
2016ワンデイ・トラックレースウインターシリーズ第2戦　出場者一覧(訂正版）

№ 種別 競技者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録番号（下7桁） 登録地 学校/勤務先・チーム名 200ｍFTT 500ｍＴＴ 1ｋｍＴＴ ＳＰ ＫＥ ＩＰ ＳＨ ＰＲ ＴＳ ＴＰ

1 小学生 大塚　　琉 ｵｵﾂｶ ﾘｭｳ 7 - - ｔｅａｍＪＲＭ ○ ○

2 小学生 大石　哲平 ｵｵｲｼ ﾃｯﾍﾟｲ 8 - - 伊豆CSC ○ ○

3 小学生 大塚　　城 ｵｵﾂｶ ｼﾞｮｳ 10 - - teamＪＲＭ ○ ○

4 小学生 大橋　泰慧 ｵｵﾊｼ ﾀｲｴｲ 12 1500590 神奈川 鴨居小学校 ○ ○

5 中学生 河内　桜雪 ｶﾜｳﾁ ｻﾕｷ 13 1502481 群馬 前橋市立芳賀中 ○ ○

6 中学生 金田　舞夏 ｶﾈﾀﾞ ﾏｲｶ 13 1500468 神奈川 伊豆CSC ○ ○

7 中学生 矢田　寿々 ﾔﾀ ｽｽﾞ 14 - - 伊豆CSC ○ ○

8 中学生 野寺　　梓 ﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ 15 1502292 静岡 伊豆ＣＳＣ ○ OP

9 中学生 渡邊　誉友 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄ 13 - - 桜丘中学校 ○ ○

10 中学生 大橋　真慧 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾄ 14 1500260 神奈川 鴨居中学校 ○ ○

11 中学生 武智　　光 ﾀｹﾁ ﾋｶﾘ 14 1101533 愛媛 久谷中学校 ○ ○

12 中学生 檜村　奏太 ﾋﾑﾗ ｿｳﾀ 14 1401674 東京 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ ○ ○

13 中学生 渡邊　統也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｳﾔ 15 1502394 愛知 桜丘中学校 ○ ○

14 高校生 中野　慎詞 ﾅｶﾉ ｼﾝｼﾞ 16 1501158 岩手 岩手県 ○ ○

15 高校生 安倍　大成 ｱﾝﾊﾞｲ ﾀｲｾｲ 17 1401085 岩手 岩手県 ○ ○

16 高校生 栗原　昌宏 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 17 1401431 埼玉 叡明高校 ○ ○

17 高校生 安彦　統賀 ｱﾋﾞｺ ﾑﾈﾖｼ 16 1400838 埼玉 川越工業高校 ○ ○

18 高校生 勝呂　真至 ｽｸﾞﾛ ﾏｻｼ 16 1401063 静岡 SCF強化 ○ 15ｋｍ SCFB

19 高校生 松本　京太 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀ 17 1401169 静岡 SCF強化 3ｋｍ 15ｋｍ SCFB

20 高校生 吉元　大生 ﾖｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 17 1401173 静岡 SCF強化 ○ 15ｋｍ SCFA

21 高校生 斎木　翔多 ｻｲｷ ｼｮｳﾀ 17 1401172 静岡 SCF強化 ○ 15ｋｍ SCFB

22 高校生 中　　秀平 ﾅｶ ｼｭｳﾍｲ 17 1401061 静岡 SCF強化 ○ 15ｋｍ SCFA

23 高校生 仁藤　　秀 ﾆﾄｳ ｼｭｳ 17 1401133 静岡 SCF強化 ○ 15ｋｍ SCFA

24 高校生 古川　裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 16 1502775 静岡 伊豆CSC ○ ○

25 高校生 服部　泰之 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾕｷ 16 1501145 静岡 伊豆総合高校 ○ 伊豆＆浜

26 高校生 初川竜之介 ﾊﾂｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 16 1501150 静岡 伊豆総合高校 ○ 伊豆＆浜

