔野 智晴（CP）
村越 茂（FA）、村上 祐貴、渡邊 章人、
和田 潤一、栗原 槙之助、關 亜実、大庭 誠晴、
宗宮 寛行、山崎 洋輝、小野 隼斗、伊藤 拓人、
小松 拓麻、古津 大地、神原 涼

Sponsors スポンサーリスト

ヤマハ発動機、谷津商事、京葉ベンド、NTN、
協和工業、ミネベア、スズキ、日信工業、
TET'S RV CENTER、VSN、F.C.C.、ピーエムシー、
深井製作所、細渕ラジエーター工業所、
レーシングサービスワタナベ、アールエーシー、ノザワホンダ

Presentation プレゼンテーション マシン名：FCITR-01

　2014年度製作車両FCITR-01は、新チーム初の製作車両であるため、作りやすさを重点に置い
た思想のもと設計、製作を行いました。フレームでは、パイプの外径を統一することによって端面
加工する時エンドミルを交換せず全ての加工を行うことができます。また私たちのチームでは場所
の関係上、定盤を用いることができなかったため、その代替としてベニヤ板を用いてフレームを製
作しました。これによって溶接する前に仮組みを行うことが可能となり、実物でどのようなフレー
ムになるのかを確認する事ができます。また溶接する順番も効率的に決める事ができるため、生産
性の向上も期待できます。
　パワートレインでは、CVTを用いることによりシンプルな機構にできます。また、シフト操作
をなくしドライバーへの負荷を減らしました。ベルトによってトルクが伝わるのでシフトによる震
動がなくスムーズな加速ができます。
　今年は、ダンパー等の足まわりの設計不良やステアリングの調整不足などで車検通過ができず動
的審査に参加できませんでした。来年は、今回の経験と頂いたアドバイスを生かし、万全な準備と
しっかりしたマシン設計を行いたいと思います。

http://www.fcit.jp/blog/
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80 Institut Teknologi 
Bandung

Creation of Mushika-02

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/80.html

Mushika FSAE ITB
https://www.facebook.com/MushikaFSAE?ref=hl

 We already submitted all document requirements for the 2014 Monozukuri Design 
Competition but unfortunately we couldn't make it there due to fi nancial problems. We are 
looking forward to the 2015 competition.

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合76位

Profi le チーム紹介・今までの活動

We are Mushika FSAE ITB. We are mostly 
Mechanical Engineering students from 
Institut Teknologi Bandung, but some of us 
were from Aerospace and Electrical 
Engineering too. This year we fi nished the 
production of our car, Mushika-02 and 
conducted some performance tests of the 
car.

Team-member チームメンバー

Randianto Susilo（CP）
Toto Hardianto(FA), Arief Haryanto(FA),
Sandro Mihradi(FA),
Balthasar Lumbantobing, Daniel Subeng,
Arief Sanjaya, Chandra Wijaya,
Andika Mahendra, Roland Winata,
Auliya Harditio, Paulus Aldo,
George Pradipta, I Nyoman Wira,
Stefan Valiant, Joko Wisnugroho,
Galih Saman, Hanif Prabowo,
Akbar Fadlih, Wisnu Suryantoro, 
Kevin Gunawan, Paripurna  Bawonoputro, 
Ars-vita Alamsyah

Sponsors スポンサーリスト

PT Dirgantara Indonesia

Presentation プレゼンテーション マシン名：Mushika-02

 First thing we focused on changed the whole of suspension design to fi t the rules given. A 
slight modify applied to our car's frame to make it easier for powertrain installation. The other 
side, we improved the powertrain division by redesign engine’s radiator, fuel tank, shifter, 
electrics and drivetrain (tensioner added). 
 In the middle of the year, our engine broke and this was our biggest problem since we don't 

have spare and couldn't do anything related to performance testing like acceleration test, 
skidpad, endurance and brake test. Yet we managed to continue the build of car's body and 
wings to get more points in static event and get aerodynamic advantages. After our engine got 
repaired and everything settled we began to do the performance test and improved the car's 
reliability and stability.
 Until now we are still doing some performance test and minor improvement to get our car 

perfect enough for next year's competition.

yamada
長方形
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82 Hubei University Of 
Automotive Technology

Create new record

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/82.html

DONGFNEG-HUAT Racing Team

September 4 am in the morning, Instructor and captain Yu Xiaowei and Deng Zhao Wen will 
visit the stadium, Racing brake test carried queue.Our car once passed the brake test, Marking 
the team entirely by Japanese car inspection.
   Japan's weather vagaries, A heavy rain disrupted the game process，Empty sometimes 

rainy, sometimes sunny, We do not know to use rain tires or dry tires.Leadership instructor, 
captain and riders discuss tire selection decisions, One side is a great variety of weather, the 
other side is about to start the race. Because of the need to change tires for nearly an hour or 
so of time, so more difficult choices, Finally, after discussions and consultations, in order to 
ensure foolproof or use rain tires race.
The game,Not only the players the ability to exercise more HUAT team players to provide a 
learning platform for the exchange,Learning to Japan advanced automotive technology, rigorous 
attitude to learning the Japanese automotive design, I believe the team will be able to campaign 
in October of the Chinese race and lay a good foundation through the game, China can expect 
even better race.

