
2016ワンデイトラックレース　ウインターシリーズ第1戦 2016/11/28

№ 種別 競技者名 フリガナ 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 ＴＲ ＳＨ ＰＲ ＴＳ

1 U13 大石　哲平 ｵｵｲｼ ﾃｯﾍﾟｲ 9 臨時登録 静岡 伊豆CSC ○ ○

2 U13 金田　海斗 ｶﾈﾀﾞ ｶｲﾄ 10 臨時登録 神奈川 伊豆CSC ○ ○

3 U13 髙梨　颯樹 ﾀｶﾅｼ ｻﾂｷ 12 伊豆CSC ○ ○

4 U13 大野風貴芽 ｵｵﾉ ﾌｷﾒ 12 臨時登録 愛知 MINOURA大垣レーシング ○ ○

5 U15 勝村　岳大 ｶﾂﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ 13 臨時登録 静岡 星陵中学校 ○ ○

6 U15 大橋　泰慧 ｵｵﾊｼﾀｲｴｲ 13 1500590 神奈川 横須賀市立鴨居中学 ○ ○

7 U15 河内　桜雪 ｶﾜｳﾁ ｻﾕｷ 14 1502481 群馬 前橋市立芳賀中 ○ ○

8 U15 金田　舞夏 ｶﾈﾀﾞ　ﾏｲｶ 14 1500468 神奈川 伊豆CSC ○ ○

9 男子U17 大橋　真慧 ｵｵﾊｼﾏｻﾄ 15 1500260 神奈川 横須賀市立鴨居中学 ○ ○

10 男子U17 髙梨万里王 ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｵ 15 1501711 静岡 伊豆CSC ○ 7.5km 20ｋｍ

11 男子U17 山田　雄大 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 16 1600824 埼玉 川越工業高校 ○ 20ｋｍ

12 男子U17 小谷倫太郎 ｺﾀﾞﾆ ﾘﾝﾀﾛｳ 16 1601726 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ 7.5km 20ｋｍ 倉吉西

13 男子U17 長田　龍拳 ｵｻﾀﾞ ﾘｭｳｹﾝ 16 1600758 静岡 星陵高校 ○ ○ ○

14 男子U17 服部　泰之 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾕｷ 16 1501145 静岡 伊豆総合高校 7.5km 7.5km 20ｋｍ

15 男子U17 瀬川　颯太 ｾｶﾞﾜ ｿｳﾀ 15 1601678 埼玉 浦和工業高校 7.5km 7.5km 20ｋｍ

16 男子U17 花見　和哉 ﾊﾅﾐ ｶｽﾞﾔ 16 1601679 埼玉 浦和工業高校 7.5km 7.5km 20ｋｍ

17 男子U17 鈴木　　陸 ｽｽﾞｷ ﾘｸ 15 1601674 埼玉 浦和工業高校 ○ ○ 20ｋｍ 浦和工業

18 男子Jr 熊﨑　麻人 ｸﾏｻﾞｷ ｱｻﾄ 17 1500158 埼玉 浦和工業高校 ○ ○ 20ｋｍ 浦和工業

19 男子Jr 佐々木洸太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 17 1500743 埼玉 浦和工業高校 ○ 7.5km 20ｋｍ 浦和工業

20 男子Jr 平井　秋也 ﾋﾗｲ ｼｭｳﾔ 17 1501149 静岡 伊豆総合高校 ○ ○ ○

21 男子Jr 勝呂　真至 ｽｸﾞﾛ ﾏｻｼ 17 1401063 静岡 伊豆総合高校 ○ 7.5km 20ｋｍ

22 男子Jr 青木　瑞樹 ｱｵｷ ﾐｽﾞｷ 17 1501595 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ○ 20ｋｍ 倉吉西

23 男子Jr 中原　航大 ﾅｶﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 17 1501597 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ○ 20ｋｍ 倉吉西

24 男子Jr 保田　浩輔 ﾔｽﾀﾞ  ｺｳｽｹ 17 1501594 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ○ 20ｋｍ 倉吉西

25 男子Jr 青島　敬佑 ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 17 1501198 静岡 静岡北高校 7.5km 7.5km 20ｋｍ

26 男子Jr 松本　京太 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀ 18 1401169 静岡 静岡北高校 ○ 7.5km 20ｋｍ

27 男子Jr 萩原　一輝 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 17 1402278 群馬 前橋育英高校 ○

28 男子Jr 平澤　輝一 ﾋﾗｻﾜ ｷｲﾁ 18 1401122 静岡 島田樟誠高校 ○ ○ 7.5km

29 男子Jr 中川　　涼 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 18 1301700 埼玉 7.5km 20ｋｍ

30 男子Jr 關根　論容 ｾｷﾈ ﾉﾘﾋﾛ 18 1401725 埼玉 叡明高校 ○ 20ｋｍ

31 女子 太郎田水桜 ﾀﾛｳﾀﾞ ﾐｵ 15 1600217 東京 東京成徳大学高等学校 ○ ○ 15ｋｍ

32 女子 野寺　　梓 ﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ 16 1502292 静岡 伊豆総合高校 ○ ○ 15ｋｍ

