
2015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　訂正版 2016/2/24

№ 種別 競技者名 フリガナ 年齢 登録番号（下8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 大石　哲平 ｵｵｲｼ ﾃｯﾍﾟｲ 8 - 静岡 伊豆CSC ○ ○

2 小学生 高梨　颯樹 ﾀｶﾅｼ ｻﾂｷ 10 - - 伊豆CSC ○ ○

3 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 ○ ○

4 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 ○ ○

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

6 中学生 矢田　寿々 ﾔﾀ ｽｽﾞ 14 - - 伊豆CSC ○ ○

7 中学生 野寺　　梓 ﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ 15 1502292 静岡 伊豆ＣＳＣ ○ 2ｋｍ 野寺

8 中学生 永野日和鈴 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾖﾘ 15 - - スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○

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

10 中学生 高梨万里王 ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｵ 14 1501711 静岡 伊豆CSC ○ 3ｋｍ

11 中学生 檜村　泰太 ﾋﾑﾗ ｿｳﾀ 14 1401674 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○

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

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

14 高校生 及川　一総 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞｻ 17 1401083 岩手 紫波総合高校 ○ 3ｋｍ

15 高校生 千田　大智 ﾁﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 17 1401079 岩手 水沢農業高校 15ｋｍ

16 高校生 熊崎　麻人 ｸﾏｻﾞｷ ｱｻﾄ 16 1500158 埼玉 浦和工業高校 ○ ○ 浦和B

17 高校生 佐久間清貴 ｻｸﾏ ｷﾖﾀｶ 16 1402143 埼玉 浦和工業高校 ○ ○ 浦和B

18 高校生 佐々木洸太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 16 1400886 埼玉 浦和工業高校 3ｋｍ J 浦和B 浦和

19 高校生 渡辺　慶太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 17 1100641 埼玉 浦和工業高校 J 15ｋｍ 浦和

20 高校生 中川　　涼 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 17 1301700 埼玉 浦和工業高校 3ｋｍ J 15ｋｍ 浦和Ａ 浦和

21 高校生 保野　智也 ﾔｽﾉ ﾄﾓﾔ 17 1400717 埼玉 浦和工業高校 ○ 3ｋｍ 浦和

22 高校生 高井　岳人 ﾀｶｲ ｶﾞｸﾄ 17 1400187 埼玉 浦和工業高校 ○ ○ 浦和Ａ

23 高校生 藤井　雅樹 ﾌｼﾞｲ ﾏｻｷ 17 1301701 埼玉 浦和工業高校 ○ J 浦和Ａ

24 高校生 小川　泰征 オガワタイセイ 17 1401253 埼玉 筑波大坂戸高 ○

25 高校生 桑名　僚也 ｸﾜﾅ ﾘｮｳﾔ 18 1301023 埼玉 栄北高校 ○ ○

26 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 ○ ○

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

28 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 J 15ｋｍ

29 高校生 平井　秋也 ﾋﾗｲ ｼｭｳﾔ 16 1501149 静岡 伊豆総合高校 ○ ○ ○

30 高校生 津田　悠太 ﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 16 1500036 静岡 伊豆総合高校 3ｋｍ J

31 高校生 蠣崎　優仁 ｶｷｻﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ 16 1201640 静岡 伊豆総合高校 3ｋｍ 15ｋｍ

32 高校生 勝呂　真至 ｽｸﾞﾛ ﾏｻｼ 16 1401063 静岡 SCF強化 3ｋｍ J

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

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

35 高校生 齋木　翔多 ｻｲｷ ｼｮｳﾀ 17 1401172 静岡 SCF強化 ○ J

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

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

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

39 高校生 永田　　陸 ﾅｶﾞﾀ ﾘｸ 17 1401502 鳥取 倉吉西高校 3ｋｍ J 15ｋｍ

40 高校生 河藤　相真 ｶﾜﾄｳ ｿｳﾏ 17 1401495 鳥取 倉吉西高校 ○ J 15ｋｍ

41 高校生 柴田　勝利 ｼﾊﾞﾀｼｮｳﾘ 18 1301091 静岡 浜松学院高校 J 15ｋｍ

42 高校生 大前　　翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 18 1301671 神奈川 慶應義塾大学自転車競技部 E 40ｋｍ 慶應大