27 高校生 津田　悠太 ﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 16 1500036 静岡 伊豆総合高校 3ｋｍ ○ 伊豆＆浜

28 高校生 坂野龍太郎 ｻｶﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 18 1301094 静岡 浜松学院高校 ○ Ｅ 15ｋｍ 伊豆＆浜

29 高校生 滝　　　晟 ﾀｷ ｱｷﾗ 16 1401171 静岡 静岡北高校 ○ 15ｋｍ

30 高校生 安部　　遼 ｱﾍﾞ ﾘｮｳ 17 1401170 静岡 静岡北高校 ○ ○

31 高校生 平澤　輝一 ﾋﾗｻﾜ ｷｲﾁ 17 1401122 静岡 島田樟誠高校 ○ ○

32 高校生 佐藤　浩太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 17 1500229 東京 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ ○ ○

33 高校生 渋谷　卓馬 ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾏ 17 1500197 東京 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ ○ 15ｋｍ

34 高校生 續木　龍偉 ﾂﾂﾞｷ ﾘｭｳｲ 18 1300844 静岡 星陵高校 3ｋｍ ○

35 高校生 大橋　皐慧 ｵｵﾊｼ ｺｸｴｲ 17 1400222 神奈川 津久井浜高校 ○ ○

36 高校生 小川　泰征 ｵｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 17 1401253 埼玉 筑波大坂戸高 ○

37 高校生 植益　和行 ｳｴﾏｽ ｶｽﾞﾕｷ 18 1300702 大阪 興国高校 3ｋｍ ○ 15ｋｍ

38 女子 鈴木保乃華 ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ 16 1500929 静岡 星陵高校 2ｋｍ 10ｋｍ

39 女子 佐藤　水菜 ｻﾄｳ ﾐﾅ 17 1502505 神奈川 湘南愛輪会 ○ ○ ○ 神奈川

40 女子 野島理紗子 ﾉｼﾞﾏ ﾘｻｺ 17 1400860 神奈川 横浜創学館高校 ○ 2ｋｍ 神奈川

41 女子 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 17 1301596 静岡 伊豆総合高校 ○ 2ｋｍ 10ｋｍ OP

42 女子 當銘沙恵美 ﾄﾒ ｻｴﾐ 17 1301101 静岡 浜松学院高校 ○ 2ｋｍ 10ｋｍ

43 女子 鈴木　媛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾒｺ 17 1401128 静岡 浜松学院高校 ○ ○ 2ｋｍ

44 女子 當銘　直美 ﾄﾒ ﾅｵﾐ 19 1201191 静岡 T-GUP ○ ○ 10ｋｍ

45 女子 伊藤　真生 ｲﾄｳ ﾏｵ 19 1201471 宮城 日本体育大学 3ｋｍ 10ｋｍ

46 女子 谷　伊央里 ﾀﾆ ｲｵﾘ 20 1100734 群馬 日本体育大学 3ｋｍ 10ｋｍ

47 女子 宮田　菜摘 ﾐﾔﾀ ﾅﾂﾐ 21 800153 岐阜 朝日大学 ○ 3ｋｍ

48 女子 岡村　二菜 ｵｶﾓﾄ ﾆﾅ 18 1300276 東京 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ ○ ○ 10ｋｍ ﾗﾊﾞﾈﾛ

49 女子 鈴木　章代 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖ 30 14004 静岡 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ ○ ○ 10ｋｍ ﾗﾊﾞﾈﾛ
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50 女子 和地　恵美 ﾜﾁ ｴﾐ 54 0500322 神奈川 小山中央小学校 ○ 2ｋｍ

51 成年Ｅ 木村　光希 ｷﾑﾗ ｺｳｷ 18 1201561 愛知 MINOURA　大垣ﾚｰｼﾝｸﾞ Ｅ

52 成年Ｅ 堀江　康孝 ﾎﾘｴ ﾔｽﾀｶ 18 1401493 鳥取 倉吉西高校 ○ ○

53 成年Ｅ 内山　雅貴 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾀｶ 20 1201501 静岡 Pinazou Test Team ○ Ｅ 40ｋｍ

