
Ｈｏｎｄａエコ マイレッジ チャレンジ２０１９　第１１回 もてぎ大会　エントリーリスト
大会事務局（2019.6.5現在）

●グループⅠ（中学生クラス） 参加台数：14台
ゼッケン チーム マネージャー ドライバー メカニック① メカニック② メカニック③ 団　体

101 工学院大学附属中学校自動車部 島田　浩行 有馬　大河 阿南　宗善 落合　涼太 島田　琉海 工学院大学附属中学校

102 駒場東邦中学エコランプロジェクト 石塚　千鶴 坂﨑　遼太郎 吉田　健祐 森田　匠 吉村　泰斗 駒場東邦中学校

103 聖学院中学自動車研究同好会 内田　真哉 神田　敦喜 森川　文仁 聖学院中学・高等学校

104 芝浦工業大学附属中学校 奥　大介 佐藤　匠 庄司　向陽 池田　匠冴 鈴木　英士 芝浦工業大学附属中学校

105 芝学園技術工作部1号車 寺西　幸人 保坂　翔太 川村　吾心 難波　陽太郎 松沢　李怜 芝学園

106 芝学園技術工作部2号車 寺西　幸人 伊藤　僚啓 川村　吾心 難波　陽太郎 松沢　李怜 芝学園

107 芝学園技術工作部3号車 寺西　幸人 中村　聡志 松沢　李怜 川村　吾心 難波　陽太郎 芝学園

108 附属長野中学校 AirForce 高野　健人 永元　慶梧 関　美里 則武　直樹 菊池　彩仁 信州大学教育学部附属長野中学校

109 附属長野中学校 Accelers 高野　健人 出浦　正也 高橋　慧 伊藤　陽光 横澤　歩 信州大学教育学部附属長野中学校

110 あきる野市立東中学校 チームＡ 斉藤　正能 山本　悠貴 中島　衝吾 綱川　和明 島田　一希 東京都あきる野市立東中学校

111 あきる野市立東中学校 チームＢ 斉藤　正能 下澤　李空 本木　煌悠 佐藤　功輝 森　健琉 東京都あきる野市立東中学校

112 あきる野市立東中学校 チームＣ 斉藤　正能 小山　京香 渡邉　　楓 木部　快理 小田桐　康晟 東京都あきる野市立東中学校　

113 東京都市大付属中高自動車部中学B 荒井　巌 謡口　雅紀 内藤　梓 片瀬　翔太 渡邉　拓海 東京都市大学付属中学校・高等学校

114 東京都市大付属中高自動車部中学A 荒井　巌 矢崎　智大 田代　琉之介 高橋　昴誠 布野　康平 東京都市大学付属中学校・高等学校

●グループⅡ（高校生クラス） 参加台数：28台
ゼッケン チーム マネージャー ドライバー メカニック① メカニック② メカニック③ 団　体

201 新潟工業高校 teamエコラン 渡邉　義徳 櫻井　俊輔 樺山　正太 井口　優希 神林　歩輝 新潟県立新潟工業高等学校

202 公文国際学園 科学技術研究部 Ｓ 久保田　徹 齋藤　龍揮 小出　照瑛 西尾　渉 公文国際学園 中等部・高等部

203 公文国際学園 科学技術研究部 Ａ 久保田　徹 浅野　遥 井上　向志朗 黒川　哲義 谷口　遥都 公文国際学園 中等部・高等部

204 桐生工業高等学校 自動車部 Ａ 飯嶋　隆之 岡崎　真夕 今泉　昂大 新井　翔太 渡邊　颯磨 群馬県立桐生工業高等学校　自動車部

205 桐生工業高校 自動車部 B 飯嶋　隆之 服部　翔太 大澤　賢人 深沢　葉紅 ミラレス　ハロード 群馬県立桐生工業高等学校　自動車部

206 渋工スパエボ 栗田　裕文 柏木　空 古宇田　脩斗 鹿目　泰祐 丸山　大暢 群馬県立渋川工業高等学校

207 渋工S60 栗田　裕文 小林　智成 佐藤　涼太 戸塚　陸翔 田中　優也 群馬県立渋川工業高等学校

208 東京都市大学塩尻高校原動機部 倉田　英明 保苅　倖成 森田　涼介 百瀬　翔唯 久納　美月 東京都市大学塩尻高等学校

209 工学院大学附属高等学校自動車部 島田　浩行 市原　尭 加藤　翔俉 太田　龍 鎌田　龍 工学院大学附属高等学校

210 埼玉県立川口工業高校機械研究部A 菅原　恒哉 三木　龍起 西村　郁花 髙橋　和頌 白岩　吏翔 埼玉県立川口工業高等学校