33 女子 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 18 1301596 静岡 伊豆総合高校 ○ ○ 15ｋｍ

34 女子 藤田まりあ ﾌｼﾞﾀ ﾏﾘｱ 16 1301930 埼玉 浦和工業高校 ○ ○ 浦和工業

35 女子 細谷　夢菜 ﾎｿﾔ ﾕﾒﾅ 17 1101538 埼玉 浦和工業高校 ○ ○ 15ｋｍ 浦和工業

36 女子 中川　由理 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘ 16 1600905 埼玉 川越工業高校 ○ ○

37 女子 長田　志穂 ﾅｶﾞﾀ ｼﾎ 16 1601663 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ○ 15ｋｍ

38 女子 福田　咲絵 ﾌｸﾀﾞ ｻｴ 21 1600652 神奈川 慶應義塾大学 ○ 7.5km 15ｋｍ

39 女子 堀口　結生 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾐ 16 1601259 埼玉 栄北高等学校 ○ ○ 7.5km

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

41 女子 鈴木保乃華 ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ 17 1500929 静岡 星陵高校 ○ 7.5km 15ｋｍ

42 女子 鈴木　媛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾒｺ 18 1401128 静岡 浜松学院高校 ○ 7.5km 15ｋｍ

43 女子 五味田奈穂 ｲﾂﾐﾀﾞ ﾅｵ 19 1601014 千葉 順天堂大学 7.5km 15ｋｍ 順大

44 女子 平井　杏奈 ﾋﾗｲ  ｱﾝﾅ 19 1301147 福岡 順天堂大学 ○ 15ｋｍ 順大

45 女子 春原　美季 ｽﾉﾊﾗ ﾐｷ 21 1101021 茨城 順天堂大学 ○ 15ｋｍ 順大

46 女子 永野日和鈴 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾖﾘ 15 1600216 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○ ラバネロ

47 女子 城戸　綾子 ｷﾄﾞ ｱﾔｺ 27 申請中 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○ ラバネロ

48 女子 中里　友香 ﾅｶｻ ﾞﾄﾕｶ 36 1500393 広島 VICTOIREしまなみ ○ 7.5km 15ｋｍ

49 男子E 吉元　大生 ﾖｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 18 1401173 静岡 Ikuser ○ ○ ○

50 男子E 坂野龍太郎 ｻｶﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 18 1301094 静岡 明星大学 ○ ○
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51 男子E 森　　光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 19 1301393 千葉 Blarche Racing Team 10ｋｍ 10ｋｍ

52 男子E 岡田　朗緋 ｵｶﾀﾞ ﾛｳﾋ 19 1601914 大阪 駒澤大学自転車部 10ｋｍ 30ｋｍ

53 男子E 植益　和行 ｳｴﾏｽ ｶｽﾞﾕｷ 19 1300702 大阪 大阪産業大学 10ｋｍ 30ｋｍ

54 男子E 桑名　僚也 ｸﾜﾅ ﾘｮｳﾔ 19 1301023 埼玉 日本体育大学 ○ ○

55 男子E 久保　光司 ｸﾎﾞ ｺｳｼﾞ 19 1301430 佐賀 日本体育大学 ○ ○

56 男子E 松岡　辰泰 ﾏﾂｵｶ ﾀﾂﾋﾛ 20 1201144 熊本 日本体育大学 ○ ○

57 男子E 佐々木青波 ｻｻｷ ｾｲﾊ 21 1100532 東京 日本体育大学 ○ ○

58 男子E 金田明一郎 ｶﾈﾀﾞ ﾐｮｳｲﾁﾛｳ 21 1100723 京都 日本体育大学 ○ ○

59 男子E 武智　気吹 ﾀｹﾁ ｲﾌﾞｷ 20 1101532 愛媛 都留文科大學 ○ 10ｋｍ 30ｋｍ

60 男子E 伊藤　翔吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 33 0401579 広島 eNShare Cycling Team ○ 10ｋｍ

61 男子E 児玉　岳史 ｺﾀﾞﾏ ﾀｹｼ 25 1001435 福井 IS　net Fukui 10ｋｍ 30ｋｍ

62 男子E 河賀　雄大 ｶｶﾞﾕｳﾀﾞｲ 24 0800639 広島 VICTOIRE広島 10ｋｍ 30ｋｍ

63 男子E 保坂陽次郎 ﾎｻｶ ﾖｳｼﾞﾛｳ 23 090-1103 茨城 倉持産業株式会社 10ｋｍ 10ｋｍ

64 男子E 大喜多　将 ｵｵｷﾀｼｮｳ 19 1301617 東京 慶應義塾大学 10ｋｍ 30ｋｍ 慶大

65 男子E 小野　一希 ｵﾉ ｶｽﾞｷ 20 1502028 神奈川 慶應義塾大学 10ｋｍ 30ｋｍ 慶大

66 男子E 山口　直樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 20 1401815 神奈川 慶應義塾大学 ○ ○ 慶大