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合18位　●日本自動車工業会会長賞
●ルーキー賞（ICVクラス）　
●CAE特別賞3位

Profi le チーム紹介・今までの活動

HUAT Racing Team was established in 
March 2011. The team members come from 
diff erent professions like vehicle engineering, 
machinery, electronics, management, etc. 
And each member is fully enthusiastic to the 
team in order to achieve common goals.
We've got everything ready.

Team-member チームメンバー

Xiaowei Yu（CP）
Zhaowen Deng(FA), Jiajun Li, Shuai Zhang, 
Chao Wu, Yuhui Mao, Qingming Li,
Heng Zhang, Pengfei Jia, Lingqi Kong, 
Lupeng Cui, Peng Li, Meibing Chen, 
Zhaoyang Zang, Haijie Wang, Wang zhiyong

Sponsors スポンサーリスト

DONGFENG Trucks, YATO, GITI, IMK, DBTS, 
ANSYS, MSC, TORCO, LANG BO WANG, 
FeikeMX

Presentation プレゼンテーション マシン名：HUAT-Ⅳ

The design work lasted for 6 months. Each sector kept communicating with others while 
designing components, and each group exchanged design progress on weekly meeting. At the 
beginning, we’ve considered humanization design and you could see it in the pedal which is 
adjustable. Besides, the car’s ECU module can be calibrated  according to everyone’s driving 
habits through regulation of suspension and steering, aiming to get the harmony between 
cars and people. While all the designs are based on the car’s reliability. One of the biggest 
selling points of the car is its reliability and fun to drive. The car’s reliability comes from the 
abandonment of the new technology of carbon fi ber materials, which would also cut the cost. 
The pleasure of driving is in the car's momentum. CBR600rr?the four-cylinder four-stroke engine 
provides 80bhp, which helps the car to breaks the hundred kilometer in 4 seconds easily, and 
Middle drive provides more driving pleasure.

http://fsae.huat.edu.cn/
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E1 静岡理工科大学Shizuoka Institute of Science and Technology

2連覇への挑戦

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/E1.html

静岡理工科大学フォーミュラプロジェクト
SIST Formula Project

　私達のチームは8月に行われた三支部合同走行会に参加し、電気車検の項目について勉強を重ね、
万全の状態で大会に挑みました。大会初日午後より行われた電気車検ですが、高電圧の実証試験以
外の項目を通過させることができました。
　大会2日目より通常の機械車検にも合格し、残る高電圧の実証及び口頭試問を合格し、その後の
ブレーキテストやチルトなどといった通常の車検とレインテストも通過することができました。
　大会3日目には動的審査がスタートし、ドライバーのコースミスや走行運営に遅れがありました
が、無事アクセラレーション2回、スキッドパッド1回の記録を残すことができました。午後より
オートクロスが行われ、エンデュランスAグループに確定しました。大会4日目には高圧充電器の
故障等のトラブルに見舞われましたが、先生方や企業様のご協力により対応することができました。
　そして迎えた大会5日目のエンデュランス走行当日、車両のサスペンションブラケットに亀裂が
見つかり、足まわりに不安がありましたが、1stドライバが慎重に10周を走りきり、2ndドライバー
へ交代しました。2ndドライバーの走行が半分の5周目走行中に、エコパコースの奥側でマシンが
停止、エンデュランス審査として15周目にリタイヤとなりました。やはり不安のあった足まわり
のネジが破断し、走行不可となってしましました。惜しくも2年連続エンデュランス完走ができず、
大変悔しい思いです。来年こそは全審査完走を果たし、完全優勝をめざします。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●EV総合優秀賞1位　●総合44位　
●最軽量化賞（EVクラス）1位
●EVオートクロス賞1位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私たちのチームは2006年から全日本フォーミュラ
大会に参加しており、今年で9年目のチームです。
本チームの特徴は第8回大会以降毎年エンジン
車両とEV車両の2台を1年で製作していること、
日本一大会会場に近い学校として、学生フォーミ
ュラや本チームの活動を地域の皆様にPRしてい
ます。

Team-member チームメンバー

宮野 公美子（CP）
高林 新治(FA)、見原 滉二、埋田 祐希、
前田 幸宏、千頭 和優斗、外山 佑輔、
大坪 恭平、石井 はるか、川合 貴士、杉山 尚也、
鈴木 和輝、鈴木 一輝、鈴木 恭介、竹内 佑真、
堀江 貴博、松本 和也、山本 匠、木村 駿吾、
一木 龍也、大森 拳弥、坂本 和也、杉本 善雄、
高橋 亮介、袴田 渉馬、古川 詩紋、牧野 駿、
松島 資明、水島 永雅、渡邉 恵佑、海野 萌

Sponsors スポンサーリスト

スズキ、榛葉鉄工所、ダイキン工業、富士ゼロックス、
小楠金属工業、ベルキャリエール、ユニバンス、東芝、
富士コミュニケーションズ、SHOEI、鈴与商事、NTN、
ソリッドワークス･ジャパン、AVO/MoTec JAPAN、
NSKワーナー、住友電装、大同工業、鳥居自動車整備、
オエティカジャパン、深井製作所、プロトラッド、
東洋電機製造、協和工業、関ものづくり研究所、
センサータ･テクノロジーズジャパン、エヌ･エム･ビー販売、
ユタカ技研、鈴与システムテクノロジー、協永産業、
小糸製作所、イグス、イーアンドイーシステム、THK、
アールエスコンポーネンツ、アイ･アール･エス、ISK、
ローランドディー.ジー.、鈴与マテリアル、ザム･ジャパン、
ウエストレーシングカーズ、タイコエレクトロニクスジャパン、
CAST

