
杉本　富史 本田技研工業 有ヶ谷　英人 本田技術研究所 イベントｷｬﾌﾟﾃﾝ 小林　正朋 本田技術研究所 スタッフ 大山　和伸 ダイキン工業

浅見　孝雄 日産自動車 林　裕人 豊田自動織機 動的審査統括ﾘｰﾀﾞｰ 増田　好洋 SOMOS スタッフ 白井　和成 デンソー
窪塚　孝夫 JSAE リーダー 藤澤　隆 トヨタ車体 ｻﾌﾞｷｬﾌﾟﾃﾝ 岩田　幸人 日産自動車 スタッフ 中村　雅憲 東洋電機製造

伊藤　宏一　★ 都立産業技術高専 審査員 佐藤　光広 住友ゴム工業 ｻﾌﾞｷｬﾌﾟﾃﾝ 加世山　秀樹 本田技研工業 スタッフ 松崎 通範 東京電力
山岸　康一　★ トヨタ自動車 審査員 春川　祐介 日産自動車 管制ﾁｰﾌ 鶴田  康仁 SOMOS スタッフ 行木　稔 富士重工業

鈴木　健　★ 日産自動車 リーダー 西本　雄二 スズキ 管制ｻﾌﾞﾁｰﾌ 望月  重明 SOMOS 5名
本田　篤　★ 川崎重工業 審査員 小峯　悟 日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 記録ﾁｰﾌ 鈴木大介 TTDC

小林　正朋　★ 本田技術研究所 審査員 馬場　雅之 本田技術研究所 記録ｻﾌﾞﾁｰﾌ 根上達也 TTDC
本田　康裕　★ 国士舘大学 リーダー 実藤　和致 横浜ゴム P0-ﾎﾟｽﾄﾘｰﾀﾞｰ 新島　明 ミツバ

9名 審査員 諸泉　晴彦 ショーワ P0-ﾎﾟｽﾄｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 佐々木  康行 SOMOS 実行委員長 リーダー 山岸　康一　★ トヨタ自動車

審査員 岸本 由豆流 マツダ P0 織田  慎一 SOMOS リーダー 加藤　幹夫 本田技術研究所

リーダー(統括サブリーダー） 沢田  護 デンソー P0 清水　雅也 トヨタ自動車 スタッフ 平本　賀一　★ 本田技術研究所

審査員 田中　浩文 ダイハツ工業 P0 雪山　豪 トヨタ自動車 スタッフ 秋野　裕 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

