Report

エコマラソン長野２０２２
エコマラソン長野 2022（以下、本競技会）は、クリ

●タイムスケジュール

ーンピア千曲(長野市赤沼/小布施橋西)を会場とし

開催日：2022 年 9 月 17 日(土)～18 日(日)

て、これまで最多となる 34 チームの参加で開催され

7:00 受付開始
7:00～8:00 車検＆コースウォーク
8:00 開会式 (代表者のミーティング)
8:30～11:15 第１回燃費・電費計測会
11:30～12:45 BoxKart 試走会
13:30～16:00 第２回燃費・電費計測会
16:30～16:45 閉会式(２日目のみ)

ました。
この競技会は、自作の車体でコースを 10 周（合計
6327m）走行し、その時に消費した燃料（ハイオクガ
ソリン）から燃費（ガソリン部門）、または消費した
電力から電費（ＥＶ部門）を計測する競技会です。
また、平均約 13 ㎞/h（10 周を 30 分）以上のペース
で走行する規定を設けていますが、安全走行を最優先
し、譲り合って互いの技術向上をめざしています。
今回は台風の接近から風の強い時間帯があり、テン
トの撤収や安全走行の徹底などを呼びかける時間帯
もありましたが、おおむね天候にも恵まれ、良好なコ

■参加状況
今回は、ガソリン部門 19 チーム、ＥＶ部門 15 チ
ームの合計 34 チームのエントリー（出走 32 台）が
ありました。また、今回は動力を用いない BoxKart
（ボックスカート）の試走会を行い、モノづくりの
楽しさや車づくりの原点を体験しました。
■開催状況

ンデイションでした。
前回 2019 年開催の直後、令和元年東日本台風が県
内各地に洪水災害をもたらし、会場となった本施設も
被災してしまいました。今回、復旧工事が完了したこ
とから、関係者のご理解とご協力により３年ぶりに開
催することができました。あらためまして、長野県千
曲川流域下水道事務所および工事担当の建設会社、メ
ンテナンスや警備のご担当には格段のご協力をいた

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、競
技に参加するチームの「ピットエリア」と見学者・
送迎者等の「見学エリア」を分けて参加者の分散を
図るとともに、それぞれで健康チェック・検温の後、
会場内のマスク着用、手指消毒を徹底しました。
また、本競技会を支援する企業からは、各社の卓
越した技術によって制作されたオリジナルトロフィ
ー等の贈呈がありました。参加された大勢の皆様、

だきましたことに感謝いたします。

運営サポーターの協力に感謝します。
燃費最優秀賞マシン

1466.744km/ℓ
ガソリンエコカー部門

■来場者数（２日間）
見学エリア
ピットエリア

260 人
163 人

927.500km/kWh

合計

423 人

ＥＶエコカー部門

182.176km/ℓ
ガソリン二輪車部門

708.652km/kWh
ＥＶ二輪車部門

(参加者登録確認数)

https://eco-run.net/

エコマラソン長野実行委員会
事務局 特定非営利活動法人ＣＯ２バンク推進機構
〒381-2217 長野県長野市稲里町中央三丁目 33 番 23 号 電話 026-285-7670 FAX 026-254-6155
Ｅメール co2bank@nifty.com
ＵＲＬ https://eco-run.net/
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Entry teams

チーム紹介（１）

福井工業高等専門学校
福井高専 エコラン研究会

名城大学エコノパワークラブ
名城大学 SPICA

名城大学エコノパワークラブ
名城大学軻遇突智

下諏訪町立下諏訪社中学校
社 works

下諏訪町立下諏訪社中学校
コンドルは飛んでいく

篠ノ井西中学校 テクノアート部（技術）
篠ノ井西中学校 Evolution

篠ノ井西中学校 テクノアート部（技術）
篠ノ井西中学校 Curiosity

篠ノ井西中学校 テクノアート部（技術）
篠ノ井西中学校 Creation ▽

篠ノ井西中学校 テクノアート部（技術）
篠ノ井西中学校 Challenger

Non-Attendance

長野工業高等学校 環境システム班
長野工業高校 S.P.Evolution Ver.GANMA

z

工学院大学附属中学校
工学院大学附属中学校自動車部 B

長野工業高等学校 環境システム班
長野工業高校 S.P. Evolution Ver.S

工学院大学附属中学校
工学院大学附属中学校自動車部 A

長野工業高等専門学校
長野高専 Cygnus

長野工業高等専門学校
長野高専 Helmes

Non-Attendance

松本市立筑摩野中学校
筑中科学技術部エネワン班

松本市立筑摩野中学校
筑中ＩＪＴ
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松本市立筑摩野中学校
筑中ＣＢＴ