Presentation プレゼンテーション マシン名：SFP14EV

　2014年度チームEV車両（以下、SFP14EV）は「シンプルなマシン」をコンセプトとし、ドラ
イバーが運転しやすく作業者が整備しやすいという車両の「扱いやすさ」と車両の作り手である生
産者が車両加工しやすいという「生産性」を重点に置き設計した。顧客であるアマチュアのドライ
バーにとって手の届く価格で運転しやすいということ、自分たちチーム（企業）が車両を製作・整
備を依頼する場合、作業者にとって低コストで加工工程が少なく整備しやすいということ、両方の
目線での「シンプル」を追求した。
　この「シンプル」を達成することが、車両の整備性を向上することで、EVフォーミュラの絶縁・
防水防止などの安全対策やトラブルシューティングが行いやすく、ドライバーが安心・安全に走行
できるEVフォーミュラの実現をめざした。サスペンションではダンパーをアームに直接取り付け
ることで部品点数を減らし、生産性の向上に努めた。フレームでは曲げパイプを多用することで部
品点数を減らし、溶接箇所を減らすことで生産性と信頼性を高めた。またトラブルの多かったデフ
マウント固定部にはS45Cのブロックを用いることで信頼性を高めた。インテリアとしてはステア
リングポジションを3段階まで調整可能とし、身長差のあるドライバーでも扱いやすいように設計
した。

http://www.sist.ac.jp/club/f-sae/
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E2東北大学Tohoku University

非常に悔しさの残る結果

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/E2.html

東北大学フォーミュラチーム
Tohoku University Formula Team

　大会直前まで電装トラブル対応に追われ、静岡入りできたのは大会1日目の夕方でした。2日目
の午前中に電気安全車検EV0を通過し、午後に機械技術検査を受けましたが、数カ所指摘を受け、
一発合格とはなりませんでした。その晩、静岡理工科大学様に作業場をお借りし、機械車検指摘箇
所と電装トラブルの修正のため、夜通し作業いたしましたが、メインリレーが溶着していることが
発覚。それにより、3日目の動的種目に出走することがほぼ絶望的になりましたが、なんとか車検
通過は成し遂げたいという思いのもと、翌朝リレーを発注し、3日目は技術検査と重量・チルト検
査をパスした後、リレーを速やかに組み込めるよう、受け入れ体制を固めました。
　4日目の早朝、新しいリレーを受け取り、組み込み作業を始めましたが、未熟な設計・技術のた
め、当初予定より作業が大幅に長引き、ふたたびモーターが回ったのは日没後でした。やっとの思
いで5日目の朝、電気安全車検を受けることができましたが、車検中に再びリレーが溶着し、また、
その場では解消できない指摘を多数受け、車検不通過で大会を終えることとなりました。走行はお
ろか転がすことすらままならなかったTF-13から、大幅に進化したTF-14ですが、ついに大会で
走らせることはかなわず、チームの未熟さ、問題点が浮き彫りになった大会でした。
　最後になりましたが、1年間、未熟な私たちを支えてくださいました、スポンサー様、大学関係
者の方々、大会関係者の方々、OB・OG、家族に、チーム一同、心より感謝申し上げます。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合71位

Profi le チーム紹介・今までの活動

東北大学フォーミュラチームは2012年4月に本
格的な活動を開始し、昨年第11回大会で初参
戦を果たしました。2回目の参戦となる第12大会
に向けては、マシンの製作はもちろん、チーム体
制づくり、渉外広報活動などにもリソースを割き、
トップチームになるための地盤を固めに力を入れま
した。

Team-member チームメンバー

村中 建太（CP）
中村 健二（FA）、後藤 博樹（FA）、阿部 寛生、
星野 柊、石井 肇、山田 誉矩、原田 明永、
中倉 輝紀、馬場 洋輔、早川 翔太、渡会 拓己、
須田 隆文、李沢 謙介、布施 和正、澤瀬 燈、
新路 健人、鈴木 裕貴、竹山 佳那、中根 理沙、
薮田 佳絵、横井 佑香

Sponsors スポンサーリスト

東北大学一ノ倉研究室、
東北大学未来科学技術共同研究センター、
MotoGarage WINDS、
オートモーティブエナジーサプライ、日本エレクトライク、
トヨタ自動車東日本、宮城トヨタ自動車、
トヨタレンタリース宮城、トヨタカローラ宮城、
東北大学西澤潤一記念研究センター／
マイクロシステム融合研究開発センター、モディー、
ニフコ、仙台トヨペット、トヨタレンタリース仙台、
ネッツトヨタ仙台、花壇自動車大学校、小野寺鐵工所、
日本発条、GVテクノロジーズ、和泉テック、BOEING、
THK、エフ・シー・シー、協和工業、ネッツトヨタ宮城、
トヨタL＆F宮城 日信工業、宮城日野自動車、
トヨタホームとうほく、Twinkle Pochet、NTN、ケーヒン、
アストロ機工、東成鋼管、トヨタ部品宮城共販、オムロン、
NOK、センサータ・テクノロジーズ、深井製作所、
矢崎総業、プロトラッド、TONE、VSN