43 女子（パラ） 藤井　美穂 ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ 21 1401789 茨城 JPCF ○ 3ｋｍ

44 女子 藤田まりあ ﾌｼﾞﾀ ﾏﾘｱ 15 1301930 埼玉 浦和工業高校 ○ ○ 2ｋｍ

45 女子 細谷　夢菜 ﾎｿﾔ ﾕﾒﾅ 16 1101538 埼玉 浦和工業高校 ○ F 15ｋｍ
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46 女子 坂田　萌音 ｻｶﾀ ﾓﾈ 16 1500917 埼玉 浦和北高校 ○ ○ 2ｋｍ

47 女子 原田実可子 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｶｺ 16 1501600 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ 2ｋｍ F

48 女子 佐藤　水菜 ｻﾄｳ ﾐﾅ 17 1502505 神奈川 湘南愛輪会 ○ ○ 2ｋｍ 湘南

49 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 湘南

50 女子 岡本　二菜 ｵｶﾓﾄ ﾆﾅ 18 1300276 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○ F ﾗﾊﾞﾈﾛ

51 女子 鈴木　章代 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖ 30 0014004 静岡 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○ F ﾗﾊﾞﾈﾛ

52 女子 河野　泉水 ｶﾜﾉ ｲｽﾞﾐ 17 1401076 岩手 盛岡農業高校 2ｋｍ F

53 女子 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 17 1301596 静岡 伊豆総合高校 2ｋｍ F 15ｋｍ 野寺

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

55 女子 鈴木　媛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾒｺ 17 1401128 静岡 浜松学院高校 ○ ○ F

56 女子 澤口　陽菜 ｻﾜｸﾞﾁ ﾋﾅ 19 1502013 新潟 新潟大学 ○ 3ｋｍ

57 成年Ｅ（パラ） 川本　翔大 ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 19 1502742 広島 JPCF ○ 3ｋｍ

58 成年Ｅ（パラ） 相園健太郎 ｱｲｿﾞﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 21 1500348 福岡 JPCF ○ 3ｋｍ JPCF

59 成年Ｅ（パラ） 中山賢史朗 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｼﾛｳ 25 1502718 東京 JPCF ○ 3ｋｍ

60 成年Ｅ（パラ） 藤田　征樹 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ 31 0701330 茨城 JPCF ○ 3ｋｍ JPCF

61 成年Ｅ（パラ） 石井　雅史 ｲｼｲ ﾏｻｼ 43 9900701 東京 JPCF ○ 4ｋｍ JPCF

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

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

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

65 成年Ｅ 山下　裕大 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀ 23 0801251 千葉 イナーメ信濃山形 ○ 4ｋｍ 40ｋｍ イナーメ イナーメ

66 成年Ｅ 中村龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 25 0900955 千葉 イナーメ信濃山形 ○ E 40ｋｍ イナーメ イナーメ

67 成年Ｅ 北野　普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 27 0901542 千葉 イナーメ信濃山形 ○ E 40ｋｍ イナーメ イナーメ

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

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

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

71 成年Ｅ 横塚　浩平 ﾖｺﾂｶ ｺｳﾍｲ 21 1201250 東京 lemonade bellmare 4ｋｍ E 40ｋｍ  bellmare

72 成年Ｅ 中里　　仁 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ 23 0600361 群馬 lemonade bellmare E 40ｋｍ  bellmare  bellmare

73 成年Ｅ 小清水拓也 ｺｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 24 1001190 東京 lemonade bellmare 4ｋｍ E  bellmare  bellmare

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

75 成年Ｅ 清水　恒志 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼ 29 1501828 東京 航空電子自転車競技部 ○ 4ｋｍ

76 成年Ｅ 小林　清仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖﾋﾄ 30 0100802 東京 航空電子自転車競技部 ○ ○

77 成年Ｅ 杉野　元基 ｽｷﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 20 1101009 愛知 駒澤大学自転車部 E 40ｋｍ

78 成年Ｅ 渡邉　雄太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 21 1300889 長野 駒澤大学自転車部 4ｋｍ E 40ｋｍ

79 成年Ｅ 山田　大介 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 23 131819 福島 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ 4ｋｍ 40ｋｍ