Entry teams

チーム紹介（２）

しなの MotorMans

長野高校応用物理班

長野市立北部中学校
北部中学校技術部

長野県上田千曲高等学校
長野県上田千曲高校チーム宮原

長野県上田千曲高等学校
長野県上田千曲高校機械班 A

長野県上田千曲高等学校
長野県上田千曲高校機械班 B

長野県工科短期大学校
長野県工科短大 A

長野県工科短期大学校
長野県工科短大 B

長野県工科短期大学校
長野県工科短大 C

長野県工科短期大学校
長野県工科短大 D

長野県工科短期大学校
長野県工科短大 E

長野県工科短期大学校
長野県工科短大 K

長野県工科短期大学校
長野県工科短大 Q

長野県工科短期大学校
長野県工科短大 M

EM 長野 TeamRising

EM 長野 Terra
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Records

記録（１）
規定周回数を１回以上満足し、公式
記録をマークしたチームのみ記載
長野工業高等専門学校
長野高専 Cygnus

名城大学エコノパワークラブ
名城大学 SPICA

1466.744km/ℓ
下諏訪町立下諏訪社中学校
社 works

EM 長野 TeamRising

1178.129km/ℓ

829.868km/ℓ
篠ノ井西中学校 テクノアート部（技術）
篠ノ井西中学校 Creation ▽

長野県工科短期大学校
長野県工科短大 K

803.091km/ℓ

685.543km/ℓ

375.011km/ℓ

篠ノ井西中学校 テクノアート部（技術）
篠ノ井西中学校 Challenger

篠ノ井西中学校 テクノアート部（技術）
篠ノ井西中学校 Evolution

篠ノ井西中学校 テクノアート部（技術）
篠ノ井西中学校 Curiosity

334.347km/ℓ

315.749km/ℓ

185.280km/ℓ

工学院大学附属中学校
工学院大学附属中学校自動車部 B

松本市立筑摩野中学校
筑中ＣＢＴ

179.176km/ℓ

長野工業高等専門学校
長野高専 Helmes

94.839km/ℓ

長野県工科短期大学校
長野県工科短大 A

927.500km/kWh
長野工業高等学校 環境システム班
長野工業高校 S.P.Evolution Ver.GANMA

394.188km/kWh

福井工業高等専門学校
福井高専 エコラン研究会

708.652km/kWh
長野高校応用物理班

208.841km/kWh
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84.264km/ℓ

EM 長野 Terra

423.289km/kWh

Records

記録（２）
規定周回数を１回以上満足し、公式
記録をマークしたチームのみ記載
長野県工科短期大学校
長野県工科短大 M

しなの MotorMans

182.176km/ℓ

長野県工科短期大学校
長野県工科短大 B

166.852km/ℓ

長野県工科短期大学校
長野県工科短大 C

長野県工科短期大学校
長野県工科短大 D

656.979km/kWh

708.652km/kWh

長野県上田千曲高等学校
長野県上田千曲高校機械班 B

長野県工科短期大学校
長野県工科短大 E

長野県上田千曲高等学校
長野県上田千曲高校機械班 A

346.538km/kWh

379.940km/kWh
松本市立筑摩野中学校
筑中科学技術部エネワン班

553.246km/kWh

300.333km/kWh
下諏訪町立下諏訪社中学校
コンドルは飛んでいく

長野県上田千曲高等学校
長野県上田千曲高校チーム宮原

238.000km/kWh

250.278km/kWh

208.152km/kWh

試走会
BoxKart 部門

エコランカー部門

長野県工科短大デモカー

長野高専 Cygnus

下諏訪社中学校社 works

スタート地点→

245.0m

440.0m
北部中学校技術部

長野高専 Helmes

125.0m
115.0m

364.0m

BoxKart（ボックスカート）は、エンジンやモーターといった動力を使わず、車体のみ傾斜を利用してどこまで走れる
かを計測する記録会です。本競技会では、今後の継続開催を検討するための「試走会」として実施しました。
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Awards

表 彰
エコマラソン長野 2022 に協賛してくださ
った企業から各賞が贈呈されました。
各社が独自の技術力とアイデアを発揮さ
れ、企画・デザイン、製作されたものです。

ガソリンエコカー部門 優勝
受賞チーム
長野高専 Cygnus
ゼッケン：１４
優勝トロフィー
提供：仁科工業株式会社

ガソリン二輪車部門 優勝
受賞チーム
しなの MotorMans
ゼッケン：１９
優勝トロフィー
提供：有限会社中澤鋳造所

ガソリンエコカー部門
中学校最高燃費賞
受賞チーム
下諏訪社中学校 社 works
ゼッケン：４
特別賞 盾
提供：長野工科短期大学校
早川権教授
年々記録を更新し、今大会で 800km/ℓ
を超える燃費を記録されました。

