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NEWS RELEASE 

2019 年 5 月 16 日 

～オートバックスグループは学生のものづくりを応援します～ 

今年も学生フォーミュラ日本大会をスポンサーします 

物品提供や SUPER GT 招待など 12 チームへ支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年の第16 回全日本学生フォーミュラ大会出場全チーム（画像提供：公益社団法人 自動車技術会） 

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長執行役員：小林喜夫巳）は、公益社団法人自動車技術会が主催   

する学生フォーミュラ日本大会2019 の大会スポンサー、および出場予定の茨城大学、東京農工大学、東京都市大学、

成蹊大学、山梨大学、福井大学、東海大学、豊橋技術科学大学、京都工芸繊維大学、大阪大学、神戸大学、九州工業大

学の12 チームを支援することとなりましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生フォーミュラ日本大会は、学生が自ら構想・設計・製作した車両により、ものづくりの総合力を競うも

ので、産学官民で支援することで自動車技術ならびに産業の発展･振興に資する人材を育成することを目的

に開催されます。2003年に第1回大会が開催、2013年からは電動車両（EV）での競技もはじまり、将来技

術を応用したものづくりの機会にもなっています。17回目を迎える2019年の大会は、8月27日（火）～31日（土）

の5日間、静岡県小笠山総合運動公園スタジアム（通称：エコパスタジアム）にて開催予定で、国内外から約100チー

ムが出場します。 

同大会では、大学や高専、自動車大学校などの学生チームが自作したフォーミュラスタイルのレーシングカーで、静

的審査としてコスト、プレゼンテーション、デザインの審査、動的審査として4種のタイムアタックや燃費などを競い

ます。 

ここがポイント！ 

■ 全日本学生フォーミュラ大会は、自動車技術分野で活躍を目指す学生自らが構想・設計・製作した

車両による「ものづくりの総合力」を競う大会で、国内外から約 100 チームが参加します。 

■ レーシングスーツやシューズなどウェア関連の物品提供や、SUPER GT への招待など、さまざま

な方法で学生の活動を応援しています。 
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当社は2014年より、出場するチームに対しレーシングスーツやシューズなどの物品や、SUPER GTでのピット見学

への招待などさまざまな方法で支援し、クルマに向き合う学生の活動を応援してきました。一昨年の第14回大会から

はスポンサー企業として大会に参画するとともに、今年は過去最多となる12チームへの支援を行います。また、大会

期間中の最終2日間は企業ブースを出展し、大会に参加する学生や来場者に対しオートバックスの取り組みについて紹

介する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大会の開催概要は、下記の通りです。 

記 

大会名称 学生フォーミュラ日本大会 2019 －ものづくり・デザインコンペティション－ 

主催 公益社団法人自動車技術会 

大会開催期間 2019 年 8 月 27 日（火）～31 日（土） 

当社ブース出展日

（予定） 
2019 年 8 月 30 日（金）～31 日（土） 

会場 静岡県小笠山総合運動公園スタジアム（通称：エコパスタジアム） 

出場予定 国内外 97 チーム ※3 月 4 日時点 

（ICV（ガソリン）クラス 70 チーム、EV（電気）クラス 27 チーム） 

大会公式サイト http://www.jsae.or.jp/formula/jp/ 

今後も「常にお客様に最適なカーライフを提案し、豊かで健全な車社会の創造を使命とする」という当グループの経

営理念に基づき、新たなライフスタイルを提供してまいります。 

以上 

 

 

 

【お客様からのお問い合わせ】 
オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771 

受付時間：平日 9:00～12:00 13:00～17:30 

【報道関係者からのお問い合わせ】 
株式会社 オートバックスセブン IR・広報部 鈴木（すずき）、前川（まえかわ）、垣内（かきうち） 

〒135-8717 東京都江東区豊洲 5-6-52 NBF 豊洲キャナルフロント 
TEL. 03-6219-8787 FAX. 03-6219-8762 

なお、上記の画像等につきましては、弊社ホームページ［ニュース］よりダウンロードできます。 URL：https://www.autobacs.co.jp/ 

【SUPER GT見学の様子】 【昨年の当社の出展ブース】 

この件に関するお問い合わせ先 

http://www.jsae.or.jp/formula/jp/
https://www.autobacs.co.jp/
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【参考資料】 

以下、今年度支援する12 チームの詳細です。 

 

茨城大学 

ICV（ガソリンエンジン）クラス カーナンバー：13 

昨年の第16 回大会では総合16 位でした。 

今年度は新入生を含めて計15 名で臨みます。 

チームWEBサイト：http://www.iur-family.com/ 

Twitterアカウント：@I_U_Racing 

 

 

