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ご支援・ご指導 ありがとうございました 
 

私たち大阪産業大学学生フォーミュラ参戦プロジェクトも、発足から 7 年目を迎えることが

出来ました。これは皆様方のご支援の賜物であり、無事 7 度目の大会を乗り切ることが出来ま

した。協賛していただいておりますスポンサーの皆様やご指導いただきました大学の先生方、自

動車技術会の方々ならびにご支援いただいた先輩方々に厚く御礼申し上げます。 

 

 第 11 回全日本学生フォーミュラ大会は、9 月 3 日から 7 日の 5 日間に渡って、前大会と同様

に静岡県の小笠山総合運動公園（エコパ）にて行われました。日本国内だけでなくアジア各国か

らの参戦も含め参加チームは 75 校となりました。私たちは全種目完走のみにとどまらず、表彰

台に登ることを目指し大会に挑みました。チームメンバーの思いとしましては、昨年度大会のリ

タイヤの無念を晴らすべく例年とは違った特別な想いを抱きながら大会に臨んできました。 

 今年に入ってからは、テスト走行を 9 回行い、マシンのセッティングやドライバー習熟 

大会を想定した動きに時間を費やしました。特にセッティングにおいては、ダンパーを一新 

したため、毎回セッティングに苦労しましたがメカニックの大きな特訓になりました。 

また、例年エンデュランス時のオーバーヒートに悩まされましたが、ラジエータの設計を 

変更し、大会本番を想定した走行により熱対策を行って参りました。 

ドライバーに関しては、二回生メンバーが二人増え、カート練習から始まりスキッドパッド・ 

アクセラレーションと練習を重ねて参りました。 

 そして迎えた大会当日、当チームは二日目に技術車検を受け一日目は車検対策に時間を割きま

した。その甲斐もあり、車検は一発合格で通過できました。走行競技においては、スキッド 

パッド・アクセラレーションとトラブルなく順調に進み、オートクロスに関しては、一人目の 

ドライバーが二回目のタイムアタックに差し掛かったときにエンジンがかからなくなるトラブ

ルが発生しましたが、すぐに問題解決を行い、二人目のドライバーへと交代できました。 

エンデュランスにおいては、出走前に何度も車両チェックを行い走行に臨みました。 

そしてチームメンバーが見守る中、何とか完走を果たすことができ、メンバー一同歓喜に 

包まれました。 

 無事に完走することができたのも、大阪産業大学を始め、日々ご支援・ご協力して下さる 

スポンサー様、教職員様のおかげです。本当にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。 

今回の結果に満足せず、来年に向けてチームメンバー一同頑張っていく次第でございます。 

今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

大阪産業大学 

学生フォーミュラ 

 参戦プロジェクト 一同 
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2013 年度 大会成績 

1 結果 

17 位（参加校 75 校） 

 

得 

点 

競技 種目 
昨年度

（Pt) 
  今年度（Pt) 

静的 

コスト 21.67 ⇒ -100/100 

デザイン 58 ⇒ 72/150 

プレゼン 21.5 ⇒ 37.5/75 

動的 

アクセラレーション 53.18 ⇒ 59.11/75 

スキッドパッド 42.98 ⇒ 35.1/50 

オートクロス 134.96 ⇒ 133.05/150 

エンデュランス 9 ⇒ 267.85/300 

燃費 0 ⇒ 38.34/100 

総合 351.37 ⇒ 542.95/1000 

      

順 

位 

競技 種目 
昨年度

（位） 
  今年度（位） 

静的 

コスト 52 ⇒ 68 

デザイン 42 ⇒ 29 

プレゼン 43 ⇒ 32 

動的 

アクセラレーション 7 ⇒ 11 

スキッドパッド 5 ⇒ 5 

オートクロス 2 ⇒ 5 

エンデュランス 39 ⇒ 4 

燃費 39 ⇒ 23 
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2 代表メンバーの感想 

 

チームリーダー兼ドライバー 三回生 松本 拓也 

今年度の大会での私の役割はデザイン審査対応とオートクロス、エンデュランスのドラ

イバーでした。設計ではカウルを担当しており、大会中も自分たちがつくったカウルが注

目される事が多く、苦労が報われた瞬間でもありました。エンデュランスでは 4 位と、表

彰台まであと 4 秒というおしい結果となりましたが、完走できて大変嬉しかったです。来

年度は絶対に１位になれるよう、頑張っていきたいと思います。 

 

ピットリーダー 二回生 堀口 大樹 

今大会はピットリーダーという役割を担当させて頂きましたが、自分の実力不足から、 

チームのメンバーに迷惑をかけてしまうことが多々ありました。次に自分がどう行動する

べきかがわからず、先輩に助けて頂いてばかりでした。しかし、これは一般の学生には出

来ない経験だったと思います。今大会で実感した自分の欠点をなくせるよう、今後努力し

たいと思います。最後になりますが、このような貴重な経験を積ませて頂き、本当にあり

がとうございました。 

 

