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１.大会の趣旨
地球にやさしい太陽エネルギーあるいは人力によって、自作の軽量で高性能なﾎﾞｰﾄを
思うままに走らせ競争させる中で、楽しみながら船作りや海に対する理解を深めていた
抱くことを期待している。

２.大会の内容
ソーラーボート部門・人力ﾎﾞｰﾄ部門・ハイブリッドボート部門を区別することなくレー
スを行い、表彰はソーラーボート部門クラスＡ、同クラスＢ、人力ﾎﾞｰﾄ部門クラスＡ、
同クラスＢ、ハイブリッドボート部門の５クラスに分けて行う。
　　ショートレース

　予備選考として100ｍ区間を任意のタイミングでスタートし、ゴールまでの
タイムを計測する。そのタイム順に６艇づつが２００ｍ区間を走行して、その
タイムによって順位を競う。

　　ロングレース
　１周スラロームレース、３０分耐久周回レース、１時間耐久周回レースの
３つがある。

　　１)１周スラロームレース
　２つのターンマークと５つの特設マークによって作られたコースを１周して
順位を競う。

　　２)３０分耐久周回レース
　２つのターンマークと５つの特設マークによって作られたコースを３０分間
周回して、周回数を競う。

　　３)１時間耐久周回レース
　２つのターンマークと５つの特設マークによって作られたコースを１時間
周回して、周回数を競う。

　以上２ジャンルの競技が、平成１７年８月２７日(土)から２８日(日)までの２日間、
佐鳴湖漕艇場を舞台に繰り広げられた。

　いずれも小さなエネルギーを効率よく活用するために、ハイテクを駆使して軽量化を
図ったり、動力伝達系統の工夫を凝らしている。参加形態は、企業内の有志グループ、
大学・高校の研究グループ、ファミリー参加、単独参加等々さまざまで、和気あいあい
の大会が恒例である。

３.開催者の構成
　　主　　催

日本ソーラー・人力ボート協会
　　共　　催

財団法人マリンスポーツ財団
　　後　　援

国土交通省、経済産業省、文部科学省、環境省、
静岡県、浜松市、湖西市、新居町、
静岡県教育委員会、浜松市教育委員会、湖西市教育委員会
財団法人浜名湖総合環境財団、湖西市観光協会、浜松商工会議所、
社団法人浜松青年会議所、社団法人浜名湖青年会議所、
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、財団法人新ネルギー財団、
社団法人日本中小型造船工業会、日本太陽エネルギー学会、
社団法人静岡県モーターボート競走会、日本ソーラービークル協会、浜名湖ヨットクラブ、
朝日新聞浜松支局、産経新聞浜松支局、静岡新聞社・静岡放送、中日新聞東海本社、
中日ショッパー、毎日新聞浜松支局、読売新聞浜松支局、
株式会社テレビ静岡、あさひテレビ、株式会社静岡第一テレビ、、
テレビはままつ、Ｋ－ＭＩＸ



 　 協　賛
有限会社ケイズコア、社団法人静岡県モーターボーボート競走会、
株式会社ジャパンプロモーション、中日新聞東海本社、中部電力株式会社、
中村屋鮮魚販売株式会社、パナソニックストレージバッテリー株式会社、
浜名湖競艇企業団、株式会社ヒューマンアロー、ヤマハ発動機株式会社、
ヤマハマリン株式会社、ローランド　ﾃﾞｨｰ．ジー．株式会社

　　大会役員
大会会長 堀内浩太郎(日本ソーラー・人力ボート協会)
大会副会長 金子光夫(財団法人マリンスポーツ財団)
大会実行委員長 八木正生(日本ソーラー・人力ボート協会)
大会実行委員会(構成メンバー)

日本ソーラー・人力ボート協会、財団法人マリンスポーツ財団、
財団法人浜名湖総合環境財団、ヤマハ発動機株式会社　　他

事務局 賀茂宏(ドラッグ・カモ)
総務部会

総務部 関イチロー(浜松市議会議員)
広報部 岡村誠(財団法人マリンスポーツ財団)
審査部 戸田孝昭(財団法人舟艇協会)、増山豊（学校法人金沢工業大学）

小池明成(社団法人静岡県モーターボート競走会)、丸尾猛、
競技部会

競技部 内山敦(株式会社創輝)
海上部 堀内秀晃(財団法人浜名湖総合環境財団)
審判部 堀内秀晃(財団法人浜名湖総合環境財団)
計時記録部 内山敦(株式会社創輝)

