
ゼッケン 記　録 ゼッケン 記　録
51 41 周 3 金沢工業大学夢考房 36 周

12 芦屋大学ソーラーカーPJ （自動車工学チーム） 35 周

賞　名 ゼッケン 記　録 33 長野県工科短期大学校 28 周

優　勝 51 41 周

第２位 56 40 周 賞　名 ゼッケン 記　録
第３位 54 39 周 優　勝 3 金沢工業大学夢考房 36 周

優　勝 61 Team Jona Sun 36 周 第２位 6 育英高専SSG 34 周

第２位 66 TEAM潟郎 31 周 第３位 2 静岡工科専門学校ソーラーカーチーム 32 周

第３位 63 再輝 30 周 優　勝 12 芦屋大学ソーラーカーPJ （自動車工学チーム） 35 周

第４位 75 なかよしジャンクヤード 30 周 第２位 23 東海大学ソーラーカー・チーム 35 周

第５位 70 柏会 28 周 第３位 14 Akita Univ. Solar Car Club 31 周

第６位 73 群馬自動車整備専門学校 26 周 第４位 16 北海道自動車短期大学ソーラーカー研究会 29 周

優　勝 75 なかよしジャンクヤード 30 周 第５位 11 芦屋大学ソーラーカーPJ (SET) 29 周

第２位 79 Team Prominence 24 周 第６位 20 芝浦たいようRacing 26 周

第３位 81 E-SPEC 19 周 優　勝 33 長野県工科短期大学校 28 周

第４位 82 ビクトリー 17 周 第２位 32 中日本自動車短期大学 23 周

第５位 77 TEAM AKITA JC 16 周 第３位 36 東海大学Solspirits 20 周

第６位 76 ソーラーゑぐ同 15 周 第４位 38 長野高専ソーラーカー研究部 18 周

優　勝 100 東海大学翔洋高校 34 周 第５位 31 テクノスクールプロジェクト 18 周

第２位 97 学校法人若松第一高等学校 28 周 第６位 41 ポリテクカレッジ石川 17 周

第３位 93 大森工業高校自動車部 24 周

第４位 92 沼津学園高等学校自動車部 23 周 ■特別賞■特別賞■特別賞■特別賞
第５位 101 大館工業高校 23 周 ゼッケン
第６位 107 長野工業高等学校 23 周

優　勝 107 長野工業高等学校 23 周 23
第２位 106 鶴岡工業高校電気科 15 周

第３位 104 三重県立松阪工業高校 10 周
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■特別賞■特別賞■特別賞■特別賞
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　　　ヒマワリの様に太陽が大好きで、ソーラーエネルギーをいっ 68
102

ストッククラス

ジュニアクラス

　　　車両のデザインが優れているチーム

　　　最もチームワークが優れており、他の模範となったチーム

チームワーク賞チームワーク賞チームワーク賞チームワーク賞
　貢献したチーム

　　　ソーラーエネルギー開発技術に最も優れたチーム、もしくは

技術賞技術賞技術賞技術賞
賞　　名

２０００　ＷＯＲＬＤ　ＳＯＬＡＲ-ＣＡＲ　ＲＡＬＬＹＥ　表彰一覧２０００　ＷＯＲＬＤ　ＳＯＬＡＲ-ＣＡＲ　ＲＡＬＬＹＥ　表彰一覧２０００　ＷＯＲＬＤ　ＳＯＬＡＲ-ＣＡＲ　ＲＡＬＬＹＥ　表彰一覧２０００　ＷＯＲＬＤ　ＳＯＬＡＲ-ＣＡＲ　ＲＡＬＬＹＥ　表彰一覧

チーム名

　ぱいに浴びて太陽と遊び、過ごしたチーム

OSU大阪産業大学
玉川大学
青山学院大学理工学部

賞　　名
グランドチャンピオン

ハーフクラス

チーム名
OSU大阪産業大学

　　　ソーラーエネルギー開発技術に最も優れたチーム、もしくは

　貢献したチーム

クラス

フリークラス

フレッシュ部門

フレッシュ部門

チーム名

ハンス・ソルストラップ賞ハンス・ソルストラップ賞ハンス・ソルストラップ賞ハンス・ソルストラップ賞

未来賞未来賞未来賞未来賞
　　　最も先進的で未来に夢を与えたチーム 柏会
チームワーク賞チームワーク賞チームワーク賞チームワーク賞
　　　最もチームワークが優れており、他の模範となったチーム Team N.I.T. 93 Solar-Car Project
コストパフォーマンス賞コストパフォーマンス賞コストパフォーマンス賞コストパフォーマンス賞
　　　ローコストで、性能と演出に優れたチーム MSB
デザイン賞デザイン賞デザイン賞デザイン賞
　　　車両のデザインが優れているチーム ビクトリー

　　　クリーンエネルギーの探求、ソーラーバイシクル技術の向上

　に貢献したチーム

技術賞技術賞技術賞技術賞

賞　　名
サン・レース賞サン・レース賞サン・レース賞サン・レース賞
　　　２１世紀の豊かな地球環境をめざし、クリーンエネルギーの

　探求に貢献したチーム

芦屋大学ソーラーカーPJ （自動車工学チーム）

なかよしジャンクヤード

大潟村CE公社ソーラーカーチーム
県立八戸工業高等学校定時制省エネ研究部

２０００　全日本学生ソーラーカーチャンピオンシップ表彰一覧２０００　全日本学生ソーラーカーチャンピオンシップ表彰一覧２０００　全日本学生ソーラーカーチャンピオンシップ表彰一覧２０００　全日本学生ソーラーカーチャンピオンシップ表彰一覧

チーム名

デザイン賞デザイン賞デザイン賞デザイン賞
東海大学Solspirits

　　　ヒマワリの様に太陽が大好きで、ソーラーエネルギーをいっ テクノスクールプロジェクト

ヒマワリ賞ヒマワリ賞ヒマワリ賞ヒマワリ賞

チーム名

チーム名

芦屋大学ソーラーカーPJ （自動車工学チーム）

ヒマワリ賞ヒマワリ賞ヒマワリ賞ヒマワリ賞
群馬自動車整備専門学校

　ぱいに浴びて太陽と遊び、過ごしたチーム 千歳科学技術大学Solar Stable

文部大臣賞

クラス

フリークラス

フルクラス

賞　　名

東海大学ソーラーカー・チーム