54 成年Ｅ 後藤　　悠 ｺﾞﾄ ﾕｳ 20 1100917 岩手 岩手県 ○ ○ 岩手

55 成年Ｅ 照井　拓成 ﾃﾙｲ ﾀｸﾅﾘ 20 1100916 岩手 岩手県 ○ ○ 岩手

56 成年Ｅ 三浦　元緋 ﾐｳﾗ ﾊﾙﾋ 20 1100923 岩手 岩手県 ○ Ｅ 岩手

57 成年Ｅ 藤根　俊貴 ﾌｼﾞﾈ ﾄｼｷ 21 1000573 岩手 岩手県 ○ Ｅ 岩手

58 成年Ｅ 中野目　椋 ﾅｶﾉﾒ ﾘｮｳ 18 1201015 福島 東洋大学 Ｅ 40ｋｍ

59 成年Ｅ 山田　大介 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 22 1301819 福島 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ 4ｋｍ 40ｋｍ

60 成年Ｅ 藤田　征樹 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ 31 0701330 茨城 チームチェブロ ○ 3ｋｍ

61 成年Ｅ 井上　人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 29 0500349 大阪 クラブシルベスト 4ｋｍ Ｅ 40ｋｍ

62 成年Ｅ 福間　晋一 ﾌｸｼﾏ ｼﾝｲﾁ 32 1502043 東京 Galibeer Ｅ 40ｋｍ

63 成年Ｅ 山口　直樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 19 1401815 神奈川 慶應義塾大学 ○ ○

64 成年Ｅ 伊藤　　潤 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 20 1402255 神奈川 慶應義塾大学 ○ Ｅ

65 成年Ｅ 宮本　隆志 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ 19 1201812 神奈川 慶應義塾大学 4ｋｍ 40ｋｍ

66 高校生 大前　　翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 18 1305575 神奈川 慶応義塾高校 Ｅ 40ｋｍ 慶應

67 成年Ｅ 畑　　頌聡 ﾊﾀ ﾂｸﾞﾄｼ 19 1101756 神奈川 慶應義塾大学 ○ Ｅ 40ｋｍ 慶應

68 成年Ｅ 荒川　貴都 ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾄ 20 1402180 神奈川 慶應義塾大学 ○ Ｅ 40ｋｍ 慶應

69 成年Ｅ 池邉　　聖 ｲｹﾍﾞ ｾｲ 21 1301184 神奈川 慶應義塾大学 Ｅ 40ｋｍ 神奈川 慶應

70 成年Ｅ 森　　浩輔 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 21 0901042 神奈川 早稲田大学 ○ ○

71 成年Ｅ 松岡　辰泰 ﾏﾂｵｶ ﾀﾂﾋﾛ 19 1201144 熊本 日本体育大学 ○ ○

72 成年Ｅ 深沢　　拓 ﾌｶｻﾜ ﾀｸ 20 1001030 山梨 日本体育大学 ○ ○

73 成年Ｅ 佐々木青波 ｻｻｷ ｾｲﾊ 20 1100532 東京 日本体育大学 ○ ○

74 成年Ｅ 金田明一郎 ｶﾈﾀﾞ ﾐｮｳｲﾁﾛｳ 20 1100723 京都 日本体育大学 ○ ○

75 成年Ｅ 坂本　紘規 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 19 1200988 青森 日本大学 ○ ○

76 成年Ｅ 兼本　将太 ｶﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀ 19 1201141 熊本 日本大学 ○ ○

77 成年Ｅ 森口　寛己 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 20 1100396 和歌山 日本大学 ○ 4ｋｍ

78 成年Ｅ 坂井　　洋 ｻｶｲ ﾖｳ 21 1100748 栃木 日本大学 ○ ○

79 成年Ｅ 鈴木　陸来 ｽｽﾞｷ ﾘｯｸ 19 1201185 静岡 法政大学 ○ 40ｋｍ

80 成年Ｅ 鈴木　康平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 20 1001022 静岡県 法政大学 ○ 40ｋｍ