Presentation プレゼンテーション マシン名：TF-14

　第12回大会参戦車両TF-14の開発では、背中がグンと押されるようなEV特有の加速フィーリ
ングを生かし、ドライバーが「軽快でシャープな走りを堪能できるクルマ」をコンセプト・スロー
ガンに定め、コーナーをいかに速く抜けるかに的を絞り、設計を進めました。
　ワイドトレッドのレイアウトを採ることで、旋回速度の限界を上げながらも、モーター特有のフ
ラットなトルク特性からドライブトレインはシフト操作の必要がない、固定高減速比のドライブト
レインを採用し、コーナー脱出速度の向上を図りました。また、新規採用したコンパクトなLi－
イオンバッテリをドライバー後方に配置することで、マスを集中させ、ヨー慣性モーメントを低減
しました。
　シャシーは、昨年度マシンTF13が抱えていたクルマとして致命的な問題の解決のため、完全新
規設計を行いました。ダンパー、スプリング、キャリパーを新規に採用し、アッカーマンジオメト
リーを基本に設計したステアリングは「クイックでよく曲がる」との高評価をいただきました。
　しかしながら、昨年度から続く電装系の熟成がなかなか進まず、予定より2月半遅れて、5月末やっ
とシェイクダウンしましたが、試走のたびに相次いで発覚する回路トラブルをつぶしきれず、大会
に臨むこととなってしまいました。
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E3神奈川工科大学Kanagawa Institute of Technology

EVの可能性
世界を目標に

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/E3.html

KAIT Racing
KAIT Racing

　今年度の大会はEV車検を通過できず、静的審査のみ参加という悔しいものになってしまいました。
　静的審査のデザインでは、デザインレポートに具体的な数値明記がなされておらず、会場で口答
説明する必要が出てきてしまい非常に効率が悪いものになってしまった、コストでは年間1000台
生産できると言う根拠が明確に示すことができなかった、プレゼンテーションでは示した数値に不
明瞭なものがあるなどさまざまな改善点が挙げられました。静的審査の結果は決して満足できるも
のではありませんでしたが、デザイン・コストレポート・プレゼンテーション全てにおいて明確な
課題を発見でき、得るものは多かったと思います。今後の活動では浮き彫りになった静的審査での
問題点を改善し、さらに良いものが作れるように努力していきます。
　車検の問題点としては、弊チームでのレギュレーションの解釈の違い、大会審査員の方との意思
疎通がうまく取れなかったことなどがあげられます。しかしながら、通過しなかった部分を除き安
全に関するその他の部分は完成していたので、その点は評価できると思っています。
　今年の車両製作でEVに関するベースができたと、私たちは考えます。それを元に今後の車両では、
改良できるところはさらに良くし、変える必要のない部分はさらに精度を高め、海外も視野に入れ
たレベルの高い車両を作っていきます。
　最後になりますが、支援・協力していただきましたスポンサーの皆様、先生方、大学関係者の方々、
保護者の皆様、OB・OGの皆様に心から感謝申し上げます。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合68位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私たちKAIT Racingは2011年までICVで参戦し
てきましたが、2012年よりEVという新たなステー
ジに舞台を移し挑戦を始めました。2013年には
Formula Electric Itaｌyに日本から単独出場する
など、世界に目を向けて活動をしています。

Team-member チームメンバー

山田 笙平（CP）
平野 宏和(FA)、加藤 俊二(FA)、石塚 藤太郎、
関口 登史、亀山 峻輔、中野 勇大、西山 尭伯、
有坂 広海、石川 大祐、石橋 満憲、大島 章裕、
茅野 悠里、木部 克哉、霜山 和希、新村 鉄、
高須 彬廣、高山 拓也、中井 志哉、羽生田 聡、
松本 慎吾、村岡 洸明、森 昴、柳平 康広、
和田 悠平

Sponsors スポンサーリスト

http://www.fsae-kait.com/sponsor/sponsor.html
多くのご支援を頂き入りきらないため上記URL参照

Presentation プレゼンテーション マシン名：K-014E

　K-014Eに搭載されているバッテリーは完全自作のユニットになっています。通常は販売されて
いるバッテリーを購入し使用すると思うのですが、私たちはLi-Mgのセルのみを購入、ひとつひと
つ重ね合わせて組み上げ、アルミのケーシングで覆いひとつのモジュールとしました。それを8つ
直列に繋ぐことでシステム電圧403.2[V]を実現、コンパクトなエネルギー密度の高いバッテリー
パックを作製することができました。バッテリーモジュールを自作することにより、バッテリーの
レイアウト、容量など必要とされる数値を細かく設定することが可能です。バッテリーの状態を監
視し制御するセルコントローラー(BMS）も作製したモジュールに合わせた独自の監視システムを
作りました。
　モーターは最大75kW出力できるSRモーターを採用、車両のトルク特性から変速機構は必要な
いと考え、減速機にはコンパクトかつ大きな減速比を得られる遊星ギヤとチェーンドライブ両方を
使用しました。また、アクセラレーション時のタイムを考慮し、シミュレーションを使用して最終
的な減速比は ｢10.83：1｣ に決定、このSRモーターと減速比を用いてアクセラレーション日本最
速を狙えると確信しています。
　EVが秘めている可能性は未知数であり、それを引き出すために我々は常に試行錯誤を重ねてい
ます。

http://www.fsae-kait.com/
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E4 Harbin Institute of 
Technology at Weihai