運営部会
会場部 山田光男(山長佃煮店)
運営部 八木正生(日本ソーラー・人力ボート協会)
記録部 小栗孝史(有限会社ケイズコア)
催事部 坂神文仁(株式会社ヒューマンアロー)



ソーラーボート部門
クラスＡ

上：チーム名　 代　　表 出身地

下：船名　　　　 連絡担当 所　属

1 都田チャレンジ 松本　真芳 静岡県浜松市

　同　上 　同　上

ＷＨＩＴＥ　ＨＡＷＫ　Ｓ－１０ スズキ㈱

2 ローランドソーラー研究会 森藤　慎司 静岡県浜松市 毎年参加のローランドソーラー研究会です。

岡部　薫 ローランド 今年は参加することに意義有りでがんばります。

ＳＯＬＡＮＤ ﾞﾃﾞｨｰ．ジィー.㈱

3 ＴＥＡＭビレッジトップ 村上　正俊 静岡県浜松市

　同　上 　同　上

クマちゃん１号

4 ＪＲＣソーラーボート 中村　常夫 東京都三鷹市 海と船、そして太陽を愛する仲間達。

チャレンジの会 松谷　博文 　同　上

そうらのむべい2005

ソーラーボート部門
クラスＢ 　　印：学生チーム

上：チーム名 代　　表 出身地
下：船名　　 連絡担当 所　属

21 長崎総合科学大学夢の船 林田　滋 長崎市 卒業研究の仲間を中心としたチームです。今回は今ま
研究会(ｿｰﾗｰﾎﾞｰﾄ部門) 　同　上 　同　上 での結果を基に新型艇の開発を行いました。

Ｓｏｌａｒ　ＡＢＡ　ＡＢＡ　１０ 長崎総合科学大学
22 Ｅｃｏ－ｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ　2005 勝浦　啓至 静岡市清水区 我々、Ｅｃｏ‐ｓｈｉｐ‐ｐｒｏｊｅｃｔでは、高効率で走行できる

　同　上 　　同　上 ボートを研究しています。
ＭＤ2005

23 富山県立富山工業高校 大橋　勇司 富山市
電気研究部 西脇　清史 　同　上

ファルコン(ｆａｌｃｏｎ)
24 東海大学地球環境工学 梅原　智夫 静岡市清水区 ４年生の卒業研究の一環として政索を行っている。３

ソーラーボートチーム 　同　上 　　同　上 年前に製作した船体に昨年使用した二重反転プロペ
ラを使用する予定であるがその他に２・３種類の長さ

トウカイスピリット３ のﾌﾟﾛﾍﾟﾗを用意してﾚｰｽに合せて使用する予定です。
25 Shizuoka　All‐round　Technology 伊藤　　航 静岡県袋井市

(静岡理工科大学ｿｰﾗｰﾎﾞｰﾄ部) 松澤　孝太 静岡県袋井市
潮風 静岡理工科大学

26 船舶海洋工学科 辻内　祐樹 大阪吹田市
ソーラーボート・ 椿　　真人 大阪府箕面市

レッツゴートシオマルⅡ
27 鳥栖工業高校　Ⅰ 堀田　健一 佐賀県鳥栖市 高校生のチームです。昨年は、先輩が学生の総合優

　　同　上 　同　上 勝を頂きました。今年は、昨年の船を改良し、さらに
ＭＯＴＯ　Ⅰ(モトワン) 佐賀県立鳥栖工高 速くなりました。

28 鳥栖工業高校　Ⅱ

ＭＯＴＯ　Ⅱ
29 Ｅｃｏ－ｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ　2005 勝浦　啓至 静岡市清水区 我々、Ｅｃｏ‐ｓｈｉｐ‐ｐｒｏｊｅｃｔでは、高効率で走行できる

