
2014ワンデイ・トラックレース ウインターシリーズ戦　第1戦 参加者一覧

№ 種別 競技者名 ｶﾅ 年齢 登録№ 所属 学校/勤務先/チーム名 200ｍFTT 500ｍＴＴ 1ｋｍＴＴ ＳＰ ＫＥ ＩＰ ＳＨ ＰＲ ＴＳ ＴＰ

1 小学生 高梨　颯樹 ﾀｶﾅｼ ｻﾂｷ 9 - 静岡 伊豆CSC ○ ○

2 小学生 森川　敦仁 ﾓﾘｶﾜ ｱﾂﾋﾄ 10 - 静岡 ミソノイレーシングチーム ○ ○

3 小学生 森川　義啓 ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 11 - 静岡 ミソノイレーシングチーム ○ ○

4 小学生 大橋　泰慧 ｵｵﾊｼ ﾀｲｴｲ 11 - 神奈川 横須賀市立鴨居小学校 ○ ○

5 中学生 矢田　寿々 ﾔﾀ ｽｽﾞ 12 - 静岡 伊豆CSC 〇 〇

6 中学生 藤田　まりあ ﾌｼﾞﾀ ﾏﾘｱ 14 1301930 埼玉 〇 〇

7 中学生 大橋　ちひろ ｵｵﾊｼ ﾁﾋﾛ 15 1402248 埼玉 〇 〇

8 中学生 高梨万里王 ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｵ 13 - 静岡 伊豆CSC ○ ○

9 中学生 小沼　良太郎 ｵﾇﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 13 1401998 埼玉 伊奈町立伊奈中 ○ ○

10 中学生 大橋　真慧 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾄ 13 - 神奈川 横須賀市立鴨居中学校 ○ ○

11 中学生 園田　凱斗 ｿﾉﾀﾞ ｶｲﾄ 15 1402178 埼玉 〇 〇

12 高校生 勝呂　真至 ｽｸﾞﾛ　ﾏｻｼ 15 1401063 静岡 伊豆総合高校 ○ ○

13 高校生 中　　秀平 ﾅｶ　ｼｭｳﾍｲ 16 1401061 静岡 伊豆総合高校 ○ ○

14 高校生 髙原　渓人 ﾀｶﾊﾗ　ｹｲﾄ 18 1200835 静岡 伊豆総合高校 ○ ○ ②

15 高校生 高井　岳人 ﾀｶｲ ｶﾞｸﾄ 15 1400187 埼玉 浦和工業高校 ○ ○ ②

16 高校生 渡辺　慶太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 16 1100641 埼玉 浦和工業高校 〇 15ｋｍ ① ①

17 高校生 関口　裕亮 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 16 1401669 埼玉 浦和工業高校 3ｋｍ ○ ② ①

18 高校生 中川　　涼 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 16 1301700 埼玉 浦和工業高校 3ｋｍ ○ ② ①

19 高校生 藤井　雅樹 ﾌｼﾞｲ ﾏｻｷ 16 1301701 埼玉 浦和工業高校 ○ ○ ①

20 高校生 川田　竜也 ｶﾜﾀﾞ ﾀﾂﾔ 17 1300971 埼玉 浦和工業高校 〇 15ｋｍ ① ①

21 高校生 大橋　皐慧 ｵｵﾊｼ ｺｳｴｲ 16 1400222 神奈川 津久井浜高校 ○ 〇

22 高校生 齋木　翔多 ｻｲｷ ｼｮｳﾀ 15 1401172 静岡 静岡北高校 〇 ○

23 高校生 滝　　　晟 ﾀｷ ｱｷﾗ 15 1401171 静岡 静岡北高校 〇 15ｋｍ

24 高校生 安部　　遼  ｱﾍﾞ  ﾘｮｳ 16 1401170 静岡 静岡北高校 ○ ○

25 高校生 松本　京太 マツモト キョウタ 16 1401169 静岡 静岡北高校 ○ ○

26 高校生 吉元　大生 ﾖｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 16 1401173 静岡 静岡北高校 ○ 15ｋｍ

27 高校生 鈴木　陸来 ｽｽﾞｷ ﾘｯｸ 18 1201185 静岡 浜松学院高校 ○ 15ｋｍ ②

28 高校生 山田　　諒 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 15 1300362 岐阜 岐阜第一高校 〇 3ｋｍ ③

29 高校生 亀谷　昌慈 ｶﾒﾔ ﾏｻﾖｼ 16 1400999 岐阜 岐阜第一高校 3ｋｍ 15ｋｍ ③

30 高校生 大屋　正聡 ｵｵﾔ ﾏｻﾄｼ 16 1400997 岐阜 岐阜第一高校 〇 3ｋｍ ③

31 高校生 菅原　悠斗 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 16 1400996 岐阜 岐阜第一高校 〇 〇 ③

32 高校生 山本　英弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋﾛ 17 1300827 岐阜 岐阜第一高校 〇 〇 ③

33 高校生 河藤　相真 ｶﾜﾄｳ ｿｳﾏ 16 1401495 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ④

34 高校生 森本　龍哉 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 16 1401500 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ④

35 高校生 手嶋　　豊 ﾃｼﾏ ﾕﾀｶ 16 1301193 鳥取 倉吉西高校 ○ 3ｋｍ ④

36 高校生 堀江　康孝 ﾎﾘｴ ﾔｽﾀｶ 17 1401493 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ④