メカニックリーダー 二回生 並木 侑汰 

今回はメカニックリーダーとして大会に参加させていただき、責任のある仕事をさせて

頂きました。どれだけ車両を万全な状態に持っていけるか、不具合なく走りきることがで

きるか、ドライバーに信頼してもらえるか等いろんなことを考えていました。 

結果としては走りきることができたのですが、走り終えた車両にはたくさんのトラブルが

発生していました。大会での過酷な走行条件で起きるトラブルに来年の車両は対応できる

ように、そしてどんな状況下でもしっかりと走りきるものを製作したいです。 

また、今回初めてリーダーという立場になったのですが、メンバーとの共同作業にあたり

意思疎通が不十分であり、ピット全体に今何をしていてどのくらいの作業時間がかかるの

か等の情報を共有することがおろそかになっていたこともあり、リーダーとしての立ち回

りを考えさせられました。来年度への課題がたくさん見つかったのでそれをひとつひとつ

考え、解決していこうと思います。 
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3.各審査競技の考察 

【静的審査】 

■コスト審査 

100 点満点中 70 点を獲得することを目標に掲げ、今年の三月より三回生と一回生で 

コストレポート製作に着手しました。新規部品の図面、FCA を揃える作業から始まりまし

たが、四月に入りシェークダウン、テスト走行等で作業が進まずメンバーの立て直しを 

行いました。その後、コストレポートよりもデザインレポートに注視し、コストレポート

の目標を見やすさ重視に変更しました。その結果、裏付け資料と主要部品の三面図がなく 

書類審査で不合格となり、マイナス 100 点の結果となりました。 

今後の課題は、早期のレポート制作及び責任者の設置です。 

 

■デザイン審査 

 二回生メンバーが主に中心となって動き、150点満点中100点を取ることを目標に掲げ、

最初は他大学のレポート及びパネル調査を行い、高得点チームはどのような書き方を行っ

ているのか統計を取りました。そして、PDCA サイクルを考えながらのレポート製作を心が

けました。デザインパネルは、審査員に見やすいパネル作りを心がけ、各担当者が発表部

分を詳しく勉強しました。大会当日は審査員と設計者の質疑応答形式になりました。 

審査員からの思いもよらぬ質問が幾つかあり、質問に窮する場面がありましたが、上級生

からの手助けもあり何とか答えることができました。 

講評と今後の課題として、・車両全体のコンセプト設計は間違っていない・個人の理解度

を上げること・設計後の検証、評価を増やすこと・目標数値の明確化（なぜそうするか） 

以上が挙げられました。 

 

■プレゼンテーション審査 

 今大会では、50 歳～60 歳への中高年層へ販売することを目的にプレゼンテーションを 

行いました。まず、7 月後期に発表内容の概要を示したレポート提出があり、それに向け 

どのような方向性で進んでいくのかを担当者で話し合いました。その後、本大会での発表

に向けて、内容の具体化、スライド製作を行いました。一番苦労した点は、収支計画です。 

やはり、実際に販売することを想定して発表を行うため、収支の計算等いい加減なものに 

なると審査員に納得頂けません。私達のメンバーは全員工学部の為、一からの勉強となり

ましたが、周りの方々からのサポートもあり完成することができました。 

審査員からの講評として、・発表態度はハキハキと元気があって良い・目標数値の明確化 

・発表内容に対する裏付け資料を増やす事 以上が挙げられました。 

今後の課題は、収支計画をもう少し具体化し、審査員に説得力を持たせることです。 
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【動的審査】 

■アクセラレーション競技 

ドライバーは、ファーストドライバー、セカンドドライバー共に二回生となりました。 

ベストタイムは、1 位の 4 秒 086 に対し 4 秒 413 で、11 位となりました。 

以下、ドライバーコメントです。 

「チーム内の走行練習ではミスが多発しましたが、本番の練習走行ではスムーズに 

走れる感じがしました。その結果自信を持って競技に臨めました。自分の中ではイメージ 

通りに走れ、タイムもまずまずだと思います。」             友金 輝 

「練習でもスムーズな走行ができ、自信を持って競技に臨みましたが、エンジンの不調を 

感じ、思う結果が出せませんでした。」                 大田 薫    

 