67 男子E 宮本　隆司 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ 20 1201812 神奈川 慶應義塾大学 10ｋｍ 30ｋｍ

68 男子E 畑　　頌敏 ﾊﾀﾂｸﾞﾄｼ 20 1101756 神奈川 慶應義塾大学 10ｋｍ 30ｋｍ

69 男子E 新井　友陽 ｱﾗｲ ﾄﾓﾊﾙ 19 1201064 埼玉 順天堂大学 ○ ○ 順大Ａ

70 男子E 鈴木　優之 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 20 1201064 埼玉 順天堂大学 ○ 順大Ａ

71 男子E 栗本　武典 ｸﾘﾓﾄ ﾀｹﾉﾘ 20 1201107 千葉 順天堂大学 ○ ○ 順大Ａ

72 男子E 飯塚　竜也 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｭｳﾔ 21 1101157 山梨 順天堂大学 ○ ○ 順大Ａ

73 男子E 岡野　竜希 ｵｶﾉ ﾘｭｳｷ 18 1301302 岡山 順天堂大学 ○ 30ｋｍ 順大Ｂ

74 男子E 清水　　覚 ｼﾐｽﾞ ｻﾄﾙ 20 1200926 東京 順天堂大学 30ｋｍ 順大Ｂ

75 男子E 蠣崎　藍道 ｶｷｻﾞｷ ﾗﾝﾄﾞｳ 21 1100767 静岡 順天堂大学 ○ 10ｋｍ 順大Ｂ

76 男子E 真保　雅俊 ｼﾝﾎﾟ ﾏｻﾄｼ 19 1301090 静岡 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 10ｋｍ 10ｋｍ ラバネロ

77 男子E 赤澤　豪将 ｱｶｻﾞﾜ ｺﾞｳｼｮｳ 20 1600283 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 10ｋｍ 30ｋｍ ラバネロ

78 男子E 長尾　宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 23 1401605 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○ 30ｋｍ ラバネロ

79 男子E 佐柄　 勝弘 ｻｶﾞﾗ ｶﾂﾋﾛ 31 0601459 新潟 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ 10ｋｍ 30ｋｍ ラバネロ

80 男子E 上野　恭哉 ｳｴﾉ ｷｮｳﾔ 18 1301143 福岡 法政大学 10ｋｍ 30ｋｍ

81 男子E 近藤　翔馬 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾏ 18 1301217 愛媛 法政大学 10ｋｍ 30ｋｍ

82 男子E 渡部　将太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 20 1201100 岡山 法政大学 10ｋｍ 30ｋｍ

83 男子E 鈴木　陸来 ｽｽﾞｷ ﾘｯｸ 20 2001185 静岡 法政大学 10ｋｍ 30ｋｍ 法大

84 男子E 鈴木　　良 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 20 1201454 神奈川 法政大学 ○ 30ｋｍ 法大

85 男子E 菊山　将志 ｷｸﾔﾏ ﾏｻｼ 22 0901546 東京 法政大学 ○ ○ 法大

86 男子E 鈴木　康平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 21 1001022 静岡 法政大学/SPADE ACE ○ 10ｋｍ 30ｋｍ

87 男子E 平塚　吉光 ﾋﾗﾂｶ ﾖｼﾐﾂ 28 9900243 静岡 愛三工業レーシング 10ｋｍ 10ｋｍ

88 男子E 福田　真平 ﾌｸﾀﾞ  ｼﾝﾍﾟｲ 29 0101293 愛知 愛三工業レーシング ○ 10ｋｍ

89 男子E 中村　弦太 ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 29 0300648 広島 ○ 10ｋｍ 30ｋｍ

90 男子E 北野　普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 28 901542 千葉 イナーメ信濃山形 10ｋｍ 10ｋｍ 30ｋｍ イナーメ

91 男子E 武田　秀明 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 43 100310 長野 イナーメ信濃山形 ○ ○ ○ イナーメ

92 男子E 岩月　伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 43 700045 愛知 イナーメ信濃山形 ○ 10ｋｍ 30ｋｍ イナーメ

93 男子M 丸田　友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 36 1100689 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ 7.5km

94 男子M 高橋　匡司 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｼﾞ 39 1301185 静岡 伊豆CSC ○ 7.5km 7.5km

95 男子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 ○ 7.5km 7.5km

96 男子M 清水　洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 45 1000397 東京 FASTLANERacing 7.5km 7.5km

97 男子M 山口　忠行 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾕｷ 46 0300650 広島 VICTOIREしまなみ ○ 7.5km 7.5km

98 男子M 高橋　伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 49 1200031 静岡 FIETS GROEN 10ｋｍ 10ｋｍ 30ｋｍ

99 男子M 瀧本　昌宏 ﾀｷﾓﾄﾏｻﾋﾛ 54 1001418 静岡 SPADE ACE ○ ○


