
 2014ワンデイ・トラックレース　ウインターシリーズ第3戦　参加者一覧

№ 種別 競技者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録番号（下7桁） 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 大石　哲平 ｵｵｲｼ ﾃｯﾍﾟｲ 7 - 静岡 伊豆CSC ○ ○
2 小学生 大塚　　城 ｵｵﾂｶ ｼﾞｮｳ 9 - 静岡 伊豆CSC ○ ○
3 小学生 高梨　颯樹 ﾀｶﾅｼ ｻﾂｷ 9 - 静岡 伊豆CSC ○ ○
4 小学生 大橋　泰慧 ｵｵﾊｼ ﾀｲｴｲ 11 - 神奈川 鴨居小学校 ○ ○
5 中学生 野寺　　梓 ﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ 14 - 静岡 伊豆CSC ○ ｵｰﾌﾟﾝ

6 中学生 大橋　真慧 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾄ 13 - 神奈川 鴨居中学校 ○ ○
7 中学生 恒松綺里人 ﾂﾈﾏﾂ ｷﾘﾄ 13 - 静岡 伊豆CSC ○ ○
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 渡邉　統也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｳﾔ 14 - 愛知 桜丘中学校 ○ ○
10 中学生 谷口　翔太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 14 - 愛知 桜丘中学校 ○ ○
11 中学生 長田　龍拳 ｵｻﾀﾞ ﾘｭｳｹﾝ 14 14006(静岡） 静岡 星陵中学校 ○
12 中学生 大村　一成 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 15 13006(静岡） 静岡 星陵中学校 ○
13 中学生 蠣崎　優仁 ｶｷｻﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ 15 1201640 静岡 EQADS ○ ○
14 高校生 高井　岳人 ﾀｶｲ ｶﾞｸﾄ 16 1400187 埼玉 浦和工業高校 ○ ○ ②
15 高校生 保野　智也 ﾔｽﾉ ﾄﾓﾔ 16 1400717 埼玉 浦和工業高校 ○ 3ｋｍ 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 ○ ○ 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 ○ 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 15ｋｍ ① 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 ○ 15ｋｍ ② ①
21 高校生 柴山　徳幸 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ 16 1400915 埼玉 杉戸農業高校 ○ ○
22 高校生 林崎　康徳 ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾔｽﾉﾘ 16 1400840 埼玉 栄北高校 〇 〇
23 高校生 井澤　　陸 ｲｻﾞﾜ ﾘｸ 16 1400837 埼玉 栄北高校 〇 15ｋｍ

24 高校生 野口　俊輔 ﾉｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 17 1300858 埼玉 栄北高校 〇 15ｋｍ

25 高校生 桑名　僚也 ｸﾜﾅ ﾘｮｳﾔ 17 1301023 埼玉 栄北高校 〇 〇
26 高校生 堀口　貴史 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ 17 1301023 埼玉 栄北高校 3ｋｍ 〇
27 高校生 藤田　周磨 ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳﾏ 17 1300859 埼玉 栄北高校 〇 〇
28 高校生 鴨澤　滉人 ｶﾓｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 17 1300860 埼玉 栄北高校 〇 〇
29 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 ○ ○
30 高校生 槐　　野明 ｴﾝｼﾞｭ ﾉｱ 16 14007（静岡） 静岡 湘南ベルマーレ 〇 〇
31 高校生 鈴木　　良 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 18 1201454 神奈川 法政大第二高校 ○ ○ 15ｋｍ

