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大会報告書

SUM TIMES

総合 6 位 ･ 入賞 !!!!!!
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  それでは､第 8 回全日本学生フォーミュラ大会における SUM の活躍をご

報告させていただきたいと思います｡会場に足を運んでいただきました方

をはじめ､残念ながら会場でご覧になれなかった方々にも､大会の臨場感が

伝わるようにご報告させていただきます｡ 

  来年度も現状に満足することなく､またチャレンジ精神を絶やすことなく

更に上を目指して活動してまいりますので､今後とも変わらぬご支援よろ

しくお願い致します｡

2010 年度チームリーダー 木村 憲尚

  今大会では､台風が接近して荒天となりコースのコンディションに

恵まれませんでしたが､昨年大会に引き続き入賞を果たすことが出来

ました｡ 総合 6 位という成績は､昨年大会の総合 5 位に続いて SUM

史上で 2 番目の好成績です｡ 昨年大会から順位を一つ落としてしまっ

たことは不本意ですが､大会全体としてのレベルが年々上がっていく

中で連続して入賞出来たということは､ハイレベルなマシン性能を維

持できているということだと考えています｡ 

  今大会の成績から私は､確かな我がチームのレベルアップを感じて

おります｡これも､皆さまからご支援をしていただけなければ成せない

ことであったと思っております｡今年度も温かいご支援を賜りました

こと､チームを代表して心より感謝を申し上げます｡

チームリーダーより
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各競技結果

各競技結果

表彰

総合優秀賞 6 位 ､ 日本自動車工業会会長賞

加速性能賞 2 位 ､ スキッドパッド賞 2 位

各競技の上位校一覧

SUM の競技成績
順位 得点 昨年度比

コスト 30 40.8/100 -17.9
プレゼンテーション 16 48.75/75 -6.51

デザイン 9 110/150 +12
アクセラレーション 2 71.34/75 -2.49

スキッドパッド 2 36.40/50 +6.63
オートクロス 17 103.09/150 -4.9

エンデュランス 8 266.89/300 +52.01
燃費 19 62.57/100 +41.5

6 739.84/1000 +80.34

静
的

動
的

競技

総合

順位 大学名 得点
1 大阪大学 95.0
2 名城大学 82.4
3 大同大学 73.3

コスト審査
順位 大学名 得点
1 東京大学 75.00
2 上智大学 71.25
3 横浜国立大学 67.50

プレゼンテーション審査

順位 大学名 得点
1 上智大学 150
2 横浜国立大学 140
3 University of Applied Science Munich 135

デザイン審査
順位 大学名 得点
1 大阪大学 75.00
2 静岡大学 71.34
3 宇都宮大学 69.82

アクセラレーション審査

順位 大学名 得点
1 東京都市大学 50.00
2 静岡大学 36 .40
3 大阪大学 35.21

スキッドパッド審査
順位 大学名 得点
1 横浜国立大学 150.0
2 名古屋工業大学 146.6
3 東京工業大学 146.5

オートクロス審査

順位 大学名 得点
1 神戸大学 291.1
2 京都大学 287.6
3 大阪大学 282.0

エンデュランス審査
順位 大学名 得点
1 名古屋工業大学 100.00
2 東京都市大学 97.14
3 茨城大学 97.05

燃費審査

順位 大学名 得点(/1000)
1位 大阪大学 874.55
2位 上智大学 829.66
3位 横浜国立大学 829.66
4位 東京都市大学 820.58
5位 東海大学 746.51
6位 静岡大学 739.84

