
2014ワンデイ・トラックレースウインターシリーズ第2戦　参加者一覧
2014/12/26

№ 種別 競技者名 フリガナ 登録番号（下7桁） 年齢 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 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 ○ ○

2 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 ○ ○

3 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 ○ ○

4 中学生 矢田　寿々 ﾔﾀ ｽｽﾞ - 12 静岡 伊豆CSC 〇 〇

5 中学生 野寺　　梓 ﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ - 14 静岡 伊豆CSC ○ ④

6 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 ○ ○

7 中学生 田原　一機 ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 1301668 15 東京 スミタ•エイダイ•パールイズミ•ラバネロ ○ ○

8 高校生 唐仁原　潮 ﾄｳｼﾞﾝﾊﾞﾗ ｳｼｵ 1400127 16 東京 スミタ•エイダイ•パールイズミ•ラバネロ ○ ○

9 高校生 西村　征太郎 ﾆｼﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ 1400427 17 東京 スミタ•エイダイ•パールイズミ•ラバネロ ○ ○

10 高校生 今井　健太郎 ｲﾏｲ ｹﾝﾀﾛｳ 1201895 17 東京 スミタ•エイダイ•パールイズミ•ラバネロ ○ ○

11 高校生 金子　征誉 ｶﾈｺ ﾏｻﾀｶ 1301254 16 神奈川 法政大第二高校 ○ 15ｋｍ

12 高校生 鈴木　　良 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 1201454 18 神奈川 法政大第二高校 〇 15ｋｍ

13 高校生 大橋　皐慧 ｵｵﾊｼ ｺｳｴｲ 1400222 16 神奈川 神奈川県立津久井浜高校 ○ ○

14 高校生 髙原　渓人 ﾀｶﾊﾗ　ｹｲﾄ 1200835 18 静岡 伊豆総合高校 〇 〇 15ｋｍ

15 高校生 仁藤　　秀 ﾆﾄｳ ｼｭｳ 1401133 16 静岡 星陵高校 〇 〇

16 高校生 牧野　圭太 ﾏｷﾉ ｹｲﾀ 1401782 16 静岡 星陵高校 〇 3ｋｍ

17 高校生 續木　龍偉 ﾂﾂﾞｷ ﾘｭｳｲ 1300844 16 静岡 星陵高校 3ｋｍ 15ｋｍ

18 高校生 河村　龍一 ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 1300848 17 静岡 星陵高校 〇 〇

19 高校生 齋木　翔多 ｻｲｷ ｼｮｳﾀ 1401172 15 静岡 静岡北高校 ○ ○ ①

20 高校生 滝　　　晟 ﾀｷ ｱｷﾗ 1401171 15 静岡 静岡北高校 ○ ○

21 高校生 安部　　遼 ｱﾍﾞ ﾘｮｳ 1401170 16 静岡 静岡北高校 〇 ○

22 高校生 松本　京太 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀ 1401169 16 静岡 静岡北高校 3ｋｍ 15ｋｍ ①

23 高校生 吉元　大生 ﾖｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 1401173 16 静岡 静岡北高校 ○ 15ｋｍ ①

24 高校生 鈴木　康平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 1401130 15 静岡 浜松学院高校 ○

25 高校生 加藤　恭平 ｶﾄｳ ｷｮｳﾍｲ 1301099 16 静岡 浜松学院高校 ○ ○

26 高校生 川瀬　捷天 ｶﾜｾ ﾊﾔﾃ 1301095 16 静岡 浜松学院高校 ○

27 高校生 小林　克嘉 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾖｼ 1301097 17 静岡 浜松学院高校 ○ ○

28 高校生 中村　紘基 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ 1301092 17 静岡 浜松学院高校 ○ 15ｋｍ

29 高校生 黒柳　拓都 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾄ 1400018 17 静岡 浜松学院高校 ○

30 高校生 奥田　拳也 ｵｸﾀﾞ ｹﾝﾔ 1301096 17 静岡 浜松学院高校 ○ 15ｋｍ

31 高校生 柴田　勝利 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳﾘ 1301091 17 静岡 浜松学院高校 ○ ○ ②

32 高校生 野島　雅樹 ﾉｼﾞﾏ ﾏｻｷ 1301093 16 静岡 浜松学院高校 ○ ○ ②

33 高校生 坂野　龍太郎 ｻｶﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 1301094 17 静岡 浜松学院高校 ○ ○ ②

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

35 高校生 山田　　諒 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 1300362 15 岐阜 岐阜第一高校 〇 〇 3ｋｍ ①

36 高校生 亀谷　昌慈 ｶﾒﾔ ﾏｻﾖｼ 1400999 16 岐阜 岐阜第一高校 〇 3ｋｍ 〇 ①

37 高校生 大屋　正聡 ｵｵﾔ ﾏｻﾄｼ 1400997 16 岐阜 岐阜第一高校 〇 3ｋｍ 〇 ①

38 高校生 菅原　悠斗 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 1400996 16 岐阜 岐阜第一高校 〇 〇 〇 ①

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

40 高校生 清水　勇人 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 1200611 18 岐阜 岐阜第一高校 〇 〇

41 女子 梶原　悠未 ｶｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾐ 1301061 17 埼玉 筑波大付属坂戸高校 〇 2ｋｍ 〇

42 女子 岡本　二菜 ｵｶﾓﾄ ﾆﾅ 1300276 17 東京 スミタ•エイダイ•パールイズミ•ラバネロ ○ ○ ○

43 女子 鈴木　章代 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖ 14004（静岡） 29 静岡 スミタ•エイダイ•パールイズミ•ラバネロ ○ 3ｋｍ ○