80 成年Ｅ 中井　　琢 ﾅｶｲ ﾀｸ 20 1101134 宮城 早稲田大学 ○ E

81 成年Ｅ 手嶋　将大 ﾃｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 21 1101304 千葉 早稲田大学 ○ ○

82 成年Ｅ 森　　浩輔 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 22 0901042 神奈川 早稲田大学 ○ ○

83 成年Ｅ 岩田　宗也 ｲﾜｲ ｿｳﾀ 21 1000215 広島 早稲田大学 ○ 40ｋｍ

84 成年Ｅ 宮本　隆司 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ 19 1201812 神奈川 慶應義塾大学自転車競技部 E 40ｋｍ 慶應大

85 成年Ｅ 畑　　頌聡 ﾊﾀ ﾂｸﾞﾄｼ 20 1101756 神奈川 慶應義塾大学自転車競技部 E 40ｋｍ 慶應大

86 成年Ｅ 伊藤　　潤 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 20 1402255 神奈川 慶應義塾大学自転車競技部 ○ E

87 成年Ｅ 山口　直樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 20 1401815 神奈川 慶應義塾大学自転車競技部 ○ ○

88 成年Ｅ 池邉　　聖 ｲｹﾍﾞ ｾｲ 21 1301184 神奈川 慶應義塾大学自転車競技部 E 40ｋｍ 慶應大

89 成年Ｅ 植草　拓哉 ｳｴｸｻ ﾀｸﾔ 19 1502014 新潟 新潟大学 ○ 新潟大 新潟大

90 成年Ｅ 松下　時生 ﾏﾂｼﾀ ﾄｷｵ 19 1502015 新潟 新潟大学 ○ E 新潟大 新潟大
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91 成年Ｅ 渡部　雅士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 19 1400848 新潟 新潟大学 ○ ○ 新潟大 新潟大

92 成年Ｅ 松田　隆宏 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 24 1502016 新潟 新潟大学 ○ 新潟大 新潟大

93 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

94 成年Ｅ 内山　雅貴 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾀｶ 20 1201501 静岡 PINAZO-TESTTEAM ○ ○ E

95 成年Ｅ 小野　　武 ｵﾉ ﾀｹﾙ 24 0800673 神奈川 TeamLogistyJack ○ ○

96 成年Ｅ 善波　　昭 ｾﾞﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 42 9700985 神奈川 TeamLogistyJack E 40ｋｍ

97 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

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

99 成年Ｅ 植益　和行 ｳｴﾏｽ ｶｽﾞﾕｷ 18 1300702 大阪 興国高校 E 40ｋｍ

100 成年Ｅ 林　　竜広 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾋﾛ 24 0200260 愛知 チーム・チェブロ ○ ○

101 成年Ｍ 武田　秀明 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 42 0100310 長野 イナーメ信濃山形 ○ ○ M イナーメ イナーメ

102 成年Ｍ 岩月　伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 42 0700045 愛知 イナーメ信濃山形 ○ M 40ｋｍ イナーメ

103 成年Ｍ 中台　篤史 ﾅｶﾀﾞｲ ｱﾂｼ 43 0801704 東京 航空電子自転車競技部 ○ 3ｋｍ

104 成年Ｍ 丸田　友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 35 1100689 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ 3ｋｍ

105 成年Ｍ 池羽　謙治 ｲｹﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 45 1100694 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ M

106 成年Ｍ 村　　純一 ﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 42 1201571 東京 チーム・ワイズロード ○ ○

107 成年Ｍ 清水　洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 44 1000397 東京 FAST LANE Racing 3ｋｍ M

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

109 成年Ｍ 太田　明宏 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾛ 38 1301850 神奈川 Pinazou Test Team ○ ○

110 成年Ｍ 奥津　　憲 ｵｸﾂ ｹﾝ 44 0900759 埼玉 湘南愛輪会 ○ ○

111 成年Ｍ 羽鳥　　浩 ﾊﾄﾘ ﾋﾛｼ 63 0301537 神奈川 湘南愛輪会 ○ ○

112 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

113 成年Ｍ 池田　朋介 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 43 1100035 静岡 ミソノイレーシングチーム ○ ○

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

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

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


