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2018信州総文祭  マイコンカーラリー大会プレ大会 結果 

１ 表彰対象者 

【Basic Class】  

優勝  太田 瑞生 福岡県立苅田工業高等学校 

準優勝 濵田 颯暉 福岡県立苅田工業高等学校 

第３位 渡邊 亮介 岐阜県立大垣工業高等学校 

【Advanced Class】 

優勝  五十嵐 俊太 富山県立富山工業高等学校 

準優勝 小池 寿晏 長野県駒ヶ根工業高等学校 

第３位 矢野 隼佑 長野県駒ヶ根工業高等学校 

第４位 本城 聖也 宮崎県立佐土原高等学校 

第５位 本島 俊輔 長野県飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校 

第６位 伊藤 悠真 長野県飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校 

第７位 上田 浩継 宮崎県立日向工業高等学校 

第８位 村上 岳大 富山県立富山工業高等学校 

【Master Class】  

優勝  深澤 則正 ＧＴマイコンクラブ 

準優勝 遠藤 隆記 極東技術結社 

第３位 河野 純也 個人参加 

【横Ｇコンテスト】  

優勝  五十嵐 俊太 富山県立富山工業高等学校 

２ 各部門決勝結果 

 決勝は単独走行で１回のみ走行した結果。記録なしの場合は、予選上位者を決勝の上位とした。 

 Basic Class を含め、決勝は予選のコースを逆走して実施した。 

【Basic Class 決勝結果】 

順位 選手名 カーネーム 記録 学校名

1 太田　瑞生 ネメシス 00:27.47 福岡県立苅田工業高等学校

2 濵田　颯暉 ミカサ 00:28.31 福岡県立苅田工業高等学校

3 渡邊　亮介 リョザック03 00:32.53 岐阜県立大垣工業高等学校

4 三井　健 Ｓｕｒｖｏｌｔ 記録なし 福岡県立苅田工業高等学校

5 牲川　直輝 紀北　ハイオク 記録なし 和歌山県立紀北工業高等学校

6 吉田 幸哉 ＮＴＢＰ－β 記録なし 宮崎県立延岡工業高等学校

7 佐藤　直也 2 記録なし 長野県岡谷工業高等学校

8 小引　廉 1 記録なし 長野県岡谷工業高等学校

9 黒木　翼 佐土原のツバサ 記録なし 宮崎県立佐土原高等学校

10 相場　尚士 飛竜 記録なし 群馬県立館林商工高等学校
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【Advanced Class 決勝結果】 

 

 

 

 

 

 

 

順位 選手名 カーネーム 記録 学校名

1 五十嵐　俊太 ファラン 00:15.73 富山県立富山工業高等学校

2 小池　寿晏 鵲 00:15.91 長野県駒ヶ根工業高等学校

3 矢野　隼佑 橘花 00:16.39 長野県駒ヶ根工業高等学校

4 本城　聖也 ポーカーフェイス 00:16.85 宮崎県立佐土原高等学校

5 本島　俊輔 Dimension 00:16.85 長野県飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校

6 伊藤　悠真 小紫 00:17.15 長野県飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校

7 上田　浩継 中忍のひろ 00:17.50 宮崎県立日向工業高等学校

8 村上　岳大 ガヤルド 記録なし 富山県立富山工業高等学校

9 久保村 将希 GT-R 記録なし 長野県駒ヶ根工業高等学校

10 加賀　侑輝 爆雷炎 記録なし 富山県立富山工業高等学校

11 北澤　悠和 穂高 記録なし 長野県駒ヶ根工業高等学校

12 清水　泰成 テスター精華 記録なし 岐阜県立大垣工業高等学校

13 曲淵　大輝 Neve 記録なし 長野県駒ヶ根工業高等学校

14 白濱　夏生 テスターHAMA 記録なし 岐阜県立大垣工業高等学校

15 牧田　敏明 瞑 記録なし 長野県駒ヶ根工業高等学校

16 岡島　司 Ｋａｓａ　７．０．４ 記録なし 長野県飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校