44 女子 浅田　富子 ｱｻﾀﾞ ﾄﾐｺ 1300866 53 東京 ｽﾐﾀ・ｴｲﾀﾞｲ・ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ・ﾗﾊﾞﾈﾛ ○ ○
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45 女子 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 1301596 16 静岡 伊豆総合高校 ○ 〇 ④

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

47 女子 當銘　沙恵美 ﾄﾒ ｻｴﾐ 1301101 16 静岡 浜松学院高校 ○ 2ｋｍ ○

48 女子 鈴木　媛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾒｺ 1401128 16 静岡 浜松学院高校 ○ 2ｋｍ

49 女子 當銘　直美 ﾄﾒ ﾅｵﾐ 1201191 18 静岡 浜松学院高校 ○ 2ｋｍ ○

50 成年Ｅ 池邉　　聖 ｲｹﾍ ﾞｾｲ 1301184 20 神奈川 慶応義塾大学 Ｅ 40ｋｍ

51 成年Ｅ 丸田　友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 1100689 34 東京 スミタ•エイダイ•パールイズミ•ラバネロ ○ Ｅ

52 成年Ｅ 林　　航平 ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ 0900951 21 東京 Lemonade Bellmare Racing Team 〇 4ｋｍ ⑥

53 成年Ｅ 中里　　仁 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ 0600361 22 群馬 Lemonade Bellmare Racing Team Ｅ 40ｋｍ

54 成年Ｅ 小清水　拓 ｺｼﾐｽﾞ ﾀｸ 1001190 22 東京 Lemonade Bellmare Racing Team 4ｋｍ Ｅ ⑥

55 成年Ｅ 宮澤　崇史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ 9701240 36 ＪＰＣＡ Lemonade Bellmare Racing Team Ｅ 40ｋｍ ⑥

56 成年Ｍ 加地　邦彦 ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ 0901780 39 東京 Lemonade Bellmare Racing Team Ｅ 40ｋｍ

57 成年Ｅ 樫尾　天多 ｶｼｵ ﾃﾝﾀ 0900556 21 兵庫 ＰＯＬＰＯ Ｅ ⑤

58 成年Ｅ 樫尾　一知 ｶｼｵ ｲｯﾁ 0300682 27 兵庫 ＰＯＬＰＯ 〇 Ｅ ⑤

59 成年Ｅ 姫野　正志 ﾋﾒﾉ ﾏｻｼ 0101066 29 兵庫 ＰＯＬＰＯ 〇 〇 ⑤

60 成年Ｅ 清水　亮宏 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ 0800550 33 兵庫 ＰＯＬＰＯ 〇 ⑤

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

62 成年Ｅ 中村　龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 0900955 24 愛知 イナーメ信濃山形 4ｋｍ Ｅ 40ｋｍ ③ ③

63 成年Ｅ 福留　康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 0500435 24 高知 イナーメ信濃山形 Ｅ 40ｋｍ ③

64 成年Ｅ 皿屋　　豊 ｻﾗﾔ ﾕﾀｶ 0900130 32 三重 イナーメ信濃山形 ○ Ｅ 40ｋｍ ③ ③

65 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 1000725 40 東京 イナーメ信濃山形 ○ 4ｋｍ 40ｋｍ ③ ③

66 成年Ｍ 岩月　伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 0700045 41 愛知 イナーメ信濃山形 ○ 4ｋｍ

67 成年Ｍ 浅田　敏夫 ｱｻﾀﾞ ﾄｼｵ 1200473 52 東京 ｽﾐﾀ・ｴｲﾀﾞｲ・ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ・ﾗﾊﾞﾈﾛ ○ Ｍ

68 成年Ｍ 池羽　謙治 ｲｹﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 1100694 44 東京 スミタ•エイダイ•パールイズミ•ラバネロ ○ Ｍ

69 成年Ｍ 立川　　満 ﾀﾁｶﾜ ﾐﾂﾙ 14003（静岡） 53 静岡 スミタ•エイダイ•パールイズミ•ラバネロ ○ Ｍ

70 成年Ｍ 奥津　　憲 ｵｸﾂ ｹﾝ 900759 43 神奈川 湘南愛輪会 〇 〇 ②

71 成年Ｍ 佐藤　研一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 1001310 45 神奈川 湘南愛輪会 〇 ②

72 成年Ｍ 市川　英昭 ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 0300815 47 神奈川 湘南愛輪会 〇 〇 ②

73 成年Ｍ 中川　禎久 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ 1000145 51 神奈川 湘南愛輪会 〇 ②

74 成年Ｍ 村　　純一 ﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1201571 40 東京 チーム・Y ○ ○ 3ｋｍ

75 成年Ｍ 清水　洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 1000397 43 東京 FASTLANE　Racing 4ｋｍ Ｍ 40ｋｍ

76 成年Ｍ 山田　高嗣 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 9701452 37 静岡 ミソノイレーシングチーム 〇 Ｍ

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

78 成年Ｍ 狩野　大吾 ｶﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 1200422 39 静岡 Ikuser 〇 Ｍ

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

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

81 成年Ｍ 高橋 伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 1200031 47 静岡 フィッツ ○ Ｍ 40ｋｍ

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

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

84 成年Ｍ 高橋　秀樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 9800102 52 東京 伊豆ＣＳＣ 〇 〇 Ｍ

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

86 成年Ｍ 尾崎　進久 ｵｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｻ 1300012 62 静岡 伊豆ＣＳＣ 3ｋｍ

87 パラ 藤田　征樹 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ 0701330 29 茨城 チームチェブロ ○ 3ｋｍ

88 パラ 石井　雅史 ｲｼｲ ﾏｻｼ 9900701 42 東京 イナーメ信濃山形 〇 4ｋｍ