32 高校生 今村　友紀 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 16 1401772 神奈川 横浜高校 〇 〇
33 高校生 野田　龍聖 ﾉﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 16 1300655 神奈川 横浜高校 3ｋｍ 〇
34 高校生 北田　　空 ｷﾀﾀﾞ ｿﾗ 17 1301675 神奈川 横浜高校 〇 〇
35 高校生 河本　真大 ｶﾜﾓﾄ ﾏﾋﾛ 16 1401256 愛知 桜丘高校 ○ 3ｋｍ
36 高校生 白井　尚典 ｼﾗｲ ﾅｵﾉﾘ 16 1300388 愛知 桜丘高校 ○
37 高校生 木下　澄八 ｷﾉｼﾀ ﾄｳﾔ 17 1300798 愛知 桜丘高校 ○ 3ｋｍ
38 高校生 江本　祐輝 ｴﾓﾄ ﾕｳｷ 17 1300799 愛知 桜丘高校 ○ ○
39 高校生 河藤　相真 ｶﾜﾄｳ ｿｳﾏ 16 1401495 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ○ ③ ②
40 高校生 森本　龍哉 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 16 1401500 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ○ ③ ②
41 高校生 永田　　陸 ﾅｶﾞﾀ ﾘｸ 16 1401502 鳥取 倉吉西高校 3ｋｍ 15ｋｍ ③ ②
42 高校生 手嶋　　豊 ﾃｼﾏ ﾕﾀｶ 16 1301193 鳥取 倉吉西高校 ○ 3ｋｍ ③ ②
43 高校生 堀江　康孝 ﾎﾘｴ ﾔｽﾀｶ 17 1401493 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ③ ②
44 高校生 牧田　大輝 ﾏｷﾀ ﾀﾞｲｷ 17 1301190 鳥取 倉吉西高校 3ｋｍ 15ｋｍ ③ ②
45 高校生 北濵　翔大 ｷﾀﾊﾏ ｼｮｳﾀ 17 1301188 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ③ ②
46 高校生 勝呂　真至 ｽｸﾞﾛ ﾏｻｼ 15 1401063 静岡 伊豆総合高校 ○ 15ｋｍ ④
47 高校生 林　　直也 ﾊﾔｼ ﾅｵﾔ 16 1401062 静岡 伊豆総合高校 ○ ○ ④
48 高校生 髙原　渓人 ﾀｶﾊﾗ ｹｲﾄ 18 1200835 静岡 伊豆総合高校 3ｋｍ 15ｋｍ ③
49 高校生 仁藤　　秀 ﾆﾄｳ ｼｭｳ 16 1401133 静岡 星陵高校 ○ ○
50 高校生 牧野　圭太 ﾏｷﾉ ｹｲﾀ 16 1401782 静岡 星陵高校 ○ 3ｋｍ
51 高校生 續木　龍偉 ﾂﾂﾞｷ ﾘｭｳｲ 17 1300844 静岡 星陵高校 ○ 15ｋｍ

52 高校生 河村　龍一 ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 17 1300848 静岡 星陵高校 ○ ○
53 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 ④
54 高校生 松本　京太 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀ 16 1401169 静岡 静岡北高校 ○ 3ｋｍ ③
55 高校生 齋木　翔多 ｻｲｷ ｼｮｳﾀ 15 1401172 静岡 静岡北高校 〇 〇
56 高校生 滝　　　　晟 ﾀｷ ｱｷﾗ 16 1401171 静岡 静岡北高校 〇 15ｋｍ

57 女子 細谷　夢菜 ﾎｿﾔ ﾕﾒﾅ 15 1101538 埼玉 浦和工業高校 ○ 2ｋｍ 〇
58 女子 岡本　二菜 ｵｶﾓﾄ ﾆﾅ 17 1300276 東京 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ ○ ○ ○
59 女子 鈴木　章代 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖ 29 14004（静岡) 静岡 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ ○ ○ ○
60 女子 仲井　絹恵 ﾅｶｲ ｷﾇｴ 36 14008（静岡） 静岡 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ 〇 ○ ○
61 女子 野島理紗子 ﾉｼﾞﾏ ﾘｻｺ 16 1400860 神奈川 横浜創学館高校 〇 〇 〇
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62 女子 増渕　綾乃 ﾏｽﾌﾞﾁ ｱﾔﾉ 16 1400314 愛知 桜丘高校 ○ 2ｋｍ
63 女子 高橋　智香 ﾀｶﾊｼ ﾁｶ 17 1300797 愛知 桜丘高校 ○ 2ｋｍ
64 女子 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 16 1301596 静岡 伊豆総合高校 ○ ○ オープン