東京農工大学 

ICV（ガソリンエンジン）クラス カーナンバー：14 

昨年の第16 回大会では総合17 位でした。 

今年度は新入生を含めて計28 名で臨みます。 

チームWEBサイト：http://web.tuat.ac.jp/~fsae/ 

Twitterアカウント：@tuatformula 

 

 

東京都市大学 

ICV（ガソリンエンジン）クラス カーナンバー：15 

昨年の第16 回大会では総合18 位でした。 

今年度は新入生を含めて計25 名で臨みます。 

チームWEBサイト：

https://www.mitech-racing.com/ 

Twitterアカウント：@MiTechRacing 

 

 

http://www.iur-family.com/
https://twitter.com/i_u_racing
http://web.tuat.ac.jp/~fsae/
https://twitter.com/tuatformula
https://www.mitech-racing.com/
https://twitter.com/MiTechRacing
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成蹊大学 

EV（電気自動車）クラス カーナンバー：E25 

2017 年にシステムデザイン学科卒業研究の一環とし

ての活動が終了し、同年 10 月に 1 年生がメインとな

ってEV チームを立ち上げました。昨年１年間は準備期

間とし、今年度大会からは新体制で参戦します。 

新入生を含めて計27 名で臨みます。 

チームWEBサイト：

https://seikeiformula.wixsite.com/seikeievracing 

Twitterアカウント：@seikei_formula 
 

 

福井大学 

ICV（ガソリンエンジン）クラス カーナンバー：11 

昨年の第16 回大会では総合14 位でした。 

今年度は新入生を含めて計30 名で臨みます。 

チームWEBサイト：https://fukui-frc.jimdo.com/ 

Twitterアカウント：@frcfukui 

 

 

山梨大学 

ICV（ガソリンエンジン）クラス カーナンバー：29 

昨年の第16 回大会では総合36 位でした。 

今年度は新入生を含めて計25 名で臨みます。 

チームWEBサイト：

https://yamanashi-formula.wixsite.com/yfrjsae 

Twitterアカウント：@YFRjsae 

 

 

 

 

https://seikeiformula.wixsite.com/seikeievracing
https://twitter.com/seikei_formula
https://fukui-frc.jimdo.com/
https://twitter.com/frcfukui
https://yamanashi-formula.wixsite.com/yfrjsae
https://twitter.com/YFRjsae
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東海大学 

ICV（ガソリンエンジン）クラス カーナンバー：6 

昨年の第16 回大会では総合8 位でした。 

今年度は新入生を含めて計72 名で臨みます。 

チームWEBサイト：

http://formula.shn.u-tokai.ac.jp/ 

facebook アカウント：@tokai.formula.club 

 

 

豊橋技術科学大学 

EV（電気自動車）クラス カーナンバー：E03 

昨年の第16 回大会では総合25 位、EV クラス 3 位で

した。 

今年度は新入生を含めて計47 名で臨みます。 

チームWEBサイト：http://tut-f.com/ 

Twitterアカウント：@tut_formula 

 

 

京都工芸繊維大学 

ICV（ガソリンエンジン）クラス カーナンバー：2 

昨年の第16 回大会では総合2 位でした。 

今年度は新入生を含めて計56 名で臨みます。 

チームWEBサイト：http://www.grandelfino.net/ 

Twitterアカウント：@grandelfino_kit 

 

 

 

 

http://formula.shn.u-tokai.ac.jp/
https://www.facebook.com/tokai.formula.club/
http://tut-f.com/
https://twitter.com/tut_formula
http://www.grandelfino.net/
https://twitter.com/grandelfino_kit
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大阪大学 

ICV（ガソリンエンジン）クラス カーナンバー：1 

昨年の第16 回大会では総合優勝でした。 

今年度は新入生を含めて計27 名で臨みます。 

チームWEBサイト：http://ofrac.net/ 

Twitterアカウント：@ofrac_FSAE 

 

 

神戸大学 

ICV（ガソリンエンジン）クラス カーナンバー：8 

昨年の第16 回大会では総合11 位でした。 

今年度は新入生を含めて計29 名で臨みます。 

チームWEBサイト：

http://formula-kobe.com/FORTEK/home.html 

Twitterアカウント：@FORTEK_10 

 

 

九州工業大学 

ICV（ガソリンエンジン）クラス カーナンバー：31 

昨年の第16 回大会では総合38 位でした。 

今年度は新入生を含めて計43 名で臨みます。 

チームWEBサイト：http://kitformula.watson.jp/ 

Twitterアカウント：@kitformula 

 

 

http://ofrac.net/
https://twitter.com/ofrac_fsae
http://formula-kobe.com/FORTEK/home.html
https://twitter.com/FORTEK_10
http://kitformula.watson.jp/
https://twitter.com/kitformula