81 成年Ｅ 新村　　穣 ｼﾝﾑﾗ ﾐﾉﾘ 22 0901201 神奈川 法政大学 ○ 4ｋｍ 40ｋｍ

82 成年Ｅ 赤堀　健太 ｱｶﾎﾘ ｹﾝﾀ 18 1201153 岐阜 朝日大学 4ｋｍ 40ｋｍ 朝日Ａ

83 成年Ｅ 吉川　　澄 ﾖｼｶﾜ ﾄｵﾙ 19 1201218 新潟 朝日大学 ○ 40ｋｍ 朝日Ｂ

84 成年Ｅ 森　　善寛 ﾓﾘ ﾖｼﾋﾛ 19 1201154 岐阜 朝日大学 4ｋｍ 40ｋｍ 朝日Ａ

85 成年Ｅ 浦田　真成 ｳﾗﾀ ﾏｻﾅﾘ 19 1101223 岐阜 朝日大学 ○ 40ｋｍ 朝日Ａ

86 成年Ｅ 小原　佑太 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 19 1100792 青森 朝日大学 ○ 4ｋｍ 朝日Ａ

87 成年Ｅ 梶　　賢志 ｶｼﾞ ｻﾄｼ 19 1101387 長崎 朝日大学 ○ 4ｋｍ

88 成年Ｅ 水谷　　翼 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 19 1100681 鹿児島 朝日大学 ○ ○ 朝日Ｂ

89 成年Ｅ 安達　隆己 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｷ 19 1201596 栃木 朝日大学 ○ Ｅ 朝日Ａ

90 成年Ｅ 内田　龍義 ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳｷﾞ 19 1201170 熊本 朝日大学 ○ ○ 朝日Ｂ

91 成年Ｅ 畝木　　聖 ｳﾈｷ ｻﾄﾙ 19 1201067 岡山 朝日大学 ○ ○ 朝日Ｂ

92 成年Ｅ 鈴木　雅大 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 19 1201560 愛知 朝日大学 ○ ○

93 成年Ｅ 高原　渓人 ﾀｶﾊﾗ ｹｲﾄ 19 1200835 静岡 朝日大学 4ｋｍ 40ｋｍ 朝日Ｂ

94 成年Ｅ 中川　基広 ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾄﾋﾛ 19 1201160 福井 朝日大学 ○ ○ 朝日Ａ

95 成年Ｅ 中村　友哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 19 1201332 三重 朝日大学 ○ ○ 朝日Ｂ

96 成年Ｅ 成貞　琳平 ﾅﾘｻﾀﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ 19 1201090 岡山 朝日大学 4ｋｍ 40ｋｍ 朝日Ａ

97 成年Ｅ 西村　隆行 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 19 1201490 山口 朝日大学 ○ 40ｋｍ

98 成年Ｅ 木下　怜也 ｷﾉｼﾀ ﾚｲﾔ 20 1001147 宮城 朝日大学 ○ Ｅ 朝日Ｂ
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99 成年Ｅ 佐々木真吾 ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ 20 1100752 栃木 朝日大学 ○ Ｅ 朝日Ｂ

100 成年Ｅ 長谷部龍一 ﾊｾﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 20 1201148 岐阜 朝日大学 ○ ○ 朝日Ａ

101 成年Ｅ 中村　賢人 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 20 1101160 熊本 朝日大学 ○ 40ｋｍ 朝日Ａ

102 成年Ｅ 金田　聡士 ｶﾈﾀﾞ ｻﾄｼ 21 1001114 鳥取 朝日大学 4ｋｍ Ｅ 朝日Ｂ

103 成年Ｅ 相馬　義宗 ｿｳﾏ ﾖｼﾑﾈ 21 1000943 岐阜 朝日大学 ○ ○ 朝日Ａ

104 成年Ｅ 鳥越　敬太 ﾄﾘｺﾞｴ ｹｲﾀ 21 1000609 福岡 朝日大学 ○ ○ 朝日Ｂ

105 成年Ｅ 渡邊翔太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 21 1000950 岐阜 朝日大学 4ｋｍ 40ｋｍ 朝日Ａ