Keep Racing！

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/E4.html

Harbin Institute of Technology Racing Team (HRT)

It’s the first time that Harbin Institute of Technology Racing Team (HRT) take part in the 
electric part of the FSAE Japan. What a great pity! We cannot complete the dynamic events 
because of some problems, although we do well in static events. This result cannot make us 
happy because all our members spend one year designing and manufacturing HRT_14E and we 
expect a lot on it. However, we will take this result as encouragement to make our team better 
and keep racing! What’s more, we have an extremely great time in Japan and make many 
friends here. We want to come here if it is possible!

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合60位　●ルーキー賞（EVクラス）

Profi le チーム紹介・今までの活動

Founded in 2009, HRT is the one which is 
established for participating in Formula SAE 
Competition. Since its inception, the team 
has already designed and manufactured 
seven cars. Over the past four years, HRT 
has been kept moving forward.

Team-member チームメンバー

Zhao Jinghui, Wang Jianfeng, Li Jiaming, 
Li Kun, Gong Weixi, He Zhongqing, 
Wang Yongtai, Zhao Wentao, Zhang Qi, 
Duan Wenjie, Zhao Pengcheng, 
Zhou Tianpeng, Jiang Lang, Wang Sirui, 
Zhang Huaqi, Jiao Yifan, Liang Yuhan, 
Wang Tianyang, Wang Lei, Yang Yaran, 
Peng Peng, Cui Guanfeng, Hu Tao, 
Yang Wenfei

Sponsors スポンサーリスト

Sensata Technologies Changzhou, ANSYS, 
Cusco, FESTO, Wanfeng, Guangwei, IMK, 
igus, Magnet Marelli, Metastar, 
Ronghe International Circuit, ISR, Henkel, 
YATO TOOLS, LOCTITE, Textrem, MSC, 
Davices Craig, Calspan, TIRF

Presentation プレゼンテーション マシン名：HRT_14E

Harbin Institute of Technology Racing Team (HRT), founded in 2009, is the one which Harbin 
Institute of Technology at Weihai established for participating in Formula SAE Competition. As 
one of the earlier-founded formula racing teams, HRT now owned over 130 students of vehicles, 
materials, machinery, fi nance and other related majors. Since its inception, the team has already 
designed and manufactured two electric cars for FSAE. Over the past four years, HRT has been 
kept moving forward.
We set the design objective as reliable, high-performance, light-weight and safety. Based on the 
analysis and simulation, the power of battery is 5.4kwh, which is 20% less than last year. The 
self-designed and manufactured vehicle controller can analyze signals gathered from sensors, 
and then output commands, which improves the operational stability. The insulation monitoring 
system can cut off  the power output in case of emergency, which ensures the driver’s safety. 
The continuous power of the motor is 52kw and the weight of the motor is 38.5kg, and the 
power-to-weight ratio attains a striking 1.35kw per kilogram. The stable brake system with little 
mass can provide enough brake force to lock all 4 wheels at the same time rapidly.

yamada
長方形
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E6 トヨタ名古屋自動車大学校
Toyota Technical College Nagoya

EVクラスへの初挑戦を終えて

Team-Movie http://www.jsae.or.jp/formula/jp/12th/movie/E6.html

TTCN-F EV
TTCN-F EV

　EVクラス初参戦の今年度、私たちは全審査完走、EVクラス優勝を目標に活動してきました。8
月の3支部合同試走会にて、電気車検項目についてアドバイスを受け修正したことで2日目までに
電気車検パート1と技術車検、チルト試験を通過することができました。しかし、ブレーキテスト
でリヤタイヤがロックせず、3日目までその対策に追われました。
　電気車検パート2と、ブレーキテストを合格した地点で、「アクセラレーション」「スキッドパッド」
の審査時間が終了していたため、「オートクロス」審査へ出走できるよう、レインテストへと向か
いました。しかし、一発で合格できず、修復後に再度テストを受け合格しました。その地点で「オー
トクロス」の出走期限まで残り30分でしたが何とか出走することができました。
　「エンデュランス/効率」審査では、スタート直前にシステムが起動しないトラブルが発生し、
緊急で修復し、出走期限の2分前に再スタートできました。しかし、12周目頃からペースダウン
し始め15周目にブラックフラッグを振られ、完走できませんでした。
　静的審査では、当日審査不参加の「コスト審査」をはじめ、全体的に準備不足が露呈し、総合成績は、
72位（EV5位）/20.56点となり、目標の「全審査完走/EVクラス優勝」は達成できませんでした。
　この1年間の学生フォーミュラ活動での貴重な体験や大会期間中に起きた数々の出来事は、今後
も私たちの記憶に深く残り続けると思います。今大会で得た反省点を来年度のマシン製作に生かし
ていきます。