　同　上 　　同　上 ボートを研究しています。
ＭＤ2004

30 吉田山コケターズ 岡田　展明 京都市
　同　上 　同上

波に呑まれ

Ｎｏ チームの概要

がんばるぞー！

Ｎｏ チームの概要



人力ボート部門
クラスＡ 　　印＝学生チーム

上：チーム名 代　　表　 出身地

下：船名　　 連絡担当 所　属

41 長崎総合科学大学夢の船 野瀬　幹夫 長崎市 卒研生中心のメンバーです。長崎の海でトレーニング

研究会(人力水中翼部門) 　　同　上 　同上 して来ました。今年も学生優勝をめざしてガンバリま

す！

42 Ｔｅａｍ　ＢＥＮ　ｌａｂ． 伊藤　佑造 千葉県習志野市 我が邊研究室は複合材料にかかわっています。その

荘司　明子 　　同　　上 ため、ジュニアデザインという授業の一貫として製作を

ＷＡＫＥ　ＵＰ 日本大学 進めてきました。今年は２度目の出場です。設計・制作

生産工学部 期間４ヶ月と言う強行日程の中、夏休み返上で何とか

作りあげました。

43 チームコギト 堀内　俊介 静岡県浜松市 チーム結成１５年。メンバーの高齢化を進むがまだま

　　同　上 　　同　　上 だ健在です。来年は新艇更新の予定。現コギトのラス

ＣＯＧＩＴＯ　０５ トランをとくとご覧あれ

44 Ｅｐｉｓｏｄｅ(忠南大学校) Ｋｉｍ， 韓国太田市 昨年の韓国大会２位のチーム。韓国人力ﾎﾞｰﾄ界の最

Jin‐ｙｏｕｎｇ 忠南大学校 古参。教授１人と学生７名合計８名。ソウルの南東150

Ｅｐｉｓｏｄｅ　♯Ⅰ 深町　得三 静岡県浜松市 Ｋｍのテジョン市から参加。

45 Ｈａｅ－Ｍｉｒ(釜山大学校) Ｙａｎｇ， 韓国釜山市 昨年度の韓国人力ﾎﾞｰﾄ大会優勝チーム。釜山国立大

Ho‐Ryoug 釜山大学校 学校の学生と引率の先生総勢１０名

ＤＯＲＯＴＨＹ(ﾄﾞﾛｼｰ) 深町　得三 静岡県浜松市

人力ボート部門
クラスＢ 　　印＝学生チーム

上：チーム名 代　　表 出身地
下：船名　　 連絡担当 所　属

61 相川学園静清工業高等学校 古池　弘夫 静岡県藤枝市 本校３年生の課題研究「人力ﾎﾞｰﾄの研究」を選択した

「人力ﾎﾞｰﾄ研究会」 宮下　雄明 　　同　上 生徒からなるチームです。昨年の不具合を改善し、今

スカイフィッシュ２号 静清工業高校 回の大会に挑戦します。

62 ＧＬ－ラボ 土井　　厚 神奈川県横浜市 私たちは多くの足こぎボートと異り手こぎで参加しま

　　同　上 　　同　上 す。人力をもっとも効率よく推力にできるのは手こぎの

Ｖｅ－Ｓｃｕｌｌ　０５ 「層流櫓」です。

63 愛知県立東山工業高等学校 佐野　孝史 愛知県名古屋市 今年で２回目の参加です。が、今年限りで本校設備工

　　同　上 　　同　上 業科は閉科でなくなります。最後の参加となります。課

東山救助隊 愛知県立東山工高 題研究の一環で作りました。

64 ＴＥＡＭ　ＭＥＷ 岡嶋　　功 大阪府東大阪市

　　同　上 　　同　上

ＭＥＷ　０５

65 湘南ドリームス 横井　達郎 神奈川県逗子市 たった一人のチーム(チームではない)です。

　　同　上 　　同　上 奇天烈なﾎﾞｰﾄを作って持ち込みます。淡水は初めてで

フリッパー１(ＦＬＩＰＰＥＲ１) すが、死ぬことはないだろうとたかをくくっております。

66 ＦＲＰが固まらんチーム 川上　伸一 大阪府高槻市 個人チームです。昨年の浜名湖大会では台風による

　　同　上 　　同　上 高波でﾎﾞｰﾄが浸水・転覆してしまいました。オープン形

グッピー フロートには排水ポンプは必需品です。

67 ＦＲＰが固まらんチーム 川上　伸一 大阪府高槻市 今年の大阪大会では水面で待機中に゜ロペラ取付の

　　同　上 　　同　上 ナットが外れペラを落としリタイヤになってしまいまし

ラング た。トラブルには万全の策で望んでいるつもりですが、

実走不足は毎年の課題です。

68 ひょうたん島 山本　豊彦 神奈川県伊勢原市

　　同　上 　　　　同　上

エスペラン

69 吉田山コケターズ 岡田　展明 京都市 人力ﾎﾞｰﾄが新しくなりました。

　　同　上 　同上 浮かない水中翼はこりました。

いちもくさんⅡ

Ｎｏ チームの概要

