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『第 2 回 SDGs ERK on ICE ～氷上電気カート競技会』開催結果 

 

日時：2021 年 9 月 23 日（木・祝）  

場所：新横浜スケートセンター  神奈川県横浜市港北区新横浜 2-11 

主催：一般社団法人 日本 EV クラブ   

後援：国土交通省 横浜市 

協賛：本田技研工業株式会社、横浜ゴム株式会社 

協力：株式会社プラゴ                      

テーマ：SDGs に対応した新しい氷上電気駆動スポーツの提案 

「Stop クルマ離れ」「Stop 気候変動」 

競技参加人数：ビギナークラス 20 名、エキスパートクラス 20 名、マスタークラス 8 チーム（16 名） 

参加人数：124 名 （一般入場者、プレス、招待者含む） 

 

 

イベント内容： 

「SDGs ERK on ICE」は、SDGs の目標に沿った新型のゼロエミッション・モータースポーツです。スケートリン

クというクリーンかつ全天候使用可能な環境で電気レーシングカート（ERK）を走らせることで、これまでにな

いレースの楽しさや、EV の魅力を体験することができます。EV の普及促進や CO2 削減、気候変動防止

を目的として開催しました。 

2 回目となる今回は、ソーシャルディスタンス確保のために人数を制限、参加（および観戦）希望者は事前

申し込み制を採用した本格的な氷上の ERK レースとしました。 

レースは 100 メートルの楕円のコースを、4 台の ERK（電気レーシングカート）が走り競技を行います。 

テクニックやレース経験に応じて、３つのクラスを設けました。カート未経験者や自信のない方対象のビギナ

ークラス、公式カートレース出場経験者またはカートコース走行経験者が対象のエキスパートクラス、そして

各種モータースポーツに出場経験があるか、相応の運転テクニックを持つドライバーと、そのドライバーが任

意で選ぶ相手との 2 名がチームになって参加するマスタークラスです。 

ビギナークラスとエキスパートクラスは、各クラスとも 20 人が参加しました。4 人で競うレースをそれぞれ 5 回

ずつ行い、1 レースごとに勝者を決定、両クラス合わせて 10 人の優勝者が誕生しました。 

ビギナークラスは先導車がコースアウト後グリッドに着き、一斉にスタートを切り、残りの 1 周で順位を競いま

す。エキスパートクラスは、1 周目は先導車について走行し、2 周目は 2 台ずつ 2 列に並んでローリングし、

3 周目から全車で競争を始め、5 周目のゴールで順位を決めます。 

マスタークラスは、8 チーム（16 人）がトーナメント方式で競いました。 

競技はツインパシュート（追い抜き戦）で、楕円コースの両サイドに設けたスタートラインから、それぞれ 1 チ

ーム 2 台の ERK が同時にスタート、2 周目にチーム内でトップを交代し、3 周して先に 2 台がゴールしたチ

ームが勝者となります。トーナメント戦を勝ち抜いたチームの優勝と準優勝を表彰します。 

ビギナークラス、エキスパートクラス、マスタークラスの参加者たちは、ほぼ全員が初めてという氷上電気レー

シングカートを大いに楽しみつつ、エキサイティングなレースを繰り広げました。観客は、車体を滑らせながら

コーナーを回るレーシングカートの迫力に驚き、接戦のレース展開に大きな拍手を送っていました。 
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レースレポート：レースはエキスパート、ビギナー、マスタークラスの順番で行いました。 