17 合田　凌 TZR　秋刀魚 記録なし 愛媛県立新居浜工業高等学校

18 武田　拓巳 タクミの帝国 記録なし 宮崎県立佐土原高等学校

19 北原　聖士 陽乃光 記録なし 長野県駒ヶ根工業高等学校

20 國枝　功実 テスター92 記録なし 岐阜県立大垣工業高等学校

21 木村　裕貴 紀北　ディーゼル 記録なし 和歌山県立紀北工業高等学校

22 馬渕　優 テスターYOU 記録なし 岐阜県立大垣工業高等学校

23 栗崎 健瑠　 ゴッドタケルクリム 記録なし 宮崎県立日南振徳高等学校

24 大木　淳平 佐土原のジュンペイ 記録なし 宮崎県立佐土原高等学校

25 岸野　佳音 はやぶさ 記録なし 群馬県立前橋工業高等学校

26 林　　恵土 飛燕 記録なし 長野県駒ヶ根工業高等学校

27 位田　　慎 TM-1 記録なし 愛知県立春日井工業高等学校

28 小寺　晃士朗 テスターIB1 記録なし 岐阜県立大垣工業高等学校

29 平野　槙太 ＮＴＡＰ－α 記録なし 宮崎県立延岡工業高等学校

30 細川　恵太 水島隠居 記録なし 宮崎県立宮崎工業高等学校
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【Master Class 決勝結果】 

【横Ｇコンテスト結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 選手名 カーネーム 記録 学校名

1 深澤　則正 テスタープロト 00:15.66 ＧＴマイコンクラブ

2 遠藤　隆記 ＲＳ４ 00:15.77 極東技術結社

3 河野　純也 FRAGILE017MCR 00:15.90 個人参加

4 小池　魁舟 翠嵐 00:16.27 日本大学理工学部

5 清水　篤 アスラーダ 00:16.84 愛媛県立新居浜工業高等学校

6 木村　量哉 紀北α 00:16.84 紀北工業高等学校

7 星野　啓輝 ＨＳ－Ｚｅｒ０ 記録なし 愛知県立春日井工業高等学校

8 黒川　旭 ロボテナショップ営業車 記録なし ロボテナショップ

9 中岡　進 ＳＴＩＫＫ 記録なし 紀北工業高等学校

10 前田　大輝 シンセイ 記録なし 個人参加

順位 選手名 カーネーム 記録[°] 学校名

1 五十嵐　俊太 ファラン 67.10 富山県立富山工業高等学校

2 小池　琉来 Parfait 66.50 長野県岡谷工業高等学校

3 曲淵　大輝 Neve 65.45 長野県駒ヶ根工業高等学校

4 根岸　大智 白露 65.10 群馬県立館林商工高等学校

5 川田　胡都美 ｎｅｗ　ｍａｋｅ 64.75 不二越工業高等学校

6 皆川　市彩 苅田工業Ａ－２ 64.70 福岡県立苅田工業高等学校

7 尾田　居倭輝 一二三 64.60 愛媛県立新居浜工業高等学校

8 吉田 幸哉 ＮＴＢＰ－β 64.20 宮崎県立延岡工業高等学校

9 岸野　佳音 はやぶさ 64.05 群馬県立前橋工業高等学校

10 富田　光流 テスターHIKARU 64.00 岐阜県立大垣工業高等学校

11 片山　　楓 モミジ 62.25 愛知県立春日井工業高等学校

12 毛見　彰吾 Elick 58.50 佐久平総合技術高等学校

13 木村　裕貴 紀北　ディーゼル 57.80 和歌山県立紀北工業高等学校

14 下瀬　和司 能動空中機雷 56.40 長野県上田千曲高等学校

15 伊藤　悠真 小紫 55.75 長野県飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校
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３ 各部門予選完走者 

【Basic Class 予選完走者】 

 

【Master Class 予選完走者】 

 

 

 

 