受賞チーム
福井高専 エコラン研究会
ゼッケン：１
記念品：焚き火台
提供：伸商機工株式会社

ＥＶエコカー部門 優勝
受賞チーム
長野高専 Helmes
ゼッケン：１５
優勝トロフィー
提供：有限会社中澤鋳造所

ＥＶ二輪車部門 優勝
受賞チーム
長野県工科短大Ｂ
ゼッケン：２６
優勝トロフィー
提供：有限会社中澤鋳造所

ガソリンエコカー部門
最優秀中学校チーム
受賞チーム
篠ノ井西中学校
ゼッケン：６,７,８,９
特別賞 カップ
提供：有限会社ナツバタ製作所

ＥＶ２輪部門
最優秀中学校チーム
受賞チーム
筑中科学技術部エネワン班
ゼッケン：１６
特別賞 カップ
提供：有限会社ナツバタ製作所

ガソリンエコラン 4 チームが完走し、6
位から 9 位を占めるなど安定感があり、
生徒の技術が高い学校として特別賞が
贈呈されました。

EV2 輪車部門にエントリーした中学校
チームの中で最高記録を残しました。

受賞チーム
名城大学エコノパワークラブ
ゼッケン：２,３
記念品：焚き火台
提供：伸商機工株式会社
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エコマラソン長野 2022 公式記録

Official Records

2022/09/17 土曜日-18 日曜日（曇～晴）
会場 クリーンピア千曲

（参考） 全国大会との比較
本競技会の 2 週間後（10 月 2 日）、もてぎサ
ーキットにおいて「Honda エコ マイレッジ チ
ャレンジ 2022 全国大会」が開催されました。
■グループⅢ（大学・短大・高専・専門学校）
の結果
１位：八戸高専
1495.234
３位：長野高専 Cignus 1150.503
本競技会会場のクリーンピア千曲は、サーキ
ットで開催される全国大会と同等以上の燃費記
録がマークできるポテンシャルを有しているこ
とがわかります。

（参考） 電費のイメージ
消費電力量を意味する「電費」ですが、次の
ようにイメージしてみてください。
●ドライヤー1000W(=1kW)を 3.6 秒使ったとし
ます。
それと同じ電力で、今回優勝したエコカーで
は 927.5m（約 1km）
、二輪車では 708.7m を
走ることのできる性能、となります。
・日産リーフの電費（カタログ値 155Wh/km）
は、6.45km/kWh です。
・2016 年のシェルエコマラソン(電気自動車部
門)で、ミュンヘン工科大学のチームがマーク
した 1232km/kWh がギネス世界記録に認定
されています。
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●これまでの成績
会場記号

History

エコマラソン長野
歴代公式記録

Ｍ：エムウェーブ

Ａ：アクアパル千曲

Ｃ：クリーンピア千曲

ガソリン（km/ℓ）

回

開催年

会場

チーム数

1

2007

Ａ

12

363.47

2

2008

Ｍ

22

515.11

3

2009

Ｍ

30

1029.89

4

2010

Ｍ

30

778.17

5

2011

Ｍ

24

662.72

6

2012

Ｍ，Ａ

21

284.30

エコカー部門

二輪車部門

Ｅ

Ｖ（km/kWh）

エコカー部門

二輪車部門

第１部(Ｍ)14 チーム，第２部(Ａ) 7 チーム
7

2013

Ａ

19

450.03

8

2014

Ａ

12

516.155

9

2015

Ａ

16

828.060

10

2016

Ｃ

17

1404.745

11

2017

Ｃ

16

485.092

12

2018

Ｃ

14

1517.666

13

2019

Ｃ

19

1275.660

390.556

14

2020

Ｍ

26

372.235

513.732

15

2021

Ｍ

29

1174.644

1053

181.920

337.731

405.278

（部門が正式に設けられた時からの記録）

●最新の成績
回

開催年

会場

チーム数

16

2022

Ｃ

34

エムウェーブ会場
2011

ガソリン（km/ℓ）
エコカー部門
1466.744

アクアパル千曲会場
2014

二輪車部門
182.176

Ｅ

Ｖ（km/kWh）

エコカー部門

二輪車部門

972.500

クリーンピア千曲会場
2019

これまでの活動記録やインフォメーションなどは、公式ホームページからご覧になることがで
きます。
https://eco-run.net/
２０２１年からは『ゼロカーボン長野プログラム』と連携して開催しています。
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708.652