エキスポートクラスはカートレース出場経験者が多いせいか、どのレースも接戦で観客を楽しませていました。

５レース行ったのち、各レースの 5 人の優勝者を表彰しました。 

ビギナーコースの参加者たちはカート初心者らしく慎重な様子で運転していましたが、ラスト 1 周はスピード

を上げて果敢にレースに臨んでいました。エキスパートクラスと同様、レース後に 5 人の優勝者を表彰しまし

た。その中には、氷上の ERK レースが面白そうだという理由で参加を申し込んだタレントのパンツェッタ・ジロ

ーラモさんの姿もあり、「楽しかった、もっと走りたかった」と笑顔でインタビューに答えていました。 

また、ビギナークラス、エキスパートクラスともに、それぞれ 1 名ずつの女性ドライバーが優勝し、注目を集め

ていました。優勝こそできませんでしたが、エキスパートクラスには 73 歳の参加者もいるなど、「SDGs ERK 

on ICE」は性別や年齢を問わず、多くの人に楽しんでもらえるレースだと感じました。 

マスタークラスの走行順はくじ引きによるものでしたが、1 回戦の 4 レースすべてが一般チーム対応募したメ

ディアチームの対決となりました。勝ち上がったのは一般参加の３チーム（『アルボル アルデア』、『ブースカ隊

長』、『KRF レーシング』）と、メディアは昨年優勝の『driver』（ジャーナリスト/斎藤聡、編集部/青山朋弘）

チームだけとなりました。 

ビギナーやエキスパートクラスのレースと異なり、ツインパシュート戦のマスタークラスでは途中でトップを交代

しなくてはならず、テクニックと作戦が競われ、思いがけないレース展開が会場を盛り上げました。続く 2 回

戦（準決勝）を制したのは、『アルボル アルデア』と『KRF レーシング』で、『driver』チームは姿を消しました。

決勝戦は『KRF レーシング』チームが、『アルボル アルデア』チームを押さえ、見事優勝を果たしました。 

 

リザルト（結果）： 

ビギナークラス優勝：佐伯拓也、原 恭輔、増田典恵、竹内靖典、パンツェッタ・ジローラモ 

エキスパートクラス優勝：EV Life Japan（塚野正明）、柴田知輝、斎藤真司、村松理恵、谷田部雄大 

マスタークラス優勝：KRF レーシング（川瀬明洋／行田広光） 

 

応募状況ほか：ビギナークラス 20 名、エキスパートクラス 20 名、マスタークラス 8 チーム（1 チーム 2 名）を

募集したところ、ビギナークラスとエキスパートクラスに関しては募集開始から数日で定員に達し、最終的に

は両クラスあわせて 110 人の応募がありました。レース性の強いマスタークラスも合計 8 チームの応募があ

り、「SDGs ERK on ICE」への人々が寄せる期待と今後の広がりを感じました。 

 

※SDGs の 17 の目標のうち「7：エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」と「13：気候変動に具体的な対策

を」に対応しています。 

 

アンケート結果 

競技参加者と見学者にそれぞれアンケートを実施しました。 

競技参加者（回答 20 名）の参加理由は、「面白そうだったから」が 90%、「どんなものか興味があったから」

が 65%と本イベントへの興味関心の高さが伺えました。競技については「楽しかった」が 90％、「もっと走りた

かった」が 90％、また参加したいかという問いには、95％が参加したいと回答、参加した結果も好評でした。 

見学者（回答 8 名）では、「イベントは楽しかったか」の問いに対し「楽しかった」「すごく楽しかった」合わせて

100%でした。また「電気カートに乗ってみたいか」では、「乗ってみたい」が 100%と、見学者からも好評を得る

ことができました。 
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取材・露出媒体一覧 

《告知》 

ヨコハマ経済新聞（8/11） 

新横浜スケートセンターの氷上で電気レーシングカートの競技会 

https://www.hamakei.com/photoflash/6639/ 

 

EVsmartBlog（8/22） 

ビギナー歓迎！「電気レーシングカート氷上競技会」参加者＆見学者募集 

https://blog.evsmart.net/ev-news/events/2021-sdgs-erk-on-ice/ 

 

response（8/23） 

電気カートで氷上レース、第 2 回「SDGs ERK on ICE」を開催 9 月 23 日 

https://response.jp/article/2021/08/23/348821.html 

 

PRETIMES（8/26） 

騒音も排ガスも CO2 も出さない SDGs 対応の新型モータースポーツ 第 2 回 SDGs 氷上電気カート競

技会「SDGs ERK on ICE」開催決定 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000060444.html 

 

ReseMom（8/26） 

電気カートで氷上レース「SDGs ERK on ICE」9/23 

https://resemom.jp/article/2021/08/26/63309.html 

 

日刊自動車新聞（8/26） 

日本 EV クラブ、氷上最速を電気カートで競う SDGs にマッチしたレースを来月開催 

https://www.netdenjd.com/articles/-/254619 

 

ASCII 倶楽部（8/27） 

スケートリンクの上を電動カートで走ろう！ 新型モータースポーツ競技会「SDGs ERK on ICE」9 月 23 日

に開催決定 

https://ascii.jp/elem/000/004/067/4067409/ 

 

スゴイメディア（8/27） 

GO！GO！カート♡第 2 回 SDGs 氷上電気カート競技会「SDGs ERK on ICE」開催だって 

https://sugoi.tokyo/pr-2100086 

 