総合成績
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車検

プレゼンテーション

  今年度も車検は一度で通過することができました。このことで競技参加の準備が

でき、雨がいつ降るかわからないなか、路面状況のいいタイミングで競技に参加で

き総合 6 位入賞という結果につなげることができたと思います。また、今後も上位

入賞を目指していくには、車検を一度で通過する必要があると思いました。

  車検は楽に通過できた訳ではなく、大会前、時間がない中、事前車検を行うことで、

車検のレギュレーションを確認でき、不安のあるところを対策できたことが大きい

と思います。自分の班では、ワイヤリング、割りピン、ボルト等の交換、トルクチェッ

ク、最低地上高の確保などを行いました。これらは、車検時に質問されることはな

かったが、車検員にはちゃんと見られていると思います。

  また車検時には、車検員からの質問で、過去されたことがない質問、レギュレーショ

ンに記載がないことについても質問がありました。これらに対しても速やかに回答

できるようにしておく準備が必要であると感じました。

高柳 広人

　今年度は、プレゼンテーションの製作を始めるのが遅くなってしまい、十分な

準備ができませんでした。そのため、昨年度より順位を 7 つ落としてしまい、16

位となってしまいました。

　当日の発表については、事前に何度も他の部員等の前で発表練習をしていたた

め、それほど緊張することもなく行うことができました。また、質問に対する回

答も、半分程は想定していた質問で、詰まることもなく答えることができました。

　今年度は時間がなかったため、市場調査などができず、プレゼンテーションの

説得力が弱かったように思います。そこで、来年度は速いうちに担当者を決めた

いです。そして、車両の製作だけでなくプレゼンテーションの製作にも十分な時

間を割き、より高い順位をとれるように努力していきたいです。

内野 岳人

車検 / プレゼンテーション
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●技術車検に挑む浜風とメンバー ●車検シールを貼るドライバーの栗田