本田　篤　★ 川崎重工業 審査員 林　一夫 ブリヂストン P0 安藤　崇宏 東洋ゴム工業 スタッフ 下山　修 日産自動車

リーダー 速水　聡之 ヤマハ発動機 リーダー 田村　宏之 日産車体 P0 谷上　佑樹　 マツダ リーダー 土屋　高志 静岡理工科大学

審査員 松本　保志 トヨタ自動車 審査員 岡本 雅己 日産自動車 P1-ﾎﾟｽﾄﾘｰﾀﾞｰ 安達　浩教 トヨタ自動車 スタッフ 中村　公昭 ヤマハ発動機

審査員 小暮  崇 富士重工業 審査員 冨永　潤 ニッパツ P1-ｻﾌﾞﾎﾟｽﾄﾘｰﾀﾞｰ 山本 堂太 本田技術研究所 スタッフ 小澤　泰二郎 ヤマハ発動機

リーダー 西　英之 マツダ リーダー 宮崎　知之 NSKワーナー P1 有野　直樹 川崎重工業 スタッフ 宇田 和史 神奈川工科大学

審査員 中西 栄二 マツダ 審査員 藤井　謙治 いすゞ中央研究所 P1 福永 洋輔 日産自動車 安全・備品 スタッフ 河手　功 マツダ

審査員 福嶋　大吾朗 三菱自動車 審査員 黒田 宏彦 富士重工業 P2-ﾎﾟｽﾄﾘｰﾀﾞｰ 村田　晃宏 アイシン精機 リーダー 片山　政彦 デンソー

リーダー 荒川　英俊 スズキ 鈴木　健　★ 日産自動車 P2-ｻﾌﾞﾎﾟｽﾄﾘｰﾀﾞｰ 柳瀬　昌樹 三菱自動車工業 ﾃﾞｲﾘｰ 中川　貴智 スズキ

審査員 高野　修 ﾎﾝﾀﾞ（ﾏｲｽﾀｰｸﾗﾌﾞ） リーダー 鈴木　健　★ 日産自動車 P2 飯塚　光司 トヨタ自動車 ﾃﾞｲﾘｰ 平本　賀一　★ 本田技術研究所

審査員 満尾　哲 トヨタ自動車 審査員 射延　恭二 デンソー P2 岡田　智嗣 ヤマハ発動機 ﾃﾞｲﾘｰ 高須　裕子 デンソー

リーダー 溝口寿弘 日産自動車 審査員 丸山　英樹 日産自動車 P2 小倉 貴幸 日産自動車 ﾃﾞｲﾘｰ 松浦　麻理子 ボランティア

審査員 原薗　泰信 ヤマハ発動機 リーダー 石坂　建治 いすゞ自動車 P2 太田　義也 デンソー ｹﾞｽﾄ・ﾌﾟﾚｽ 柘植　正邦 本田技研工業

審査員 吉田　徹 トヨタ自動車 審査員 松村　眞二 ダイハツ工業 P2 中島　博隆 ダイハツ工業 ｹﾞｽﾄ・ﾌﾟﾚｽ 神谷　保 トヨタ自動車

リーダー 池ヶ谷　潔 日産自動車 審査員 小原 英明 本田技術研究所 P3-ﾎﾟｽﾄﾘｰﾀﾞｰ 富永　茂 日本大学 実況 桜井　秀明 トヨタ自動車

審査員 飯倉　計彦 ﾎﾝﾀﾞ（ﾏｲｽﾀｰｸﾗﾌﾞ） リーダー 永田　龍三郎 アイシン精機 P3-ｻﾌﾞﾎﾟｽﾄﾘｰﾀﾞｰ 後藤　嘉美 トヨタ自動車 実況 今井　智己 トヨタ自動車

審査員 来田　英俊 三菱自動車 審査員 佐藤  和明 三菱自動車 P3 矢野 博之 本田技術研究所 リーダー 本田　康裕　★ 国士舘大学

リーダー 三宅　博 ＵＤトラックス 審査員 成瀬　一偉 トヨタ自動車 P3 本沢　岳人 日信工業 サブリーダー 伊藤　宏一　★ 都立産業技術高専

審査員 清水　俊成 いすゞ自動車 リーダー 荻野　孝 本田技術研究所 P3 西村 大志 日産自動車 スタッフ 倉野　優太郎 本田技術研究所

審査員 岩田　伸之 ダイハツ工業 審査員 木村　徹　 日産自動車 P4-ﾎﾟｽﾄﾘｰﾀﾞｰ 伊藤  昭雄 SOMOS スタッフ 山口 健太郎 本田技術研究所

審査員 若松　和夫 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 審査員 戸田　宗敬 サトープレス工業 P4-ｻﾌﾞﾎﾟｽﾄﾘｰﾀﾞｰ 位田　晴良 福井工業大学 スタッフ 丸山　淳一 本田技術研究所

審査員 松浦　孝成 堀場製作所 リーダー 中村　伸造 ジヤトコ P4 滝口　拓実 日野自動車 スタッフ 三ツ井　浩 日産自動車

リーダー 森 久男　 ﾎﾝﾀﾞ（ﾏｲｽﾀｰｸﾗﾌﾞ） 審査員 加来　淳一 ヤマハ発動機 P4 竹本　怜史 日産自動車 スタッフ 竹内　耕助 日産自動車

審査員 中里　和雄 富士重（富士ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ） リーダー 石川　修 富士重工業 P4 山口　綾 本田技術研究所 スタッフ 田丸 哲也 日産自動車

審査員 保田　正義 カルソニックカンセイ 審査員 榊原　直樹 スズキ P5-ﾎﾟｽﾄﾘｰﾀﾞｰ 矢野　智宏 日産自動車 スタッフ 古城　美貴子 マツダ

審査員 小屋敷 光博 カルソニックカンセイ 高井　喜一郎　★ 愛知機械工業 P5-ｻﾌﾞﾎﾟｽﾄﾘｰﾀﾞｰ 成瀬 公彦 トヨタ自動車 スタッフ 小沢　智昭 日産テクノ

審査員 土肥　稔 静岡理工科大学 ﾘｰﾀﾞｰS 宮坂　宏 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ P5 榎田　智幸 三菱自動車工業 スタッフ 山本　一広 スズキ

リーダー 久本　昭彦 小野測器 審査員P 鈴木　康臣　 スズキ P5 平松　倫直 ヤマハ発動機 スタッフ 美濃　良信 ニッパツ

審査員 関　奈津子 小野測器 審査員B 中嶋　明宏 三菱自動車 P5 矢内　幸夫 富士重工業 スタッフ 春田　良恵 デンソー

審査員 狩野　康行 小野測器 ﾘｰﾀﾞｰB 河村  哲夫 日野自動車 P5 大竹　恵子 マツダ スタッフ 小板橋　崇也 ヤマハ発動機

リーダー 久保田　慎作 ブリヂストン 審査員P 時里　智之 本田技術研究所 P5 中路　智晴 富士重工業 スタッフ 二星　寿美江 富士重（富士ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ）

スタッフ 若林　朋之 ブリヂストン 審査員S 大瀧　弘晃 いすゞ自動車 P6-ﾎﾟｽﾄﾘｰﾀﾞｰ 長谷川　富康 トヨタ自動車 スタッフ 宮崎　智博 本田技術研究所

