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NO チーム名 車名 所属（会社・学校名） 所属地名

1 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック２ 東海大学 神奈川県平塚市
2 チームスーパーエナジー ＧＲＩＦＦＯＮ 個人 東京都三鷹市
3 チームトシヤン 達也＆翼号 個人 山形県酒田市
5 ZDP スーパーモスラ 東京都　新宿区
6 team BIZON GILLESO Ⅵ 個人 神奈川県平塚市
7 first step AISIN AW つばさ５２号 アイシン･エィ･ダブリュ 愛知県田原市
8 チームなまず きく改 個人 秋田県男鹿市
9 東京工業大学Meister Trilobit 東京工業大学 東京都目黒区

10 フジシマ フジ　２ 藤嶋鐵工株式会社 秋田県大館市
11 ものつくり大学　エコプロジェクト Ｈｉ－PATRIOT ものつくり大学 埼玉県行田市
12 SHIMADA SEV-501PHX 島田商会 愛知県豊川市
14 ゼロTOダーウィンプロジェクト ミラクルでんちくん 東京都中央区
15 team whirlwind whale king 個人 東京都西東京市
16 豊橋創造大学T-Works しんがたMugenくん 豊橋創造大学 愛知県豊橋市
17 三ツ輪虫製作所 六式電動三ツ輪虫 個人 奈良県橿原市
18 こでらんに でんでんむし 個人 福島県喜多方市
19 Team KIKEN Wayward Girl 法政大学 機械研究会 埼玉県久喜市
20 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉2.5号 神奈川県中郡大磯町
21 team TGMY Ashida TGMY 2006 個人 大阪市平野区
22 PROJECT MONO MONO-X 株式会社トヨタテクノサービス 愛知県豊田市
24 PROJECT MONO ハナモトくん 株式会社トヨタテクノサービス 愛知県豊田市
25 TNJ-ESものづくり分科会 TEM-1 REDTAIL 株式会社　ティーネットジャパン 神奈川県相模原市
26 Team ENDLESS 未定 （株）ホンダアクセス 栃木県塩谷郡高根沢町
27 埼玉大学・日本工業大学共同研究チーム ペーパーガッツ 埼玉大学と日本工業大学 埼玉県川口市
28 アヒルエコパレーシング Ｐursuiter 個人 愛知県知立市
29 Team Super Science Sience　G 個人 山形県米沢市
30 名城大学エコノパワークラブ MEGV-2004 名城大学 愛知県名古屋市
31 チーム”ヨイショット！”ミツバ Super Tesla 株式会社ミツバ 群馬県桐生市
32 ＵＥＣ　ＫＯＫＥＮ Ｉｎｆｙ 電気通信大学 東京都国分寺市
33 育英学院．サレジオ高専Ｄ サレジオD サレジオ工業高等専門学校 東京都町田市
34 大曲工業高校 ＢＩＧＷＡＶＥ 秋田県立大曲工業高校 秋田県大仙市
35 金沢工業大学夢考房 GoldenEagle06EV 金沢工業大学 石川県石川郡野々市町
36 チームカロッツエリア キラーホエール 個人 神奈川県平塚市
37 Blue Forest CHI－BIG　 青森職業能力開発短期大学校 青森県五所川原市
38 ＴＥＡＭ  黒潮こめっとすた～ず ＳｕｐｅｒＴＥＣＨ ０号 個人 和歌山県紀の川市
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101 鶴岡工業高等学校　メカニカル技術部 鶴工　ＭＴＣ 山形県立　鶴岡工業高等学校 山形県鶴岡市
102 大阪府立今宮工業・工科高等学校自動車部 ｉＭａｃ　２００５ 大阪府立今宮工業・工科高等学校 大阪市西成区