コスト/デザイン

コスト / デザイン
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コスト

デザイン

  今大会のコストレポートは昨年と同様の手順で進めていき､レポートを完成させた｡

レポートは昨年よりもよいものができたと思う｡しかし､レポートの accuracy point

が 0/40 点であった｡昨年の点数より下回っているというのは納得がいかなかったが

､ある大学のレポートをちらっと見せてもらったところ自分たちのレポートより断然

わかりやすいものだった｡自分たちのレポートは人に見てもらうという意識が低く､

分かりにくいものだということが分かった｡次回大会のコストレポートは読んでもら

うことを意識した見やすく､ミスのないレポートを作成したい｡

  当日のコスト審査ではミスを指摘されたところもあったが､そのほかはしっかりと

質問に答えることができた｡リアルケースシナリオでは､選ばれた３パーツの担当者

が主に作成した｡発表では排気系があたったが､発表も問題なく､質問にもしっかりと

受け答えられていて､よい発表ができていた｡

  今大会のコストでは 30 位という不本意な成績だった｡これには accuracy point の

0 点が大きく響いている｡次回大会では accuracy point で高得点がとれるように準

備をしていきたい｡

鈴木 敬太

　今大会のデザインレポートは､デザインファイナル進出を目標に取り組んできま

した｡そのために､昨年度までの書き方を一新し､より定量的な記述を心がけ､掲載

文字数を大幅に増量しました｡また､各部品の設計思想や方法をより詳しく記述す

るようにしました｡

   その結果､歴代最高の第 9 位を獲得することができましたが､目標のデザイン

ファイナル進出は達成することができませんでした｡

　次大会に向けては､より設計内容に踏み込んで記述し､設計のストーリー性を強

調しつつ､審査員の読みやすさを考慮した内容のデザインレポートを完成させ､念

願のデザインファイナル進出を果たしたいと思います｡

福原 久雄

●コスト審査の様子 ●提出したコストレポート

●デザイン審査の様子



アクセラレーション

スキッドパッド

  過去最高の結果を残すことが出来、良かったと思います。今大会は自分にとって

最後の大会でした。一昨年度はマシントラブルで走れず、昨年度はエンデュランス

ドライバーとして、大会に挑みましたが、スピン。チームとして結果は残ったもの

の自分としては不甲斐ない結果でした。今年こそ！と挑んだ今大会、大会前はゴタ

ゴタしてしまい時間をかけてセッティングを行うことが出来ませんでした。そして

競技中は怪しい天候。そんな難しいコンディションの中、結果を残せた事は限られ

た時間での最高の取り組み、チーム員による天候の判断、そして素早いタイヤ交換

作業にあったと思います。人の数は負けない静大、そして今回の全員の努力、ヒト

× 努力、で結果が残せました。全て、チーム全員が結束して動いてくれたおかげだ

と思います。ありがとう。

松本哲典

  サスペンション班念願のスキッドパッド入賞、過去最高の成績でド

ライバーとしてだけでなく、サスペンション班としての喜びも大き

いです。シェイクダウン直後はまだまだタイムは出ず、足回りに課

題の残るマシンでした。ドライバーとしてマシンを評価し、サスペ

ンション班として足回りのセッティングを行い、また走る。スキッ

ドパッドについては誰よりも走り込んだと思います。評価能力は先

輩ドライバーにはかないませんが、とにかく走り、自身はつきました。

天候に恵まれたこともありますが、ミスなく走りきれた事が大きかっ

たと思います。

  今回栗田君に走ってもらうことが出来ませんでしたが、カート練習、

テスト走行において共にライバル（？）として頑張ってきました。

来年はぜひ表彰台の真ん中にたってほしいです。

松本 哲典

アクセラレーション / スキッドパッド
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●アクセラレーション直前の浜風 ●4 秒 30 の好記録 ( トップと 0.06 秒差 )

●スキッドパッドを走る松本



オートクロス/エンデュランス

オートクロス / エンデュランス
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オートクロス

エンデュランス

　今回が自分にとってオートクロス初走行でした｡またレインコンディションでの走

行はほぼ初めてのため緊張しました｡当日は午前中から雨が降ったりやんだりの不安

定な天候でした｡天気予報から夕方にかけて雨が強くなり路面はよくならないと判断

し､水溜りの少ない早めの時間に出走しました｡今年度はウェットの走行はほとんど

行っておらず､プラクティスでも感覚をつかむ程度しか走行できませんでした｡しか

し､いざ走り出してみると想像以上に素直に車が動き､とても乗りやすかったです｡路

面の状況と感覚をセカンドドライバーの福原さんに伝え､出走してもらいました｡路

面状況の割にはいいタイムが残せたと思います｡しかしその後天候は徐々に回復し､

終了間際の夕方には路面状況はかなり良くなってしまいました｡最終的に夕方出走し

た他大学にタイムを抜かれ､１７番手となってしまいました｡エンデュランスの出走

順を考えると､路面が良くなってきて他大学に詰まりにくいベストのタイミングとも

いえました｡気を取り直して全員で濡れたマシンの整備にあたり､翌日のエンデュラ

ンスに備えました

斉藤 勇樹

　今年も無事にエンデュランス完走を果たすことができました｡まずは

チームメンバー１人１人にお疲れ様､そしてありがとうを伝えたいと思

います｡さらには､チームを支えてくださったすべての方にお礼を申し

上げます．ありがとうございました｡

　マシンの速さには非常に手ごたえを感じたエンデュランスでしたが､

ドライバーとしてのさらなる成長が必要であると感じさせられた大会

でもありました｡昨年度より１位校との差は縮まりましたが､それにも

関わらず昨年以上の悔しさが込み上げています｡

　浜風のさらなる進歩とドライバーの進歩を合わせて､コンマ一秒ライ

バルより先を走るために､一年間また努力したいと思います｡これから

もご支援とご声援よろしくお願いします｡

福原 久雄



   2010 年度スポンサー様ならびに SUM を応援してくださった方々、今年度もあたたかいご支援・ご声援、誠に

ありがとうございました。おかげ様で､今大会では総合 6 位･加速性能賞 2 位･スキッドパッド賞 2 位という､昨年

より 1 ランク上の成績を残すことが出来ました。参加校は年々増え続け､大会のレベルも上がるなかで､昨年に引

き続き入賞できたことは皆様のお力添えのおかげで御座います。

   大会が終わり､これまでの活動を振り返ると 1 つのドラマであったようにも感じます｡学生フォーミュラ活動を

通して､”ものづくり”がどれだけ難しいか･楽しいか､組織運営やコミュニケーション能力などがいかに重要か､

社会の温かさ･厳しさを実感することができ､個人 1 人 1 人として大きな成長を遂げる事が出来ました。また､苦楽

を共にしたメンバー･スポンサーの皆様との出会いは何よりも得難いものだと感じております｡このような貴重な

体験をさせて頂いたことにも､感謝申し上げたいと思います｡ありがとうございました｡

   さて､次は来年のドラマを製作しなければなりません｡最高のハッピーエンドで終えられるよう､更なる高みを目

指して精一杯頑張りますので､今後とも SUM をよろしくお願い申し上げます。

平城 眞太朗

おわりに
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