106 成年Ｅ 武智　気吹 ﾀｹﾁ ｲﾌﾞｷ 19 1101532 愛媛 都留文科大學 ○ 40ｋｍ

107 成年Ｅ 小野瀬広希 ｵﾉｾ ﾋﾛｷ 19 1500134 神奈川 lemonade bellmare ○ 4ｋｍ Ｅ bellmare

108 成年Ｅ 古田　　潤 ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ 19 1201250 神奈川 lemonade bellmare 4ｋｍ Ｅ 40ｋｍ bellmare

109 成年Ｅ 横塚　浩平 ﾖｺﾂｶ ｺｳﾍｲ 21 1201250 東京 lemonade bellmare ○ 4ｋｍ Ｅ

110 成年Ｅ 宮澤　崇史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹｼ 37 9701240 東京 lemonade bellmare ○ Ｅ 40ｋｍ bellmare

111 成年Ｅ 加地　邦彦 ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ 40 0901780 東京 lemonade bellmare ○ Ｅ 40ｋｍ

112 成年Ｅ 大石　尚広 ｵｵｲｼ ﾅｵﾋﾛ 32 1500274 千葉 オッティモ ○ ○ ｵｯﾃｨﾓ

113 成年Ｅ 遠藤　邦浩 ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋﾛ 35 1500281 千葉 オッティモ ○ ○ ｵｯﾃｨﾓ

114 成年Ｍ 宮坂　貴志 ﾐﾔｻｶ ﾀｶｼ 44 1500287 千葉 オッティモ ○ ○ ｵｯﾃｨﾓ

115 成年Ｍ 丸田　友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 35 1100689 東京 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ ○ 3ｋｍ

116 成年Ｍ 池羽　謙治 ｲｹﾊ ｹﾝｼﾞ 45 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

117 成年Ｍ 大村　慶二 ｵｵﾑﾗ ｹｲｼﾞ 37 9702742 神奈川 LOGISTY JACK ○ 神奈川

118 成年Ｍ 山崎　　潤 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 39 9702876 神奈川 LOGISTY JACK ○ 神奈川

119 成年Ｍ 太田　明宏 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾛ 38 1301850 神奈川 （CSC) Pinazou Test Team ○ ○

120 成年Ｍ 中澤　　潤 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 39 0900210 長野 Pinazou Test Team 4ｋｍ Ｍ

121 成年Ｍ 高橋　匡司 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｼﾞ 38 1301185 静岡 伊豆CSC 3ｋｍ Ｍ

122 成年Ｍ 高橋　秀樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 53 9800102 東京 伊豆CSC 〇 〇 3ｋｍ

123 成年M 武井　秀周 ﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 39 1100418 長野 イナーメ信濃山形EFT ○

124 成年Ｍ 村　　純一 ﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 41 1201571 東京 チーム・ワイズロード ○ ○

125 成年Ｍ 狩野　大吾 ｶﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 41 1200422 静岡 Ikuser Ｍ

126 成年Ｍ 池田　朋介 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 42 1100035 静岡 ﾐｿﾉｲ ﾚｰｼﾝｸﾞ ﾁｰﾑ ○ ○ Ｍ

127 成年Ｍ 高橋　伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 48 1200031 静岡 FIETS GROEN ○ Ｍ 40ｋｍ

128 成年Ｍ 山本　哲也 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 51 1300013 静岡 SM．Byos． ○ ○ ○

129 成年Ｍ 小池　直樹 ｺｲｹ ﾅｵｷ 46 0900008 静岡 SPADE ACE ○

130 成年Ｍ 瀧本　昌宏 ﾀｷﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 54 1001418 静岡 SPADE  ACE ○ ○ Ｍ

131 ＯＰ 小西　昇平 ｺﾆｼ ｼｮｳﾍｲ - - ＪＳＣ ○ ○

132 ＯＰ 深井　　圭 ﾌｶｲ ｹｲ - - ＪＳＣ ○ ○


