
静岡ウインタートラックｉｎベロドロームシリーズ第1戦参加者一覧表 2013/11/30

№ 種別 競技者名 フリガナ 登録№ 登録 学校/勤務先・チーム名 200ｍFTT 500ｍＴＴ 1ｋｍ ＳＰ ＳＨ ＰＲ ＴＳ ＴＰ

1 小学生 高梨　颯樹 ﾀｶﾅｼ ｻﾂｷ 伊豆CSC 〇 〇

2 小学生 高梨千帆里 ﾀｶﾅｼ ﾁﾎﾘ 伊豆CSC 〇 〇

3 小学生 田島　可惟 ﾀｼﾞﾏ ｶｲ 伊豆CSC 〇 〇

4 小学生 高梨万里王 ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｵ 伊豆CSC 〇 〇

5 小学生 黒川祐次郎 ｸﾛｶﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ 伊豆CSC 〇 〇

6 中学生 渡辺　慶太 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹｲﾀ 1100641 埼玉 〇 〇

7 中学生 中川　　涼 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 1301700 埼玉 朝霞市立朝霞第五中学校 〇 ○

8 中学生 藤井　雅樹 ﾌｼﾞｲ ﾏｻｷ 1301701 埼玉 伊奈町立南中学校 ○ ○

9 女子 鈴木　奈央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 1200561 静岡 星陵高校 ○ ○

10 女子 中村　妃智 ﾅｶﾑﾗ ｷｻﾄ 0801246 千葉 日本体育大学 ○ ○

11 女子 柳本　愛奈 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｱｲﾅ 1001037 山梨 日本体育大学 ○ ○

12 女子 斎藤　　望 ｻｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 1001099 宮城 日本体育大学 ○ ○

13 女子 宮田　菜摘 ﾐﾔﾀ　ﾅﾂﾐ 0800153 岐阜 朝日大学 ｵｰﾌﾟﾝ 〇

14 男子（高校生） 樋口　峻明 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 1100580 神奈川 横浜高校 ○ ○ 神奈川県

15 男子（高校生） 石上　優大 ｲｼｶﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 1100358 神奈川 横浜高校 ○ ○

16 男子（高校生） 川島　綾太 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀ 1200183 神奈川 氷取沢高校 ○ ○

17 男子（高校生） 田野口翔一 ﾀﾉｸﾞﾁ ｼｮｳｲﾁ 1201001 神奈川 横浜高校 ○ ○

18 男子（高校生） 畑　　頌聡 ﾊﾀ ﾂｸﾞﾄｼ 1101756 神奈川 慶応義塾高校 ○ ○

19 男子（高校生） 川田　竜也 ｶﾜﾀﾞ ﾀﾂﾔ 1300971 埼玉 浦和工業高等学校 ○ 〇

20 男子（高校生） 木村隆之助 ｷﾑﾗ  ﾘｭｳﾉｽｹ 1300969 埼玉 浦和工業高等学校 ○ ○

21 男子（高校生） 長谷部　拓 ﾊｾﾍﾞ ﾀｸ 1200015 静岡 伊豆総合高校 ○ ○ 伊豆総合高

22 男子（高校生） 前川　航輝 ﾏｴｶﾜ ｺｳｷ 1200836 静岡 伊豆総合高校 ○ 伊豆総合高

23 男子（高校生） 箱田　達也 ﾊｺﾀﾞ ﾀﾂﾔ 1200834 静岡 伊豆総合高校 ○ 伊豆総合高

24 男子（高校生） 大石　剣士 ｵｵｲｼ ｹﾝｼ 1100766 静岡 伊豆総合高校 ○ ○

25 男子（成年） 三輪　晋也 ﾐﾜ ｼﾝﾔ 1301905 青森 Tung Chung Pro C.T香港 ｵｰﾌﾟﾝ 〇

26 男子（成年） 井上　人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 0500349 大阪 シエルボ奈良メリダサイクリングチーム ○ ○

27 男子（成年） 河内　一晟 ｺｳﾁ ｲｯｾｲ 0800871 広島 日本体育大学 ○ ○

28 男子（成年） 甲斐　将裕 ｶｲ ﾏｻﾋﾛ 1100725 神奈川 日本体育大学 ○ ○ 日体大A

29 男子（成年） 松本　耀介 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｽｹ 0800661 兵庫 日本体育大学 ○ ○

30 男子（成年） 山内　厚二 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｼﾞ 0801387 埼玉 日本体育大学 ○ ○ 日体大A

31 男子（成年） 大橋　　涼 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳ 0900934 埼玉 日本体育大学 ○ ○ 日体大B