103 秋田工業高校 秋工インフィニティーＰｂ 秋田県立秋田工業高等学校 秋田県秋田市
104 秋田県立由利工業高等学校 Ｅｔｅｒｎｉｔｙ 秋田県立由利工業高等学校 秋田県由利本荘市
105 秋田県立由利工業高等学校 Ｓｐｉｎ－ｏｆｆ 秋田県立由利工業高等学校 秋田県由利本荘市
106 松栄高等学校エコノパワー研究会 SEV-1 学校法人松韻学園　松栄高等学校 福島県南相馬
107 Ｓｃｕｄｅｒｉａ高山工高 TK-R ev06 岐阜県立高山工業高等学校 岐阜県高山市
108 宮工工作部 宮工０６－１ 岩手県立宮古工業高等学校 岩手県宮古市
109 宮工工作部 宮工０６－２ 岩手県立宮古工業高等学校 岩手県宮古市
110 大阪市立東淀工業高校機械工学科 ウイングロードⅡ 大阪市立東淀工業高校 大阪府大阪市
111 千葉黎明高等学校工学部 ＲＭＣエンタープライズ千葉黎明０５γ 千葉黎明高等学校 千葉県八街市
112 千葉黎明高等学校工学部 ＲＭＣエンタープライズ千葉黎明０６α 千葉黎明高等学校 千葉県八街市
113 大館工業高等学校　工作部（3年生） 未定 秋田県立大館工業高等学校 秋田県大館市
114 大館工業高等学校　工作部（2年生） トンリキ号－あらがねばーじょん 秋田県立大館工業高等学校 秋田県大館市
115 米沢興譲館高校理工部 ガリ勉くん8号 山形県立米沢興譲館高等学校 山形県米沢市
116 秋田高専エコレース部 颯 秋田工業高等専門学校 秋田県秋田市
117 会津工業高校　機械研修部　Ａ ＷＨＩＴＥ　ＷＩＮＤ 福島県立会津工業高等学校 福島県会津若松市
118 会津工業高校　機械研修部　Ｂ ＢＬＡＣＫ　ＴＨＵＮＤＥＲ 福島県立会津工業高等学校 福島県会津若松市
119 岩手県立軽米高等学校自然科学部 KARU号 岩手県立軽米高等学校 岩手県九戸郡軽米町
120 光星学院高等学校 プログレ 光星学院高等学校 青森県八戸市
121 和泉工業高校定時制 EVecorun-P IZUKO　Dream-Mk3 大阪府立和泉工業高等学校定時制　 大阪府和泉市
122 栃木県立矢板高等学校　機械技術研究部 ブルーインパルス　06-A 栃木県立矢板高等学校 栃木県矢板市
123 黒沢尻工業高校　工作同好会 黒工　C 岩手県立　黒沢尻工業高等学校 岩手県北上市
124 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん’０６　Blue 青森県立むつ工業高等学校 青森県むつ市
125 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん’０６　Red 青森県立むつ工業高等学校 青森県むつ市
126 青森山田高等学校 VESPER 青森山田高等学校 青森県青森市
127 青森山田高等学校 Category U.K 青森山田高等学校 青森県青森市
128 栃木県立今市工業高等学校Ａ トキ 栃木県立今市工業高等学校 栃木県日光市
129 宮城県気仙沼向洋高等学校 EV－１ 宮城県気仙沼向洋高等学校 宮城県気仙沼市
130 富山県立魚津工業高等学校 UO-Tech 富山県立魚津工業高等学校 富山県魚津市
131 栃木県立那須清峰高等学校 留 栃木県立那須清峰高等学校 栃木県那須塩原市
132 群馬県立渋川工業高等学校 Ａ Ｓｐａｒｔａｎ 群馬県立渋川工業高等学校 群馬県渋川市
133 群馬県立渋川工業高等学校 Ｂ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥＲ 群馬県立渋川工業高等学校 群馬県渋川市
134 学校法人　若松第一高等学校 若一君 学校法人　若松第一高等学校 福島県会津若松市
135 テクニカルカレッジ・オブ・サレジオ サレズィオ サレジオ工業高等専門学校 東京都町田市