リーダー 関根　太郎 日本大学 ﾘｰﾀﾞｰB(統括サブリーダー） 長谷川 淳一 トヨタ自動車 P6-ｻﾌﾞﾎﾟｽﾄﾘｰﾀﾞｰ 松浦　友紀 本田技術研究所 スタッフ 上野　英里奈 日産自動車

スタッフ 飯島　晃良　 日本大学 審査員P 川村　誠 ヤマハ発動機 P6 田中　商豊 ジャトコ スタッフ 塚本　将弘 トヨタ自動車

スタッフ 関谷　直樹　 日本大学 審査員S 平松　大弥 マツダ P6 前田 泰良 日産自動車 スタッフ 徳田　光彦 スズキ

スタッフ 吉田　幸司　 日本大学 ﾘｰﾀﾞｰP(統括サブリーダー） 森田　達郎 オーテックジャパン P6 入倉　真一 ダイハツ工業 スタッフ 守谷　泰吉 本田技術研究所

スタッフ 枝　丈男 東京大学 審査員S 徳本　潤一 ダイハツ工業 計測ﾘｰﾀﾞｰ 狩野　芳郎 神奈川工科大学 スタッフ 飯田　えりか ボランティア

審査員 中村　塁 静岡理工科大学 審査員B 栄田　祥吾 童夢 計測ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 岡　秀樹 スズキ 40名
審査員 西田　駿 ダイハツ工業 ﾘｰﾀﾞｰS 川辺 喜裕  日産自動車 計測ｽﾀｯﾌ 村山　裕哉 スズキ

審査員 森　伸一 横浜ゴム 審査員B 橋爪　和哉 富士重工業 計測ｽﾀｯﾌ 前田　大典 スズキ 医師 東岡　宏明 静岡済生会総合病院

審査員 浜口 康彦 上智大学 審査員P 市　聡顕 川崎重工業 計測ｽﾀｯﾌ 大竹　啓介 スズキ 医師 前田　代元 静岡済生会総合病院

審査員 樋口　雅昭 ＵＤトラックス ﾘｰﾀﾞｰP 高井　喜一郎　★ 愛知機械工業 計測ｽﾀｯﾌ 淺井　亮輔 スズキ 看護士 木下　幸江 -

リーダー 龍　重法 堀場製作所 審査員S 望月　広光 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 計測補助ｽﾀｯﾌ 村上  奨弥　 神奈川工科大学 看護士 宇都宮　唯 -

審査員 堀田　俊秀 堀場製作所 審査員B 影山 邦衛 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ﾌﾟﾗｸﾃｨｽﾘｰﾀﾞｰ 小林　興次 ヤマハ発動機 4名
審査員 木原　信隆 堀場製作所 小野　昌朗 東京R&D ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ 宗　篤志 ヤマハ発動機

審査員 忽那　聡　 堀場製作所 55名 ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ 菊池　拓史 ヤマハ発動機

リーダー 斉藤　正和 トヨタ自動車 ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ 谷本　隆一 愛知工業大学（ﾄﾖﾀ車体）

スタッフ 小宮　敏也 トヨタ自動車 ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ 太刀川　彰博 日産車体

スタッフ 有馬　信一 トヨタ自動車 ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ 福田 充宏 静岡大学

スタッフ 鈴木　幹男　 トヨタ自動車 安全 手島　裕詞 静岡理工科大学

補佐 山田　滋 ﾎﾝﾀﾞ（ﾏｲｽﾀｰｸﾗﾌﾞ） 安全 桑原　弘 横浜国立大学

補佐 久野　富士夫 ﾎﾝﾀﾞ（ﾏｲｽﾀｰｸﾗﾌﾞ） 動的ｲﾍﾞﾝﾄ補佐 平本　賀一　★ 本田技術研究所

51名 64名

表彰委員

安全

EV

『第8回 全日本 学生フォーミュラ大会 ― ものづくり・デザインコンペティション ― 』 運営スタッフ

車検*

プレゼンＦ

プレゼンE

ルール委員会委員長

大会委員長
大会副委員長

ブレーキ審査

排ガス測定

修理工房

広報・プレス

スチュワード

通訳

アナウンス

チルト審査

騒音審査

車重計測

給油・
燃費計測

EV-WG

デザインC

デザインファイナル審査委員長

デザインF

デザインE

デザインD

大会本部

車検補佐

デザインB

コスト審査統括リーダー

車検D

車検Ｆ

コスト A

コスト B

コスト C

コスト E

デザイン審査統括リーダー

デザインＡ

車検E

車検B

車検キャプテン

車検A

車検C

救護

動的審査

実行組織

静的イベントキャプテン

静的審査

プレゼン審査統括リーダー

コスト D

コスト F

プレゼンD

プレゼンC

プレゼンB

プレゼンＡ

副実行委員長

副実行委員長

実行委員長

大会副委員長

副実行委員長

副実行委員長

ご協力頂きましたスタッフの皆様
ありがとうございました

（総勢217名）

（敬称略 ／　★：業務重複者）
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