■スキッドパッド競技 

 ドライバーは、ファーストドライバーが二回生、セカンドドライバーが四回生となりま

した。四回生を選択した理由は、三年目の競技で慣れており結果を残したいという戦略が 

あったからです。ベストタイムは、1 位の 4 秒 858 に対し 5 秒 158 で、5 位となりました。 

以下、ドライバーコメントです。 

「出走前にトランスポンダー（計測器）の取付け位置を指摘され、気になって競技に集中 

できませんでした。また本大会で初めて取り付けたタイヤ前のフェンダー部分がパイロン

に当たらないか気にしすぎて、出口が分からなくなり、一本目は失敗しました。二本目は 

車幅の感覚が分かりましたが、一本目のミスを恐れ、確実にタイムを残すよう抑えて走行

した結果タイムは思うように伸びませんでした。」             友金 輝 

「競技終了まで１時間という土壇場での出走決定でしたが過去２年スキッドパッドのドラ

イバーを務めた経験から落ち着いて競技に臨みました。スキッドパッドは二本勝負なので 

一本目は慎重に走り、二本目で速いタイムを狙いました。僅かに昨年のベストタイムを上

回ることができませんでしたが、今年も昨年と同じ 5 位という結果を残すことができまし

た。最後の大会でドライバーとして全力を出すことができたので良かったと感じておりま

す。来年は更に旋回性能が高いマシンで表彰台に乗れるよう後輩達に頑張ってもらいたい

です。」                                大谷 武 

 

■オートクロス競技 

 ドライバーは、ファーストドライバー、セカンドドライバー共に三回生で、ベテラン勢

が揃いました。ベストタイムは、1 位の 58 秒 114 に対し 60 秒 341 で 5 位となりました。 

ファーストドライバーが 2 回目のタイムアタックに出走しようとした瞬間、エンジンがか

からなくなるトラブルが発生し一度チームピットへ車両を戻しましたが、何とかセカンド

ドライバーの出走に間に合いました。エンジントラブルの原因は、ファーストドライバー 
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1 回目のタイムアタック後にコーススタート地点での待機時間が長かったことから、 

暑さにより燃料ポンプから送られる燃料が気化したことによるヴェーパロック現象が考え

られます。 

以下、ドライバーコメントです。 

「トップタイムが 60 秒を切っていて、62 秒なおかつパイロンを倒さないことを目標に 

しました。事前のコースウォークでコース幅が広くなっていることを確認し、イメージ通

りに走行できるかオートクロスで確認しました。1LAP はとにかく形を残す形で取りくみま

した。シフトミス以外は十分に走行できたと思います。」       松本 拓也 

「トップタイムが、58 秒だったので、57 秒台をだすつもりで競技に臨みましたが、 

足回りのセッティングが思ったようにセットされておらず、ドライビングに苦労しました。」 

                                 横山 直輝 

 

■エンデュランス競技 

ドライバーはオートクロス出走メンバーとなり、各周安定したタイムを出してくれました。 

事前に予想されたエンジンオーバーヒートも無く、水温・油温ともに安定した値を示しま

した。また、出走前のメカニックによる入念な車両チェックのおかげもあり、無事に完走

を果たすことができました。 以下ドライバーコメントです。 

「タイヤプレッシャーや足回りのセッティングがベストな状態で、コースの理解度もあっ

たことから、オートクロスに比べ走行しやすかったです。走行中は、パイロンを倒さない

こと、水温維持を考え次に繋ぐこと、かつ全力で走行することを頭に入れて走りました。 

今後の課題として、ドライバーが車を気にせず全力で攻められる出来栄えにすることです。 

とにかく、完走できたことはこの上ない喜びで、本当に嬉しいです。」  松本 拓也 

「ドライバー交代後、最初の周は安定した走行ができましたが、周回数が重なるにつれて 

ブレーキが利きにくくなりました。また最後の周回では、ガス欠のような症状が起こり 

車が止まりそうになりましたが、何とか完走する事ができました。三年ぶりの完走となり

たいへん嬉しい気持ちで一杯です。」                 横山 直輝 

 

4 次年度に向けて 

 今大会に出場した 2013 年度チームは 10 月より、2014 年度チームへと変わり、 

現 2 回生が主体となって活動を始めます。チームリーダーも２回生となり、現３回生 

４回生はアドバイザーとして、後輩育成に努めます。 

今大会では、コストレポートマイナス 100 点とたいへん悔しい思いをしました。来年度は

動的種目ばかりでなく、静的審査にも重点を置いて競技に臨みます。 

現在チームにある課題を克服し、来年度へ向けてチーム一同頑張って参りますので、 

今後とも、何卒宜しくお願い申上げます。 

                           【文責】 浦山 寛大 
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5 連絡先 

学生フォーミュラ参戦プロジェクト 

2013 年度 渉外担当 大田 薫   

〒574-8530   大阪府大東市中垣内 3-1-1  

大阪産業大学 工学部 8 号館 8103 室 

TEL:090-7345-6152 

E-Mail:osugformula@yahoo.co.jp 

 

201 3 年度車両と協賛企業様一覧 