０６ＷＥＭ鉛蓄電池部門（Ｐｂ）ジュニアクラスエントリーリスト



136 育英学院サレジオ高専夢工房　 Kestrel サレジオ工業高等専門学校 東京都町田市
138 仙台第二工業高等学校機械科 不撓不屈０２改 仙台第二工業高等学校 宮城県仙台市
139 神奈川県立横須賀工業高等学校　機械研究部 ＫＵＲＯＦＵＮＥ 神奈川県立横須賀工業高等学校 神奈川県横須賀市
140 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.8 長野工業高等学校 長野県長野市
141 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.7 長野工業高等学校 長野県長野市
142 長野工業高等学校 Ｂｉｇ　Ｗａｖｅ 6 長野工業高等学校 長野県長野市
143 長野工業高等学校 Ｂｉｇ ｗａｖｅ 5.1 長野工業高等学校 長野県長野市
144 栃木県立今市工業高等学校B オオルリ 栃木県立今市工業高等学校 栃木県日光市
145 長野県中野実業高等学校機械部 デルタ 長野県中野実業高等学校 長野県中野市
146 大阪工大高校　チーム・ミヨシ ちっちⅢ 大阪工業大学高等学校 大阪市旭区
147 桐生工業高等学校・自動車部 KTH－ＥＶⅡ 群馬県立桐生工業高等学校 群馬県桐生市
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NO クラス チーム名 車名 所属（会社・学校名） 所属地
201 　Ｏ 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック 東海大学 神奈川県平塚市
202 　Ｏ 早稲田大学　永田研究室 Zephyranthes 早稲田大学 東京都新宿区
203 　Ｏ 中日本自動車短期大学 マンボースマッシュ 中日本自動車短期大学 岐阜県加茂郡坂祝町
204 　Ｏ 金匠ぷりん あ・ら・もーど　Ｅ０２／ＦＣ仕様 アイシン技術会 愛知県刈谷市
205 　Ｏ オズの魔法使い アドブル～ 日産ディーゼル工業㈱ 埼玉県上尾市
206 　Ｏ 秋田高専エコレース部 颯 秋田工業高等専門学校 秋田市
207 　Ｏ GAUS 藤井ランニング 群馬自動車大学校 群馬県伊勢崎市
208 　Ｏ 大飛翔 ＢＬＵＥ　ＦＵＴＵＲＥ 大同メタル工業株式会社 愛知県犬山市
209 　Ｏ 武蔵工業大学 e-Project 武蔵E.E. 武蔵工業大学 神奈川県川崎市
210 　Ｏ チーム”ヨイショット！”ミツバ Tesla 800 株式会社ミツバ 群馬県桐生市
211 　Ｏ 育英学院．サレジオ高専Ｃ 育英・サレジオC サレジオ工業高等専門学校 東京都町田市
221 　Ｊ 秋田工業高校 秋工インフィニティーＦＣ 秋田県立秋田工業高等学校 秋田県秋田市
222 　Ｊ 宇都宮工業高校科学技術研究部 UK-hope '06 栃木県立宇都宮工業高等学校 栃木県宇都宮市
223 　Ｊ 大阪市立東淀工業高等学校理工学科 Su-37 大阪市立東淀工業高等学校理工学科 大阪市淀川区
224 　Ｊ 和泉工業高校定時制 EVecorun-P IZUKO　Dream-Mk2 大阪府立和泉工業高等学校定時制　自動車部 大阪府和泉市
225 　Ｊ 桐生工業高等学校・自動車部 KTH－ＦＣⅡ 群馬県立桐生工業高等学校 群馬県桐生市

※クラスの　Ｏ＝オープンクラス　Ｊ＝ジュニアクラス
　ただし燃料電池部門の場合定数に満たないので原則的にクラス分けはしない。

０６ＷＥＭ燃料電池部門（ＦＣ）エントリーリスト