32 男子（成年） 風間　涼帆 ｶｻﾞﾏ ﾘｮｳﾎ 1001173 福島 日本体育大学 ○ ○ 日体大B

33 男子（成年） 千田　順也 ﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 1000778 青森 日本体育大学 ○ ○

34 男子（成年） 辻　　晃平 ﾂｼﾞ ｺｳﾍｲ 1000514 京都 日本体育大学 ○ ○ 日体大B

35 男子（成年） 深沢　　拓 ﾌｶｻﾜ ﾀｸ 1001030 山梨 日本体育大学 ○ ○ 日体大A

36 男子（成年） 山川　　遼 ﾔﾏｶﾜ ﾘｮｳ 1000853 埼玉 日本体育大学 ○ ○

37 男子（成年） 佐々木眞也 ｻｻｷ ｼﾝﾔ 1000076 神奈川 日本大学 ○ 神奈川県

38 男子（成年） 曽我　隼秀 ｿｶﾞ ﾊﾔﾋﾃﾞ 0100126 神奈川 東海大学 ○ 神奈川県

39 男子（成年） 新村　　穣 ｼﾝﾑﾗ ﾐﾉﾘ 0901201 神奈川 法政大学 〇 ○ 神奈川県

40 男子（成年） 石山　理亮 ｲｼﾔﾏ ﾐﾁｱｷ 0901039 神奈川 東海大学 ○ ○

41 男子（成年） 小野　　武 ｵﾉ ﾀｹﾙ 0800673 神奈川 東海大学 ○ 神奈川県

42 男子（成年） 丸田　　直 ﾏﾙﾀ ﾅｵ 0301204 神奈川 三菱電機 ○ 神奈川県

43 男子（成年） 山崎　　潤 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 9702876 神奈川 横浜市役所 ○ ○ 神奈川県

44 男子（成年） 有山　誠昌 ｱﾘﾔﾏ　ﾀｶﾏｻ 1000761 埼玉 朝日大学 〇 〇 朝日大

45 男子（成年） 今西　亮太 ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳﾀ 1000604 奈良 朝日大学 ｵｰﾌﾟﾝ 〇 朝日大

46 男子（成年） 西川　　仁 ﾆｼｶﾜ ｼﾞﾝ 1000842 広島 朝日大学 ｵｰﾌﾟﾝ 〇 朝日大

47 男子（成年） 秋田　拓磨 ｱｷﾀ　ﾀｸﾏ 0900704 福島 朝日大学 〇 〇 朝日大

48 男子（成年） 谷口　武史 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｹｼ 0900520 広島 京都産業大学 〇

49 男子（成年） 戸祭　裕介 ﾄﾏﾂﾘ ﾕｳｽｹ 1200734 京都 京都産業大学 〇

50 男子（成年） 高橋 秀樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 9800102 東京 伊豆CSC ○ ○ 伊豆CSC

51 男子（成年） 鈴木　康平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 1001022 静岡 法政大学 ○ ○

52 男子（成年） 佐野　天啓 ｻﾉ ﾀｶﾋﾛ 9701406 山梨 SKY ROAD 〇 〇

53 男子（成年） 金井　慎次 ｶﾅｲ ｼﾝｼﾞ 9901604 静岡 静岡ガス 〇 〇

54 男子（成年） 高橋　信成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 1200031 静岡 フィッツ ○ ○

55 男子（成年） 髙橋　秀樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 9701430 静岡 フィッツ ○ ○

56 男子（成年） 太田　明宏 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾛ 1301850 静岡 Pinazou Test Team ○ ○

57 男子（成年） 狩野　大吾 ｶﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 1200422 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ ○ ○

58 男子（成年） 高橋　匡司 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｼﾞ 1301185 静岡 伊豆CSC 〇 〇 伊豆CSC

59 男子（成年） 高梨　俊雄 ﾀｶﾅｼ ﾄｼｵ 0600027 静岡 伊豆CSC 〇 〇 伊豆CSC

60 男子（成年） 中村　倹二 ﾅｶﾑﾗ　ｹﾝｼﾞ 0901455 静岡 伊豆CSC ○ ○ 伊豆CSC 伊豆CSC

61 男子（成年） 山本　哲也 ﾔﾏﾓﾄﾃﾂﾔ 1300013 静岡 伊豆CSC 〇 〇 伊豆CSC 伊豆CSC

62 男子（成年） 小林　基裕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾋﾛ 0900564 静岡 伊豆CSC ○ ○

63 男子（成年） 瀧本　昌宏 ﾀｷﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 1001418 静岡 デイトナ ○ ○

64 男子（成年） 石川　秋晴 ｲｼｶﾜ　ｱｷﾊﾙ 0000240 静岡 Velo Club Allez ○ ○

65 男子（成年） 尾崎　進久 ｵｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｻ 1300012 静岡 伊豆CSC 〇 〇