211 埼玉県立川口工業高校機械研究部B 吉野　昇 長久保　玲音 鈴木　蓮司 小松　太志 千葉　隆 埼玉県立川口工業高等学校

212 埼玉県立進修館高校 機械研究部A 田中　一朗 西尾　愛香 杉山　遼也 村上　祥太 石川　紘多 埼玉県立進修館高等学校

213 埼玉県立進修館高校 機械研究部B 田中　一朗 千葉　歩夢 近藤　凛太郎 吉田　智哉 吉田　遥紀 埼玉県立進修館高等学校

214 芝学園技術工作部4号車 寺西　幸人 勝又　悠一郎 佐々木　祥吾 岡崎　圭吾 小笠原　壮 芝学園

215 昭和第一学園自研チャレンジャー 新屋敷　誠 谷崎　翔汰 森　峻平 鈴木　莉恩 矢吉　武尊 昭和第一学園高等学校

216 聖学院高校自動車研究同好会 内田　真哉 由本　健 永島　匠 武井　優之介 武山　風我 聖学院高校

217 千葉県立下総高等学校自動車部Ｂ 仲野　悟 川口　真護 前崎　実 小関　祥太 捧　隼輔 千葉県立下総高等学校

218 千葉県立下総高等学校自動車部Ａ 菅谷　明 篠田　春樹 秋山　翼 矢本　龍基 牛玖　結生 千葉県立下総高等学校

219 東京都市大付属中高自動車部高等部 荒井　巌 関　虎太郎 小田切　遼 込谷　和登 伊藤　凌 東京都市大学付属中学校・高等学校

220 宇都宮工業高校 科学技術研究部Ａ 髙橋　兼吉 稲葉　莉久 齋藤　陸 内山　健斗 石川　滉平 栃木県立宇都宮工業高等学校

221 宇都宮工業高校 科学技術研究部Ｂ 髙橋　兼吉 神山　壯太 田口　雄亮 春原　拓 猪瀬　佳吾 栃木県立宇都宮工業高等学校

222 真岡工業高校機械研究部 裏野　浩史 増渕　開 半田　直也 山口　陽都 高濱　皇輝 栃木県立真岡工業高等学校

223 矢板高等学校 機械技術研究部A 渡辺　博 宇田　堅斗 阿久津　和泉 羽藤　孝太朗 平山　竜乃介 栃木県立矢板高等学校

224 矢板高等学校 機械技術研究部B 渡辺　博 佐藤　直大 蜷川　夏陽 村井　利英 市川　雄太 栃木県立矢板高等学校

225 三浦学苑機械研究会 宮本　昂輔 林　奏 髙木　陸 皆川　聡史 金子　道彰 三浦学苑高等学校

226 TBC大田原高等課程3年2号車 桐生　武興 蛭川　浩輝 石川　太陽 武田　祏輝 矢吹　祥規 国際自動車・ビューティ専門学校

227 TBC大田原高等課程3年1号車 桐生　武興 星　麗音 松田　駿輝 君島　海来 大野　恭昌 国際自動車・ビューティ専門学校

228 TBC大田原高等課程2年 尾崎　正明 本間　祐輔 大島　裕介 大森　一茂 伊藤　大地 学校法人TBC学院 国際自動車・ビューティ専門学校

●グループⅢ（大学・短大・高専学校生クラス） 参加台数：16台
ゼッケン チーム マネージャー ドライバー メカニック① メカニック② メカニック③ 団　体

301 読売自動車大学校 三浦　順一郎 安藤　拓良 高橋　直希 グェン　テ　ジャン 小林　優樹 学校法人読売理工学院　専門学校読売自動車大学校

302 群馬高専Project' E 山内　啓 横尾　そら 玉井　志穂 石川　蓮 山崎　岳 群馬工業高等専門学校　エコノパワー愛好会

303 中央大学 精研 エコラン班 B 幾井　範樹 木村　俊文 梶原　美紀 猪瀬　雄大 南原　大樹 中央大学精密機械工学研究部

304 中央大学 精研 エコラン班 A 西島　駿輔 加藤　悠真 保田　昇太郎 武藤　圭吾 濱道　勇志 中央大学精密機械工学研究部

305 東京電機大学理工学部自動車部新鮮 小林　和希 松谷　元気 小林　東生 新井　友也 伊藤　尚輝 東京電機大学

306 東京電機大学理工学部自動車部熟成 野村　有輝 橘田　海人 岡本　大世 上田　恭輔 阿部　拓人 東京電機大学

307 東京都市大学 機親会学生会 児島　侑暉 小門　達弥 李　濬煥 東京都市大学

308 長野県工科短大Z 早川　権 福井　朋生 奥深井　琴 長野県工科短期大学校

309 長野高専Reginetta 岡田　学 齋藤　康輝 森山　陽太 長野工業高等専門学校