Participation report 参戦レポート

今回の総合結果・部門賞

●総合72位

Profi le チーム紹介・今までの活動

私たちTTCN-F EVは今年度EVクラスへ初参戦
しました。初めてのEV製作で不安や戸惑いもあり、
多くの時間を費やしましたが、チーム一丸となり大
会までに車両を完成させ、全車検通過し動的審
査に参加することができました。次年度は、全審
査完走、EVクラス優勝を目標に頑張ります。

Team-member チームメンバー

徳重 佑馬（CP）
小澤 智文(ESO)、早川 哲也(FA)、
村上 正治(ESA)、三輪 英暢(ESA)、安東 一将、
飯田 知樹、池田 真大、礒部 聖國、稲葉 勇太、
浦嶌 紀仁、大村 祐基、岡元 俊介、落合 佑輔、
小泉 拓也、河野 充、古野 達也、杉本 祐良、
鈴木 大輝、冨田 晟生、永井 康之、新家 宏明、
西野 雅史、水谷 剛士、村田 雅季

Sponsors スポンサーリスト

愛知、イーブイ愛知、イワタフクソー、
ウエストレーシングカーズ、NTN、F.C.C.、共勇、
共和工業、日本グッドイヤー、新明工業、
ソリッドワークス・ジャパン、大仙産業、ダウ化工、
タクティー、ダッド、TGMY、トヨタカローラ愛知、
豊田合成、日信工業、深井製作所、プロトラッド、
BENDAR、関谷醸造、ヤマハ発動機、レムジャパン、
和光ケミカル、RSワタナベ

Presentation プレゼンテーション マシン名：TTCN-F EV’14

　今年度のマシンは、「整備性の良いクルマの製作」をメインコンセプトに車両製作を行いました。
このコンセプトを達成するために車両への搭載部品を最小限に抑え、「シンプルな構造」とするこ
とで作業スペースを確保しました。充分な作業スペースを確保することで、作業中に他の部品との
接触を避け、「安全・迅速な整備」ができるようになります。また、各装置のレイアウトを脱着し
やすい適切な位置に配置し、配置の方法も考慮することで、高圧/低圧配線量共に最小限にし「整
備性の向上」と「軽量化」の両立を図りました。例として、アキュームレータコンテナを2つに分
割し、コクピット左右に配置することで、「安全性の向上」・「重量バランスの均一化」も実現しました。
　また、レギュレーションを遵守するために必要な低電圧フェイルセーフ回路を、コンピューター
制御に頼らずに自作で基板上に作成することで電気回路への理解を深めると共に、不具合発生時に
「迅速」に修復できるようにしました。
　加えて、TTCN-F EV14のサスペンションには当校の特色であり昨年度のICV車両から搭載して
いる「アンユナイト式サスペンション」を昨年度はフロントのみに採用していましたが、今年度は
フロント・リヤ共に採用しさらなる「熟成」を図りました。

http://ttcnf.webcrow.jp
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2014 Student Formula Japan - Overall Result

Place Car
No. Team Team Cost Presentation Design Acceleration Skid Pad Autocross Endurance Efficiency