65 女子 谷　伊央里 ﾀﾆ ｲｵﾘ 19 1100734 群馬 日本体育大学 3ｋｍ 〇
66 女子 斎藤　　望 ｻｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 20 1001099 宮城 日本体育大学 ○ 〇
67 女子 濱田　真子 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｷｺ 51 0200144 東京 湘南愛輪会 ○ 2ｋｍ ○
68 女子 和地　恵美 ﾜﾁ ｴﾐ 54 0500322 東京 スーパーＫアスリートラボ 〇 2ｋｍ
69 成年Ｅ 佐藤　勇太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 23 1400418 東京 FASTLANE　Racing 〇 〇
70 成年Ｅ 清水　洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 43 1000397 東京 FASTLANE　Racing 〇 Ｅ
71 成年Ｅ 藤田　征樹 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ 29 0701330 茨城 チームチェブロ ○ 3ｋｍ
72 成年Ｅ 國井　裕樹 ｸﾆｲ ﾕｳｷ 30 - 静岡 伊豆CSC ○ ○
73 成年Ｅ 中村龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 24 0900955 愛知 イナーメ信濃山形 4ｋｍ Ｅ 40ｋｍ ⑤ ④
74 成年Ｅ 福留　康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 25 0500435 高知 イナーメ信濃山形 ○ Ｅ 40ｋｍ ⑤
75 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 Ｅ 40ｋｍ ④
76 成年Ｅ 皿屋　　豊 ｻﾗﾔ ﾕﾀｶ 32 0900130 三重 イナーメ信濃山形 ○ ○ Ｅ ⑤ ④
77 成年Ｅ ポール・ソールズベリー ﾎﾟｰﾙ･ｿｰﾙｽﾞﾍﾞﾘｰ 40 1000725 東京 イナーメ信濃山形 ○ 4ｋｍ 40ｋｍ ⑤ ④
78 成年Ｅ 丸田　友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 34 1100689 東京 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ ○ Ｅ
79 成年Ｅ 鈴木　康平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 19 1001022 静岡 法政大学 〇 Ｅ ③
80 成年Ｅ 新村　　穣 ｼﾝﾑﾗ ﾐﾉﾘ 21 0901201 神奈川 法政大学 4ｋｍ 40ｋｍ ③
81 成年Ｅ 大木　拓斗 ｵｵｷ ﾀｸﾄ 18 1101033 福島 日本体育大学 ○ 40ｋｍ

82 成年Ｅ 深沢　　拓 ﾌｶｻﾜ ﾀｸ 19 1001030 山梨 日本体育大学 ○ ○
83 成年Ｅ 金田明一郎 ｶﾈﾀﾞ ﾐｮｳｲﾁﾛｳ 19 1100723 京都 日本体育大学 ○ Ｅ
84 成年Ｅ 加藤　　樹 ｶﾄｳ ｲﾂｷ 19 1100831 大分 日本体育大学 ○ Ｅ
85 成年Ｅ 佐々木青波 ｻｻｷ ｾｲﾊ 19 1100532 東京 日本体育大学 ○ ○
86 成年Ｅ 小林　泰正 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ 20 1000642 群馬 日本体育大学 4ｋｍ 40ｋｍ

87 成年Ｅ 風間　涼帆 ｶｻﾞﾏ ﾘｮｳﾎ 20 1001173 福島 日本体育大学 ○ ○
88 成年Ｅ 千田　順也 ﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 20 1000778 青森 日本体育大学 ○ Ｅ
89 成年Ｅ 山川　　遼 ﾔﾏｶﾜ ﾘｮｳ 20 1000853 埼玉 日本体育大学 ○ Ｅ
90 成年Ｅ 浦田　真成 ｳﾗﾀ ﾏｻﾅﾘ 18 1101223 岐阜 朝日大学 Ｅ 40ｋｍ ⑤
91 成年Ｅ 小原　佑太 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 18 1100792 青森 朝日大学 ○ 40ｋｍ ⑥
92 成年Ｅ 梶　　賢志 ｶｼﾞ ｻﾄｼ 18 1101387 長崎 朝日大学 4ｋｍ 40ｋｍ

93 成年Ｅ 松本　尚平 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 19 1001270 和歌山 朝日大学 ○ 40ｋｍ