37 高校生 山根　将大 ﾔﾏﾈ ｼｮｳﾀ 17 1301189 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ④

38 女子 細谷　夢菜 ﾎｿﾔ ﾕﾒﾅ 15 1101538 埼玉 浦和工業高校 ○ 2ｋｍ ○

39 女子 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ　ｶｴﾃﾞ 16 1301596 静岡 伊豆総合高校 ○ ○ 15ｋｍ

40 女子 當銘　沙恵美 ﾄﾒ ｻｴﾐ 16 1301101 静岡 浜松学院高校 ○ 2ｋｍ
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41 女子 鈴木　媛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾒｺ 16 1401128 静岡 浜松学院高校 ○ 2ｋｍ ○

42 女子 鈴木　奈央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 17 1200561 静岡 星陵高校 〇 ○ 15ｋｍ

43 女子 小沼　美由紀 ｵﾇﾏ ﾐﾕｷ 43 9700609 埼玉 Ready Go Japan ○ 2ｋｍ

44 成年Ｅ 樋口　峻明 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 19 1100580 神奈川 京都産業大学 ○ 40ｋｍ

45 成年Ｅ 鈴木　康平 ｽｽﾞｷｺｳﾍｲ 19 1001022 静岡 法政大学 ○ 40ｋｍ ②

46 成年Ｅ 畑　　頌聡 ﾊﾀ ﾂｸﾞﾄｼ 18 1101756 神奈川 慶應義塾大学 4ｋｍ 〇

47 成年Ｅ 池邉　　聖 ｲｹﾍﾞ ｾｲ 20 1301184 神奈川 慶應義塾大学 4ｋｍ 40ｋｍ

48 成年Ｅ 朝比奈佑一 ｱｻﾋﾅ ﾕｳｲﾁ 21 1201377 神奈川 慶應義塾大学 ○ 40ｋｍ

49 成年Ｅ 佐柄　勝弘 ｻｶﾞﾗｶﾂﾋﾛ 29 0601459 新潟 湘南ベルマーレクラブ ○ 4ｋｍ

50 成年Ｅ 清水　洋佑 ｼﾐｽﾞ　ﾖｳｽｹ 25 14002（静岡） 静岡 ﾐｿﾉｲﾚｰｼﾝｸﾞ ○ 40ｋｍ

51 成年Ｅ 國井　裕樹 ｸﾆｲ ﾕｳｷ 30 - 神奈川 伊豆CSC 〇

52 成年Ｅ 平塚　吉光 ﾋﾗﾂｶ ﾖｼﾐﾂ 26 9900243 静岡 愛三工業レーシング ○ 40ｋｍ

53 成年Ｅ 金井　慎次 ｶﾅｲ ｼﾝｼﾞ 34 9901604 静岡 静岡ガス 〇 40ｋｍ

54 成年Ｅ 北野　普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 26 0901542 東京 イナーメ信濃山形 4ｋｍ 40ｋｍ ③ ④

55 成年Ｅ 皿屋　　豊 ｻﾗﾔ ﾕﾀｶ 32 0900130 三重 イナーメ信濃山形 〇 〇 ③ ④

56 成年Ｍ ソールズベリー　ポール ｿｰﾙｽﾞﾍﾞﾘｰ ﾎﾟｰﾙ 40 1000725 東京 イナーメ信濃山形 〇 4ｋｍ ③ ④

57 成年Ｍ 武田　秀明 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 41 0100310 長野 イナーメ信濃山形 〇 〇 ③ ④

58 成年Ｍ 森　　俊文 ﾓﾘ ﾄｼﾌﾐ 36 0100251 愛知 ミズタニ自転車 〇 〇

59 成年Ｍ 高橋　匡司 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｼﾞ 37 1301185 静岡 伊豆CSC 3ｋｍ 〇

60 成年Ｍ 狩野　大吾 ｶﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 39 1200422 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ ○ ○

61 成年Ｍ 村　　純一 ﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 40 1201571 東京 チーム・Y ○ ○

62 成年Ｍ 森川　恭徳 ﾓﾘｶﾜ ﾔｽﾉﾘ 42 0900003 静岡 ミソノイレーシングチーム ○ ○

63 成年Ｍ 高梨　俊雄 ﾀｶﾅｼ ﾄｼｵ 43 0600027 静岡 伊豆CSC ○ ○

64 成年Ｍ 小池　直樹 ｺｲｹ ﾅｵｷ 45 0900008 静岡 SPADE ACE ○

65 成年Ｍ 高橋 伸成 タカハシ ノブシゲ 47 1200031 静岡 フィッツ ○ 40ｋｍ

66 成年Ｍ 山本　哲也 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 50 1300013 静岡 伊豆CSC 〇 〇 ②

67 成年Ｍ 瀧本　昌宏 ﾀｷﾓﾄ  ﾏｻﾋﾛ 52 1001418 静岡 DAYTONA ○ ○

68 成年Ｍ 髙橋　秀樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 60 9701430 静岡 FIETS 3ｋｍ 〇

69 成年Ｍ 尾崎　進久 ｵｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｻ 62 1400025 静岡 伊豆ＣＳＣ ○ ○