Endurance
and 

Efficiency
Penalty Total

1 4 Nagoya University 名古屋大学 62.14 75.00 135.00 74.48 32.94 143.24 300.00 78.69 378.69 -10.00 891.49
2 1 Kyoto University 京都大学 67.85 67.11 104.00 60.25 44.51 144.59 292.70 100.00 392.70 0.00 881.01
3 3 Doshisha University 同志社大学 83.90 51.32 122.00 68.63 33.51 125.16 230.26 84.81 315.07 0.00 799.60
4 10 Toyohashi University of Technology 豊橋技術科学大学 28.49 59.21 131.00 69.32 24.69 133.66 278.67 55.87 334.55 0.00 780.92
5 5 Kyoto Institute of Technology 京都工芸繊維大学 62.98 14.74 75.00 55.58 34.11 138.66 278.43 92.67 371.10 0.00 752.17
6 11 Tokai University 東海大学 13.58 55.26 120.00 60.43 13.26 127.63 268.54 76.45 344.99 0.00 735.16
7 13 Nagoya Institute of Technology 名古屋工業大学 36.26 39.47 75.00 63.33 28.31 144.88 250.21 97.08 347.29 0.00 734.53
8 6 Yokohama National University 横浜国立大学 46.71 51.32 112.00 0.00 0.00 131.74 257.02 82.57 339.59 -10.00 671.36
9 7 Nihon Automobile College 日本自動車大学校 49.20 47.37 61.00 69.32 40.52 127.45 199.41 71.92 271.33 0.00 666.19
10 33 Shibaura Institute of Technology 芝浦工業大学 28.26 7.89 86.00 62.35 38.65 122.89 233.07 72.31 305.38 0.00 651.43
11 45 Chiba University 千葉大学 31.26 47.37 78.00 69.91 16.46 118.32 204.51 75.45 279.96 0.00 641.29
12 25 Ibaraki University 茨城大学 15.90 63.16 83.00 75.00 2.50 134.59 191.60 50.75 242.35 0.00 616.50
13 49 Kanazawa University 金沢大学 34.93 47.37 64.00 11.57 2.50 133.44 244.64 93.65 338.29 -20.00 612.09
14 29 King Mongkut's University of Technology Thonbur King Mongkut's University of Technology Thonbur 13.02 39.47 65.00 55.49 34.50 118.48 194.69 78.26 272.95 0.00 598.91
15 9 Tokyo University of Science 東京理科大学 37.26 55.26 70.00 60.07 19.28 105.93 159.85 75.80 235.65 0.00 583.46
16 2 Osaka University 大阪大学 75.01 55.26 150.00 74.74 50.00 150.00 16.00 23.60 39.60 -25.00 569.61
17 32 Kobe University 神戸大学 38.45 51.32 119.00 28.27 2.80 110.34 159.69 46.52 206.21 0.00 556.38
18 82 Hubei University of Automotive Technology Hubei University of Automotive Technology 9.18 15.79 72.00 69.12 28.51 82.74 207.20 68.77 275.97 0.00 553.33
19 16 Osaka City University 大阪市立大学 50.32 39.47 75.00 64.64 27.98 101.63 134.51 47.57 182.08 0.00 541.12
20 50 The University of Tokyo 東京大学 39.81 55.26 88.00 28.21 23.13 97.44 133.03 69.31 202.34 0.00 534.20
21 22 Kogakuin University 工学院大学 31.83 27.63 77.00 63.93 19.59 77.05 164.67 69.40 234.06 0.00 531.09
22 31 Tongji University Tongji University 35.40 39.47 77.00 63.79 28.74 99.17 150.07 50.62 200.69 -20.00 524.27
23 38 Nippon Institute of Technology 日本工業大学 40.82 14.74 50.00 63.65 15.49 116.83 137.43 66.48 203.91 0.00 505.43
24 42 Shizuoka Institute of Science and Technology 静岡理工科大学 15.00 47.37 55.00 30.73 27.83 117.71 126.42 75.57 201.99 0.00 495.63
25 28 Meijo University 名城大学 65.58 39.47 63.00 35.07 2.50 84.46 121.85 80.07 201.92 0.00 492.00
26 17 Osaka Sangyo University 大阪産業大学 -1.65 47.37 68.00 62.08 30.55 110.93 125.81 35.53 161.34 -10.00 468.63
27 12 University of Yamanashi 山梨大学 30.59 39.47 83.00 46.54 8.06 78.32 128.06 68.20 196.25 -20.00 462.24
28 57 Honda Technical College Kansai ホンダ テクニカル カレッジ 関西 32.44 15.79 56.00 20.49 31.28 88.58 103.23 89.76 192.99 0.00 437.58
29 40 Kyushu Institute of Technology 九州工業大学 51.70 43.42 83.00 56.79 31.11 114.33 16.00 0.00 16.00 0.00 396.36
30 20 Tokyo University of Agriculture and Technology 東京農工大学 57.10 55.26 74.00 60.03 25.36 90.92 9.00 0.00 9.00 0.00 371.68
31 72 Harbin Institute of Technology at Weihai Harbin Institute of Technology at Weihai 15.57 43.42 87.00 48.44 0.00 83.28 19.00 68.93 87.93 0.00 365.64
32 27 Seikei University 成蹊大学 25.97 31.58 37.00 23.44 8.25 103.81 151.35 0.00 151.35 -20.00 361.40
33 15 Utsunomiya University 宇都宮大学 43.71 39.47 49.00 71.72 27.11 123.74 3.00 0.00 3.00 0.00 357.75
34 83 Maejo University Maejo University 20.95 39.47 39.00 51.24 43.98 127.27 13.00 0.00 13.00 0.00 334.91 
35 8 Keio University 慶應義塾大学 43.87 35.53 61.00 52.57 22.25 110.31 6.00 0.00 6.00 0.00 331.53
36 14 Tokyo City University 東京都市大学 40.70 51.32 58.00 46.85 8.46 118.65 7.00 0.00 7.00 0.00 330.98
37 34 Kanazawa Institute of Technology 金沢工業大学 36.97 35.53 84.00 69.07 16.46 75.04 0.00 0.00 0.00 0.00 317.07
38 26 Hokkaido University 北海道大学 30.90 55.26 84.00 55.92 2.50 75.75 0.00 0.00 0.00 0.00 304.34
39 47 University of Fukui 福井大学 20.69 23.68 54.00 43.80 19.46 78.91 18.00 39.16 57.16 0.00 297.69
40 41 Osaka Institute of Technology 大阪工業大学 12.14 19.74 97.00 53.91 26.93 75.96 4.00 0.00 4.00 0.00 289.68
41 39 College of Science and Technology, Nihon Univers 日本大学理工学部 22.08 43.42 78.00 30.99 11.71 85.13 10.00 0.00 10.00 0.00 281.34
42 19 Ritsumeikan University 立命館大学 12.98 3.95 58.00 65.97 28.08 91.93 10.00 0.00 10.00 0.00 270.91
43 56 Shizuoka University 静岡大学 46.59 39.47 62.00 0.00 0.00 107.54 14.00 0.00 14.00 0.00 269.60
44 E1 Shizuoka Institute of Science and Technology 静岡理工科大学 13.52 39.47 55.00 36.67 2.50 98.54 15.00 0.00 15.00 0.00 260.70
45 21 Sophia University 上智大学 21.68 59.21 45.00 43.30 29.45 47.25 0.00 0.00 0.00 0.00 245.90
46 18 Hiroshima University 広島大学 44.25 22.63 57.00 52.90 21.14 35.36 0.00 0.00 0.00 0.00 233.29
47 23 Toyota Technical College Nagoya トヨタ名古屋自動車大学校 20.16 15.79 74.00 50.46 2.50 68.64 0.00 0.00 0.00 0.00 231.55
48 36 Waseda University 早稲田大学 32.36 39.47 72.00 47.29 34.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.59