94 成年Ｅ 水谷　　翼 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 19 1100681 鹿児島 朝日大学 ○ Ｅ ⑥
95 成年Ｅ 佐々木真吾 ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ 19 1100752 栃木 朝日大学 ○ 40ｋｍ

96 成年Ｅ 中村　賢人 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 19 1101160 熊本 朝日大学 Ｅ 40ｋｍ

97 成年Ｅ 木下　怜也 ｷﾉｼﾀ ﾚｲﾔ 19 1001147 宮城 朝日大学 Ｅ 40ｋｍ ⑤
98 成年Ｅ 金田　聡士 ｶﾈﾀﾞ ｻﾄｼ 20 1001114 鳥取 朝日大学 Ｅ 40ｋｍ ⑤
99 成年Ｅ 有山　誠昌 ｱﾘﾔﾏ ﾀｶﾏｻ 20 1000761 埼玉 朝日大学 Ｅ 40ｋｍ ⑤
100 成年Ｅ 渡邊翔太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 20 1000950 岐阜 朝日大学 4ｋｍ 40ｋｍ ⑤
101 成年Ｅ 佐々木将哉 ｻｻｷ ﾏｻﾔ 20 1001096 宮城 朝日大学 ○ ○ ⑥
102 成年Ｅ 今西　亮太 ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳﾀ 20 1000604 奈良 朝日大学 Ｅ 40ｋｍ

103 成年Ｅ 原井　剣也 ﾊﾗｲ ｹﾝﾔ 20 0900102 福岡 朝日大学 ○ 40ｋｍ ⑤
104 成年Ｅ 上遠野拓馬 ｶﾄｳﾉ ﾀｸﾏ 21 0901234 宮城 朝日大学 ○ Ｅ ⑥
105 成年Ｅ 福本　　元 ﾌｸﾓﾄ ｹﾞﾝ 24 0501181 神奈川 Pedalist 〇 4ｋｍ
106 成年Ｍ 武井　秀周 ﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 38 1100418 長野 Ｐinazou Ｔest Ｔeam ○ Ｍ
107 成年Ｍ 村　　純一 ﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 40 1201571 東京 チーム・Y ○ ○
108 成年Ｍ 大村　慶二 ｵｵﾑﾗ ｹｲｼﾞ 36 9702742 神奈川 Team Logisty Jack ○ Ｅ 40ｋｍ

109 成年Ｍ 善波　　昭 ｾﾞﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 41 9700985 神奈川 Team Logisty Jack Ｅ 40ｋｍ

110 成年Ｍ 岩月　伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 41 0700045 愛知 イナーメ信濃山形 ○ 4ｋｍ Ｍ ④
111 成年Ｍ 石井　雅史 ｲｼｲ ﾏｻｼ 42 9900701 東京 イナーメ信濃山形 〇 4ｋｍ
112 成年Ｍ 池羽　謙治 ｲｹﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 44 1100694 東京 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ ○ Ｍ
113 成年Ｍ 森　　俊文 ﾓﾘ ﾄｼﾌﾐ 36 0100251 愛知 ミズタニ自転車 ○ ○
114 成年Ｍ 狩野　大吾 ｶﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 40 1200422 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ ○ ○ Ｍ
115 成年Ｍ 高橋　匡司 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｼﾞ 37 1301185 静岡 伊豆CSC 3ｋｍ Ｅ
116 成年Ｍ 高梨　俊雄 ﾀｶﾅｼ ﾄｼｵ 43 0600027 静岡 伊豆CSC ○ ○
117 成年Ｍ 山本　哲也 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 50 1300013 静岡 伊豆CSC ○ ○ Ｍ
118 成年Ｍ 高橋　秀樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 52 9800102 東京 伊豆ＣＳＣ ○ ○ Ｍ
119 成年Ｍ 高橋　伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 47 1200031 静岡 フィッツ ○ Ｍ 40ｋｍ

120 成年Ｍ 瀧本　昌宏 ﾀｷﾓﾄ  ﾏｻﾋﾛ 52 1001418 静岡 SPADE・ACE ○ 〇


