
 

 
 

 
 

言語・情報 
共有センター 

[Downhill Derby]ダウンヒルダービーとは「そこに坂があるから滑り降りたい」という人類の本能に目覚
めた人々が、その欲求を満たすために英知と努力によって作り上げられた道具とともにその操作技術を駆
使し、重力のみで、いかに早く目的地点へ到達できるかを競う競技である。 

Ｐ  第４駐車場 

２０１７年１０月１日（日）タイムスケジュール 

１．受付等  10:00 受付・車検開始 

２．開会式  11:00 開会式・ドライバーズミーティング 

３．公式練習 12:00 グループＡ公式練習 

４．タイムトライアル 13:00 ヒート１・ヒート２（グループＡ） 

５．公式練習 14:00 グループＣ公式練習 

６．タイムトライアル 15:00 ヒート１・ヒート２（グループ C） 

７．表彰式  16:30 表彰式・じゃんけんポン 

※スケジュールは予告なく変更する場合があります。 

FINISH 

Group C 
START 

Group A 
START 

wc 
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ホ
ー
ル 

パ
ド
ッ
ク
エ
リ
ア 

車
検
エ
リ
ア 本部 

放送席 

ス
テ
ー
ジ 

２号館 

１号館 

３号館 

４号館 

実習棟 
恒
誠
館 

第１コーナー 
第２コーナー 

●グループＡは、車体のみの重さが４０ｋｇ以下で 

ノーマルダウンヒルコースでのタイムを競います。 

●グループＣは、ドライバーが乗車した状態で 

１４０ｋｇ以下、スーパーダウンヒルコースを使います。 

We hold the competition on  
2017 October 1st(sun) 
in Aichi Sangyo University. 
 

http://downhillderby.jp/ 

※ 観戦は決められたエリア内で行ってください。 
※ 走行コースには絶対に立ち入らないでください。 
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※ 喫煙は決められたエリアでお願いします。 
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We shall utilize Tools and Wisdom.  

And We shall compete using  

only Gravity as energy 

source. 

"Because The Hill is there" 

We will Race to  

The Bottom in Fulfilling 

 this desire 

"Because The Hill is there" 



No. チーム マシン ドライバー コメント

101  豊⽥⼯業⾼校 ⾃動⾞部 JB号 遠藤 聖也 できる限りがんばります。

102
 チーム
ドンキホーティックス

ロシナンテ1号改-2017 池谷 就一
昨年はブレーキの不具合で出場できませんでした。
今年は頑張って、しっかり⽌まれるブレーキを装備します。

103
 愛知県⽴
  一宮⼯業⾼校A

⾼微⾞ 恩⽥ 宙貴 グループAは初めて走りますが、頑張ります。

104
 愛知県⽴
  一宮⼯業⾼校B

MH号改 岡部 峻大 初めて走りますが頑張ります。

105  ⼩牧⼯業⾼校 ⾃動⾞科 アパマ号 林 勇⾺
今年が初参加になります。
4月から課題研究で廃材を使ってつくったマシンになります。
完走目指して頑張ります。

110  FLYING BRICK MICHELIN FLYING BRICK ⻑谷川 祐平 ちょっと手を入れてます。秘密です。

111  FLYING BRICK TIOGA FLYING BRICK ⻑谷川 陽祐 ちょっと手を入れてます。秘密です。

112
 愛知県⽴
  刈谷⼯業⾼等学校

ＰＫＳーＹｅｌｌｏｗ 柴⽥ 知靖
先輩からの事故⾞を修理するため、⾞軸やハンドル、⾞輪などを作り直しました。
同じ学校のチームには絶対に負けないよう、1位を目指して頑張ります。

113
 愛知県⽴
  刈谷⼯業⾼等学校

ＫＲＵ＋Ｕ 岩⽥ 崚介 毎年スピンで破壊された⾞です。安全運転でまいります。

114  豊⽥⾼専⾃動⾞部 走れ︕しゃぶしゃぶくん︕ 中⽥ 明 無事故・無違反・⾃⼰責任で頑張ります︕

No. チーム マシン ドライバー コメント

1  豊⽥⼯業⾼校 ⾃動⾞部 JB号 東 亮悟 初めてなのでがんばっていきたいです。

2
 チーム
ドンキホーティックス

ロシナンテ1号改-2017 池谷 就一 グループAと両方申し込み致します。よろしくお願い致します。

3
 愛知県⽴
  一宮⼯業⾼校A

⾼微⾞ 恩⽥ 宙貴 昨年よりも良いタイムで走れるように頑張ります。

4
 愛知県⽴
  一宮⼯業⾼校B

MH号改 岡部 峻大 頑張ります。

6  スヤマ岡崎レーシングチーム 楔ーくさび 井本 政⾏ 安全第一

7  デンソー⼯業学園 モノ研carレベル１ 山⽥ 透茉
今大会が初参加です。
ブレーキの効きも心配ですがドライバーテクニックでカバーします。
完走目指して頑張ります。

8  デンソー⼯業学園 instructor１ 久⽥ ⾼義
指導員として生徒に負けるわけにはいきません。
真剣に勝ちに⾏きます。

9 プロジェクトＦＵＫＵＩ 再生した元気屋号 福井 義光 タイヤを買ってきて、空気をいっぱい入れた。

10  FLYING BRICK MICHELIN FLYING BRICK ⻑谷川 忠生 ちょっと手を入れてます。秘密です。

11  FLYING BRICK TIOGA FLYING BRICK ⻑谷川 大祐 ちょっと手を入れてます。秘密です。

12
 愛知県⽴
  刈谷⼯業⾼等学校

ＰＫＳーＹｅｌｌｏｗ ＨＢ 井上 雅基
グループＡの⾞両に重りを乗せた⾞です。
Ａと同じく、同じ学校のチームには絶対、絶対、絶対に負けたくないけど・・・
頑張ります。

13
 愛知県⽴
  刈谷⼯業⾼等学校

ＫＲＵ＋Ｕ 宇都宮 稔之
昨年、一昨年と2度にわたる大事故により、ひん曲がった⾞軸、⾞体、ハンドル、
リンケージ、⾞輪を事故をした本⼈と共に作り直しました。
毎年やらかすスピンをせずにゴールが出来ればラッキーです。

14  豊⽥⾼専⾃動⾞部 走れ︕しゃぶしゃぶくん︕ 横⽥ 淳至

僕は豊川市から来たあつしくんだよ︕
ぼく、風になりたい。
めざせ熱効率100％︕
あつしくんがんばる︕

The 19th Annual All Japan Downhill Derby Classic Group A entry-list

The 19th Annual All Japan Downhill Derby Classic Group C entry-list

リザルトはなるべく早くＷＥＢに公開します。 その他詳しい情報はＷＥＢで。  Http://downhillderby.jp/