順位 選手名 カーネーム 記録 学校名

1 深澤　則正 テスタープロト 00:15.58 ＧＴマイコンクラブ

2 遠藤　隆記 ＲＳ４ 00:15.94 極東技術結社

3 星野　啓輝 ＨＳ－Ｚｅｒ０ 00:16.21 愛知県立春日井工業高等学校

4 黒川　旭 ロボテナショップ営業車 00:16.23 ロボテナショップ

5 河野　純也 FRAGILE017MCR 00:16.26 個人参加

6 小池　魁舟 翠嵐 00:16.47 日本大学理工学部

7 中岡　進 ＳＴＩＫＫ 00:16.49 紀北工業高等学校

8 清水　篤 アスラーダ 00:16.54 愛媛県立新居浜工業高等学校

9 木村　量哉 紀北α 00:17.00 紀北工業高等学校

10 前田　大輝 シンセイ 00:17.01 個人参加

11 松原　明彦 Sonic 00:21.62 個人参加

12 前田　優 瑠璃鳥 00:22.77 湘南工科大学 ロボット同好会

順位 選手名 カーネーム 記録 学校名

1 太田　瑞生 ネメシス 00:27.83 福岡県立苅田工業高等学校

2 三井　健 Ｓｕｒｖｏｌｔ 00:28.20 福岡県立苅田工業高等学校

3 濵田　颯暉 ミカサ 00:28.85 福岡県立苅田工業高等学校

4 牲川　直輝 紀北　ハイオク 00:29.32 和歌山県立紀北工業高等学校

5 吉田 幸哉 ＮＴＢＰ－β 00:29.49 宮崎県立延岡工業高等学校

6 佐藤　直也 2 00:30.46 長野県岡谷工業高等学校

7 小引　廉 1 00:31.02 長野県岡谷工業高等学校

8 渡邊　亮介 リョザック03 00:32.46 岐阜県立大垣工業高等学校

9 黒木　翼 佐土原のツバサ 00:34.53 宮崎県立佐土原高等学校

10 相場　尚士 飛竜 00:35.23 群馬県立館林商工高等学校

11 小澤　玲音 4 00:35.46 長野県岡谷工業高等学校

12 神田　稔里 ＳＥＮ 00:37.96 不二越工業高等学校

13 川田　胡都美 ｎｅｗ　ｍａｋｅ 00:46.09 不二越工業高等学校

14 山下　倫太朗 R3 00:46.79 佐久平総合技術高等学校

15 柳川　涼 不二高　１号機 00:57.60 不二越工業高等学校

16 山田　優吾 不二高　２号機 01:14.34 不二越工業高等学校
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【Advanced Class 予選完走者】 

 

順位 選手名 カーネーム 記録 学校名

1 五十嵐　俊太 ファラン 00:15.79 富山県立富山工業高等学校

2 小池　寿晏 鵲 00:15.82 長野県駒ヶ根工業高等学校

3 村上　岳大 ガヤルド 00:15.95 富山県立富山工業高等学校

4 久保村 将希 GT-R 00:16.06 長野県駒ヶ根工業高等学校

5 加賀　侑輝 爆雷炎 00:16.07 富山県立富山工業高等学校

6 矢野　隼佑 橘花 00:16.23 長野県駒ヶ根工業高等学校

7 北澤　悠和 穂高 00:16.25 長野県駒ヶ根工業高等学校

8 清水　泰成 テスター精華 00:16.26 岐阜県立大垣工業高等学校

9 曲淵　大輝 Neve 00:16.61 長野県駒ヶ根工業高等学校

10 本城　聖也 ポーカーフェイス 00:16.74 宮崎県立佐土原高等学校

11 白濱　夏生 テスターHAMA 00:16.75 岐阜県立大垣工業高等学校

12 本島　俊輔 Dimension 00:16.84 長野県飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校

13 牧田　敏明 瞑 00:16.93 長野県駒ヶ根工業高等学校

14 岡島　司 Ｋａｓａ　７．０．４ 00:16.95 長野県飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校

15 合田　凌 TZR　秋刀魚 00:17.04 愛媛県立新居浜工業高等学校

16 武田　拓巳 タクミの帝国 00:17.07 宮崎県立佐土原高等学校

17 伊藤　悠真 小紫 00:17.35 長野県飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校

18 北原　聖士 陽乃光 00:17.38 長野県駒ヶ根工業高等学校

19 國枝　功実 テスター92 00:17.40 岐阜県立大垣工業高等学校

20 木村　裕貴 紀北　ディーゼル 00:17.44 和歌山県立紀北工業高等学校

21 馬渕　優 テスターYOU 00:17.44 岐阜県立大垣工業高等学校

22 栗崎 健瑠　 ゴッドタケルクリム 00:17.61 宮崎県立日南振徳高等学校

23 大木　淳平 佐土原のジュンペイ 00:17.65 宮崎県立佐土原高等学校

24 上田　浩継 中忍のひろ 00:17.67 宮崎県立日向工業高等学校

25 岸野　佳音 はやぶさ 00:17.78 群馬県立前橋工業高等学校

26 林　　恵土 飛燕 00:18.09 長野県駒ヶ根工業高等学校

27 位田　　慎 TM-1 00:18.32 愛知県立春日井工業高等学校

28 小寺　晃士朗 テスターIB1 00:19.14 岐阜県立大垣工業高等学校

29 平野　槙太 ＮＴＡＰ－α 00:19.74 宮崎県立延岡工業高等学校

30 細川　恵太 水島隠居 00:20.09 宮崎県立宮崎工業高等学校

31 小原　　空 かわせみ 00:20.45 長野県駒ヶ根工業高等学校

32 片山　　楓 モミジ 00:22.34 愛知県立春日井工業高等学校

33 松谷　昴野 暴走機関車とーます君 00:28.54 長野県上田千曲高等学校