Ｎｏ チームの概要



ハイブリッドボート部門 　　印＝学生チーム

上：チーム名 代　　表 出身地

下：船名　　 連絡担当 所　属

91 船舶海洋工学科 辻内　祐樹大阪府吹田市

椿　　真人 大阪府箕面市

ソーラーボートⅡ・秋水

Ｎｏ チームの概要



分　秒 順位 分　秒 順位 回 順位 回 順位

1 都田チャレンジ WHITE　HAWK　Ｓ－10 52.75 3 4：57.24 2 9 3

2 ローランドソーラー研究会 ＳＯＲＡＮＤ 29.51 1 2：50.14 1 10 1

3 ＴＥＡＭビレッジトップ クマちゃん１号 ＤＳＱ 4

4 ＪＲＣソーラーボートチャレンジの会 そうらのむべい2005 42.28 2 9 2

長崎総合科学大学夢の船研究会 Solar　ABA　ABA　１０

(ソーラーボート部門) (ソーラーアバアバテン)

22 Ｅｃｏ‐ｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ　２００５ ＭＤ　２００５　(仮) 01:16.1 5 6 6

23 富山県立富山工業高校電気研究部 ファルコン（ｆａｌｃｏｎ） ＤＮＳ 7 3 2

東海大学地球環境工学

ソーラーボートチーム

Shizuoka　Aｌｌ-round　Technology

（静岡理工科大学ソーラーﾎﾞｰﾄ部）

26 船舶海洋工学科 ソーラーボート 7 4

27 鳥栖工業高校　Ⅰ ＭＯＴＯ　Ⅰ 01:08.5 4 4：46.45 2 9 2

28 鳥栖工業高校　Ⅱ ＭＯＴＯ　Ⅱ

29 Ｅｃｏ‐ｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ　２００５ ＭＤ　２００４　(仮) 59.39 3 8 3

30 吉田山コケターズ 波に呑まれ 40.41 1 6：23.87 3 6 5

長崎総合科学大学夢の船研究会

(人力水中翼部門)

42 Ｔｅａｍ　ＢＥＮ　ｌａｂ． ＷＡＫＥ　ＵＰ ＤＳＱ 4 ＤＮＳ 2

43 チームコギト ＣＯＧＩＴＯ　０５ 33.81 1 4：37.12 1 5 1

44 Episode(忠南大学校) Ｅｐｉｓｏｄｅ　♯１

45 Ｈａｅ－Ｍｉｒ(釜山大学校) ＤＯＲＯＴＨＹ(ﾄﾞﾛｼｰ) 01:57.5 3

相川学園静清工業高等学校

「人力ﾎﾞｰﾄ研究会」

62 ＧＬ－ラボ Ｖｅ－Ｓｃｏｌｌ　０５ 02:02.3 6 11：18.37 7 5 5

63 愛知県立東山工業高等学校 東山救助隊 06:04.3 9

64 ＴＥＡＭ　ＭＥＷ ＭＥＷ　０５ 01:08.1 1 8；03.89 1 5 1 8 1

65 湘南ドリームス フリッパー１（ＦＬＩＰＰＥＲ１） 03:14.5 8 15：18.25 8

66 ＦＲＰが固まらんチーム グッピー 01:24.0 7 10：15.21 6 4 2 7 3

67 ＦＲＰが固まらんチーム ラング 01:11.3 4 9：53.48 5 7 2

68 ひょうたん島 エスペラン 01:17.8 2 8：39.50 3 4 4

69 吉田山コケターズ いちもくさんⅡ 01:08.1 3 8：38.82 2 6 4

91 船舶海洋工学科 ソーラーボートⅡ 01:38.2 1 12.55.07 1 ＤＮＦ 1

学生優勝　ｿｰﾗｰﾎﾞｰﾄ部門　　長崎総合科学大学夢の船研究会(ｿｰﾗｰﾎﾞｰﾄ部門) 特別賞　Ｈａｅ－Ｍｉｒ(釜山大学校)

　　　　　　　人力ﾎﾞｰﾄ部門 　　長崎総合科学大学夢の船研究会(人力水中翼船)　 　　　　　　湘南ドリームス

41 Ｗｅｓｔ　Ｇａｌｅ　05

25 潮風

59.37 8

18：51.35

Ｎｏ

221

船名

94：05.83

ショートレース

ＤＳＮ

200ｍ

1

4

4

40.69

2

7

12

３０分

2

１Ｒｏ １時間

7：38.68

ソーラー＆人力ボートレース全日本選手権大会2005公式記録

24 トウカイスピリット３ 01:24.2 6 4 1

1

ロングレース

チーム名

8：56.97 4 4 361 スカイフィッシュ２号 01:17.7 5