310 長野高専Cygnus 岡田　学 西本　栞里 西村　俊亮 有本　耀介 長野工業高等専門学校

311 日産栃木自動車大学校 佐藤　祐之 亀谷　恒輝 伊勢谷　恭介 日産栃木自動車大学校

312 日産横浜自動車大学校Aチーム 谷森　晋 下条　まりの 黒川　千尋 池谷　竜一 日産横浜自動車大学校

313 ホンダ学園関東校 BlueSky 田中　満広 長瀬　小百合 知念　樹 鈴木　雄大 渡邉　優 ホンダテクニカルカレッジ関東

314 ホンダ学園関東校 AQUILA 塚越　琢也 李　京　恩 服部　舜平 仁茂田　翔太 平塚　光 ホンダテクニカルカレッジ関東

315 ホンダ学園関東校 CREA 忍田　信良 坂本　貴紀 杉山　利輝 岩田　聡 ホンダテクニカルカレッジ関東

316 小山高専機械工作研究部 山下　進 木村　巧毅 片岡　典彬 小島　悠也 草川　拓海 小山高専

●グループⅣ（一般クラス） 参加台数：9台
ゼッケン チーム マネージャー ドライバー メカニック① メカニック② メカニック③ 団　体

401 HTFTエコランクラブ 倉持　徹郎 小野　椋介 柿沼　敦夫 福原　俊次郎 石下　雄司 株式会社　ホンダテクノフォート

402 KAMISU BASE 木村　早苗 大矢　浩平 薗田　賢治 堤　正義 矢口　美音 KAMISU  BASE

403 KSG 勝俣　航 原　一登 小野木　慎也 栗田　慎之輔 埼玉県立越谷総合技術高等学校OB

404 TEAM LUCKY 村川　洋 高橋　房和 名嘉　勝秀 松井　一郎 樋口　庸二 古いモータースポーツ仲間

405 チームベイント 水村　典弘 石丸　健次 髙橋　達也 青木　正統 川崎　哲 会社の同僚

406 T-ONE 石津　利男 中村　傑 日向　麻里 石津　一也 石津　京子 T-ONE

407 日立工業高校おじさんず 萩庭　唯久 野澤　秀世 田名部　菊次郎 斉藤　光一 大久保　和正 日立工業高校同窓生

408 ノースウイング 井上　勝範 古舘　圭一 小川　洋 万年　貴彦 松下　祐輝 ノースウイング

409 team next 坪木　隆晃 五十嵐　渉 渡邊　健一 勝瀬　淳一郎 team next

●二輪車クラス 参加台数：11台
ゼッケン チーム マネージャー ドライバー メカニック① メカニック② メカニック③ 団　体

1 チームいぬごやwith西兄弟 西　稔 三上　健一 西　雅司 田中　栄一 NK部品熊谷店

2 公文国際学園 科学技術研究部 M 久保田　徹 森永　早 来　健一 伊藤　由真 三浦　大典 公文国際学園 中等部・高等部

3 群馬高専Project' E' 山内　啓 井野　虹輝 高橋　秀 簾谷　京平 山口　喬正 群馬工業高等専門学校　エコノパワー愛好会

4 Korn'sEcorunTeam 仁田坂　公太 坂本　拓海 大沼　将太 吉原　駿介 Korn's Racing

5 TBC学院 小山校 菊池　誠 佐々木　翔大 野地　俊平 猪野　あゆみ 国際テクニカルデザイン・自動車専門学校

6 MOUNTAIN KING 中村　忠能 佐々木　謙輔 齋藤　太夢 大石　竜将 宇井　裕一 山王テック株式会社

7 東京都市大学 機親会学生会 児島　侑暉 長田　章寛 髙橋　昴暉 東京都市大学

8 日産栃木自動車大学校 二輪 佐藤　祐之 伊勢谷　恭介 亀谷　恒輝 日産栃木自動車大学校

9 チーム北陵のーき 阿久津　聖 川又　唯人 石川　優貴 亀倉　鼓太郎 町田　翔 栃木県立真岡北陵高等学校

10 横浜立ち呑み隊Ⅱ 伊藤　吉一 羽太　美孝 羽太　孝希 佐藤　雅志 露木　孝文 横浜立ち呑み隊

11 東京電機大学理工学部自動車部弐輪 榎本　泰也 柿沼　陽 金子　洋介 宮﨑　岳史 東京電機大学

●ニューチャレンジクラス 参加台数：1台
ゼッケン チーム マネージャー ドライバー メカニック① メカニック② メカニック③ 団　体

501 EM長野 Team Rising 坂田　毅彦 箕田　大輔 長野市立柳町中学校