ソトコト NEWS(9/3） 

騒音も排ガスも CO2 も出さない SDGs 対応の新型モータースポーツ 第 2 回 SDGs 氷上電気カート競

技会「SDGs ERK on ICE」開催決定 

https://sotokotonews.com/最新イベント・セミナー情報/536 



 
Japan Electric Vehicle Club 

 

 5 

 

YAHOO！ JAPAN ニュース（9/8） 

氷上で電気カートのレース 新横浜スケートセンターで都市型モータースポーツ 

https://news.yahoo.co.jp/articles/c64df3311c7659b78aad203039580c8531d03ab1 

 

PRTIMES プラゴ（9/15） 

2021 年 9 月 23（木・祝) 開催！第 2 回 SDGs 氷上電気カート競技会 「SDGs ERK on ICE」 出場

チーム決定！ 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000060444.html 

 

BIGLOBE ニュース(9/15） 

2021 年 9 月 23（木・祝) 開催！第 2 回 SDGs 氷上電気カート競技会 「SDGs ERK on ICE」 出場

チーム決定！ 

https://news.biglobe.ne.jp/economy/0915/prt_210915_6147251916.html 

 

新横浜新聞（9/16） 

今年も新横浜で 9/23（祝）に「氷上レース」、電気カートが競う大会 

https://shin-yoko.net/2021/09/16/skate_center2021-2/ 

 

AUTO MESSE WEB (9/18） 

電気レーシングカートでスケート場を走行！ 第 2 回 SDG 氷上電気カート競技会「SDGs ERK on ICE」

開催 

https://www.automesseweb.jp/2021/09/18/766681 

 

YAHOO！ JAPAN ニュース（9/18） 

電気レーシングカートでスケート場を走行！ 第 2 回 SDG 氷上電気カート競技会「SDGs ERK on ICE」

開催 

https://news.yahoo.co.jp/articles/e3ed517c21ab35c5126c64cbb696c22aa0cabf50 

 

 

 

《レポート》 

朝日新聞神奈川版（9/24 紙面）/デジタル版（9/24） 

横浜のスケート場で EV カーレース 氷上の熱戦 

https://digital.asahi.com/articles/ASP9R73BPP9RULOB001.html 

 

goo ニュース（9/24） 

横浜のスケート場で EV カーレース 氷上の熱戦 

https://news.goo.ne.jp/article/asahi_region/region/asahi_region-ASP9R73BPP9RULOB001.html 
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Car Watch（9/24) 

編集後記 塩谷公邦 

https://car.watch.impress.co.jp/docs/common/kouki/1353476.html 

 

Car Watch（9/30) 

電動レーシングカートで氷上を爆走する「第 2 回 ERK on ICE」 

https://car.watch.impress.co.jp/docs/column/marumo/1354109.html#02_l.jpg 

 

YAHOO！ JAPAN ニュース（9/30） 

【まるも亜希子の「寄り道日和」】電動レーシングカートで氷上を爆走する「第 2 回 ERK on ICE」 

https://news.yahoo.co.jp/articles/3bd879a4cc22b3556551c245e474f8b613136323 

 

グーネットマガジン（10/1） 

ゼロエミッションで騒音もない新時代のモータースポーツを体験 

https://www.goo-net.com/magazine/newmodel/car-technology/53315/ 

 

くるくら（10/1） 

再びスケートリンクで EV カート。2 回目は一般参加で盛り上がった「SDGs ERK on ICE」を紹介 

https://kurukura.jp/car/20210929-80.html 

 

YAHOO！JAPAN ニュース（10/4） 

スケートリンクでドリフトできる！ 一般参加のレースも開催 

https://news.yahoo.co.jp/articles/38e7b5cbd051283e56701e6cfc1cac957f1e053e 

 

Auto Messe Web （10/18 ) 

 女の子でも楽しめて、地球にも優しい「エコ競技」！ 氷上の熱き電動カートバトルを制したのは？

【SDGs ERK on ICE 2021】 

 https://www.automesseweb.jp/2021/10/18/786820/0 

  

ジローラモのジローちゃんねる 

氷のカーレースで壁激突!! 大人の休日遊びを体験!!（10/15） 

https://www.youtube.com/watch?v=6BIqb8UL5p4&t=100s 

 

 

＊このイベントは、スポーツ振興くじ助成金を受けて開催されました。スポーツ振興くじ助成金は、会場費、

印刷製本費、会場設営費、看板製作費、ウエブ製作費、諸謝金等に使用しました。 

 

以上 
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