49 37 Okayama University 岡山大学 17.90 43.42 84.00 3.50 2.50 69.85 0.00 0.00 0.00 0.00 221.17
50 71 Prince of Songkla University Prince of Songkla University 1.85 27.63 26.00 0.00 0.00 114.10 15.00 31.30 46.30 0.00 215.88
51 43 Kinki University 近畿大学 3.34 23.68 82.00 35.55 14.45 50.34 0.00 0.00 0.00 0.00 209.36
52 64 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Institut Teknologi Sepuluh Nopember 28.91 39.47 37.00 40.95 2.50 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.84
53 44 Gifu University 岐阜大学 13.39 35.53 25.00 51.16 2.50 75.00 0.00 0.00 0.00 -10.00 192.58
54 35 Aichi Institute of Technology 愛知工業大学 60.59 11.84 32.00 10.90 5.10 70.06 0.00 0.00 0.00 0.00 190.49
55 24 Institute of Technologists ものつくり大学 11.54 35.53 40.00 17.06 2.50 56.78 0.00 0.00 0.00 0.00 163.40
56 46 Niigata University 新潟大学 34.28 47.37 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.65
57 60 Setsunan University 摂南大学 29.59 27.63 39.00 0.00 0.00 24.05 0.00 0.00 0.00 0.00 120.27
58 58 Meisei University 明星大学 17.77 3.95 45.00 3.50 2.50 44.45 0.00 0.00 0.00 0.00 117.17
59 30 Kurume Institute of Technology 久留米工業大学 -100.00 27.63 32.00 37.59 22.92 86.94 10.00 0.00 10.00 0.00 117.09
60 E4 Harbin Institute of Technology at Weihai Harbin Institute of Technology at Weihai 10.02 35.53 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.54
61 53 Tokyo University of Science, Yamaguchi 山口東京理科大学 24.55 27.63 40.00 3.50 2.50 14.66 0.00 0.00 0.00 0.00 112.84
62 65 VIT University VIT University 23.44 14.74 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.18
63 52 Sojo University 崇城大学 20.80 19.74 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.53
64 51 Tokyo Denki University 東京電機大学 24.50 19.74 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.23
65 76 Southern Taiwan University of Sience and Technology Southern Taiwan University of Sience and Technology -100.00 31.58 24.00 38.34 0.00 71.36 0.00 0.00 0.00 0.00 65.28
66 62 Okayama University of Science 岡山理科大学 11.62 10.79 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.41
67 67 University of Toyama 富山大学 11.16 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.16
68 E3 Kanagawa Institute of Technology 神奈川工科大学 5.72 11.84 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.56
69 55 Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada 16.21 35.53 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.74
70 78 Kokushikan University 国士舘大学 -6.64 31.58 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.93
71 E2 Tohoku University 東北大学 10.68 23.68 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.36
72 E6 Toyota Technical College Nagoya トヨタ名古屋自動車大学校 -100.00 35.53 45.00 0.00 0.00 25.03 15.00 0.00 15.00 0.00 20.56
73 79 Chiba Institute of Technology 千葉工業大学 15.27 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.27 
74 59 College of Industrial Technology,Nihon University 日本大学 生産工学部 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
75 74 National Institute of Technology, Jamshedpur National Institute of Technology, Jamshedpur 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00
76 48 Saitama Institute of Technology 埼玉工業大学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 80 Institut Teknologi Bandung Institut Teknologi Bandung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 85 Ferdowsi University of Mashhad Ferdowsi University of Mashhad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 61 Shizuoka Professional College of Automobile Tech 静岡工科自動車大学校 -100.00 31.58 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -39.42
80 73 Honda Technical College Kanto ホンダ テクニカル カレッジ 関東 -100.00 7.89 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -42.11
81 54 Tottori University 鳥取大学 -100.00 3.95 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -66.05
82 84 Acropolis Technical Campus Acropolis Technical Campus -100.00 11.84 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -67.16
83 66 The University of Kitakyusyu 北九州市立大学 -100.00 3.95 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -74.05
84 E8 Chulalongkorn University Chulalongkorn University 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -90.00 -80.00
85 88 Universiti Teknologi Malaysia Universiti Teknologi Malaysia -100.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -95.00
86 70 Fr. Conceicao Rodrigues College of Engineering Fr. Conceicao Rodrigues College of Engineering -100.00 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -96.05
87 68 Hiroshima Institute of Technology 広島工業大学 -100.00 -75.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -157.00
88 69 Tokyo Technical College Setagaya Campus 東京工科自動車大学校世田谷校 -100.00 -75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -175.00
89 E5 Knagawa University 神奈川大学 -100.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -110.00 -205.00
90 77 M.H.Saboo Siddik College of Engineering M.H.Saboo Siddik College of Engineering -100.00 -75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -80.00 -255.00

審査結果
Result of Competition 20
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Competition Site 会場：小笠山総合運動公園 ECOPA

Souvenir Photo 第12回全日本 学生フォーミュラ大会 集合写真
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