
 

 
 

 
 

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。 
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２０１４年１０月５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。 
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●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。 

Ｓ字カーブ 

We hold the competition on  
2014 October 5th(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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The 16th ANNUAL ALL JAPAN DOWNHILL DERBY CLASSIC     GROUP A ENTRY LIST

No. チーム マシン ドライバー コメント

101 刈谷工業高等学校 OSSP ＆ NS Woｒ 大岩　裕秋
新しく、細いフレームで作りました溶接部が心配です。

完走できるように頑張ります。

102 豊田工業高校　自動車部 SPH2000 永田　昌久 いつも練習していることを大会で発揮して頑張りたいです。

103 豊田工業高校　自動車部 SPH1800 嶋田　俊輝 練習通りがんばりたいと思います。

104 ― ― ― ―

105 刈谷工業高等学校 独りぼっちのH.S.　2号 杉下　颯
昨年のような、スタートミスはもうしません。

ｍ（＿　＿）ｍ

106 チキチキ通信 ケータハム１６ 本多　成司

昨年に引き続き２回目の参加です。老後の『楽しみ』の１つとして、

タイムに拘らず、打ち上げ重視でずーっと参加させていただきます！

（日本語検索⇒チキチキ通信）

107 豊田高専自動車部 ヴェローブ 高木　勇気
この日の為に自動車部に入りました。

新マシンと一緒に優勝めざして走り抜けます！

108 teamたけだめっき ぴかぴか竹田鍍金号 鈴木　敬三 もえ命

109 三谷水産高校　機関部
Submarine

ver.DOWNHILL
田谷　明也

機関部のドラえもんことタタニ アキヤとは、僕のことです。

１年生ながらダウンヒルデビューすることになりました。

サポートしてくれる先輩部員や１年生部員に感謝してゴールを目指します。

大好きなどら焼きパワーで、頑張るぞぉ～!!

110 FLING BRICK MICHELIN FLING BRICK 長谷川　祐平 今年も表彰台を狙いたい。

111 （有）にせきかくＴ 藤Ｗとう腐店 五藤　稜 今年は、完走します。

112 Yellow Cab TAkeXI 田川　湧太 がんばります！

113 豊田高専自動車部 黒美　蓮 杉山　公治
今回ダウンヒルにドライバーとしての最初で最後の参加をすることになりました。

コンマ一秒でもタイムを上げていきたいです。

The 16th ANNUAL ALL JAPAN DOWNHILL DERBY CLASSIC     GROUP C ENTRY LIST

No. チーム マシン ドライバー コメント

1 刈谷工業高等学校 OSSP ＆ NS Woｒ 中島　浩貴
僕が設計したフレームです。絶対的グリップで、ノーブレーキコーナリングをします。

　・・・予定・・・かな？・・・しないかも？

2 豊田工業高校　自動車部 SPH2000 杉浦　大樹 できる限り頑張ります。

3 豊田工業高校　自動車部 SPH1800 柘植　隆也
初めてのダウンヒルですが、当日までにマシンを操れるようにし、

大会で全力を出し切れるように頑張ります。

4 一宮工業高校　自動車部 マサト１号 水野　勝斗 今年度はグループＣに初挑戦！夏休みに製作したマシンです。

5 刈谷工業高等学校 独りぼっちのH.S.　2号 小野　耀平 初めてこの大会に出場します。チャレンジ精神をもって優勝を目指します。

6 スヤマ岡崎DDCチ－ム 楔(くさび) 井本　政行

希望のある限り、人間には行き詰まりがない。

　　　　　　そこには、常に勝利が待ち、

　　　　　　　　　　　　喜びの笑顔が広がっている。

7 豊田高専自動車部 ヴェローブ 臼井　康貴 天のみぞ知る結果。神のまにまに。

8 チキチキ通信 チキチキ予備号 須甲　安平 第２コーナーが怖いです。

9
チーム・シトロン

広島支部
ロザリー9 小笠原　啓太 今年はマジメに作りました。片道6時間かけて参加します。

10 FLING BRICK MICHELIN FLING BRICK 長谷川　大祐 今年も表彰台を狙いたい。

11 （有）にせきかくＴ 藤Ｗとう腐店 高橋　一生 今年は、完走します。

12 Yellow Cab TAkeXI 近岡　祐哉 リベンジです！

13 豊田高専自動車部 黒美　蓮 鈴木　空知

ニューマシンが完成したのでこのマシンは引退試合になります。

有終の美を飾るべくレーシングカラーをまとって走り抜けます。

目指せ1-2フィニッシュ！！

14 teamたけだめっき ぴかぴか竹田鍍金号 安藤　暁 May the Force be with you !

15 三谷水産高校　機関部 Submarine ver.DOWNHILL 中村　未来

機関部２代目の女子ダウンヒラーです(笑)去年はグループＡでの参加でしたが、

今年はグループＣにチャレンジです。

先日、初代女子ダウンヒラーの先輩が部活に顔を出してくれました。

「私のようにクラッシュしないようにね」ってアドバイスを・・・（汗）

気合いと根性でゴールを目指します。（笑）

16 愛産大ASU-VC 愛産大ASU-VC　原山号 松本　拓也

自動車大好きな松本君、高校では機械を勉強、現在は建築を勉強中の大学3年生です。

いつもは控えめな松本君がどんなエキサイティングな走りを見せるか、

ティームも関心大です。

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/


