
2017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

※2018年に達する年齢

№ 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 ＴＴ ＯＭ

1 U13 大石　哲平 ｵｵｲｼ ﾃｯﾍﾟｲ 11 臨時登録 - 伊豆CSC ○ ○

2 U13 金田　海斗 ｶﾈﾀﾞ ｶｲﾄ 12 臨時登録 - 伊豆CSC ○ ○

3 U15 濱　　彩春 ﾊﾏ ｲﾛﾊ 13 1700560 神奈川 Akira Racing ○

4 U15 大野風貴芽 ｵｵﾉ ﾌｷﾒ 14 1700641 愛知 MINOURA大垣レーシング ○ ○

5 U15 酒井　寛大 ｻｶｲ ｶﾝﾀﾞｲ 14 1702988 三重 朝日中学校 ○ ○

6 女子Jr 永野日和鈴 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾖﾘ 17 1600216 東京 成蹊高校 ○

7 女子Jr 金田　舞夏 ｶﾈﾀﾞ ﾏｲｶ 16 1500468 神奈川 伊豆CSC ○

8 女子Jr 矢田　寿々 ﾔﾀ ｽｽﾞ 16 1600060 静岡 伊豆総合高校 ○

9 女子Jr 野寺　　梓 ﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ 18 1502292 静岡 伊豆総合高校 ○

10 女子Jr 中川　由理 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘ 18 1600905 埼玉 川越工業高校 ○

11 女子Jr 堀口　結生 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾐ 18 1601259 埼玉 栄北高校 ○

12 女子Jr 杉浦　菜留 ｽｷﾞｳﾗ ﾅﾙ 18 1602536 愛知 城西高校 ○

13 女子Jr 山本　海美 ﾔﾏﾓﾄ ｳﾐ 17 0010524 岩手 紫波総合高校 ○

14 女子Jr 高木　香帆 ﾀｶｷﾞ ｶﾎ 18 0000906 岩手 紫波総合高校 ○

15 女子Jr 阿部　セラ ｱﾍﾞ ｾﾗ 17 1701127 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○

16 女子Jr 太郎田水桜 ﾀﾛｳﾀﾞ ﾐｵ 18 1600217 東京 東京成徳大学高校 ○

17 女子 中村　千佳 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 25 0800184 大阪 Live GARDEN BiciStelle ○

18 女子 伊藤　優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 34 1700729 兵庫 ZERO UNO FRONTIER ○

19 女子 島袋　陽子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｳｺ 46 1402380 兵庫 ZERO UNO FRONTIER ○

20 女子 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 20 1301596 静岡 順天堂大学 ○

21 女子 野島理紗子 ﾉｼﾞﾏ ﾘｻｺ 20 1400860 神奈川 順天堂大学 ○

22 女子 五味田奈穂 ｲﾂﾐﾀﾞ ﾅｵ 21 1601014 千葉 順天堂大学 ○

23 女子 鈴木　章代 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖ 33 1600221 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○

24 女子 鈴木　媛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾒ 20 1401128 山梨 山梨学院大学 ○

25 女子 寸田　　桜 ｽﾝﾀﾞ ｻｸﾗ 19 1701351 京都 立命館大学 ○

26 女子 中村　愛花 ﾅｶﾑﾗ ｱｲｶ 20 1400605 福井 日本体育大学 ○

27 女子 岡本　二菜 ｵｶﾓﾄ ﾆﾅ 21 1300277 東京 日本体育大学 ○

28 女子 伊藤　真生 ｲﾄｳ ﾏｵ 22 1201471 宮城 日本体育大学 ○

29 男子U17 照井　力斗 ﾃﾙｲ ﾘｷﾄ 16 0020219 岩手 紫波総合高校 ○

30 男子Jr 佐藤　威吹 ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ 18 0000513 岩手 紫波総合高校 ○

31 男子U17 三神　遼矢 ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾔ 16 1701423 福島 平工業高校 ○

32 男子Jr 芹澤　　翔 ｾﾘｻﾞﾜ ｼｮｳ 17 1701424 福島 平工業高校 ○

33 男子Jr 五十嵐　綾 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 18 1702407 福島 平工業高校 ○

34 男子U17 千徳　竜輝 ｾﾝﾄｸ ﾘｮｳｷ 16 1702936 埼玉 浦和北高校 ○

35 男子Jr 金井　優樹 ｶﾅｲ ﾕｳｷ 17 1702271 埼玉 浦和北高校 ○

36 男子Jr 剣持　知哉 ｹﾝﾓﾁ ﾄﾓﾔ 17 1702269 埼玉 浦和北高校 ○

37 男子Jr 氏原真之介 ｳｼﾞﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ 17 1600863 埼玉 浦和北高校 ○

38 男子Jr 今井　　希 ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ 17 1600867 埼玉 浦和北高校 ○

39 男子Jr 阿蘇　　暖 ｱｿ ﾀﾞﾝ 17 1600862 埼玉 浦和北高校 ○

40 男子Jr 園田　大智 ｿﾉﾀﾞ ﾀｲﾁ 18 1600861 埼玉 浦和北高校 ○
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41 男子Jr 重山　晃輝 ｼｹﾞﾔﾏ ｺｳｷ 18 1600868 埼玉 浦和北高校 ○

42 男子Jr 田中　岬生 ﾀﾅｶ ﾐｻｷ 18 1500240 埼玉 川越工業高校 ○

43 男子Jr 山田　雄大 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 18 1600824 埼玉 川越工業高校 ○

44 男子Jr 川崎　三織 ｶﾜｻｷ ﾐｵﾘ 17 1701257 埼玉 栄北高校 ○

45 男子Jr 髙橋　侑世 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｾｲ 17 1601074 埼玉 栄北高校 ○

46 男子Jr 杉野　太一 ｽｷﾞﾉ ﾀｲﾁ 18 1601075 埼玉 栄北高校 ○

47 男子Jr 橋谷　成海 ﾊｼﾀﾆ ﾅﾙﾐ 18 1601670 埼玉 栄北高校 ○

48 男子Jr 原　　崇泰 ﾊﾗ ﾀｶﾔｽ 18 1501572 東京 慶應義塾高校 ○

49 男子Jr 風間　竜太 ｶｻﾞﾏ ﾘｭｳﾀ 18 1601791 山梨 甲府工業高校 ○

50 男子Jr 平松　和真 ﾋﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 18 1501840 山梨 甲府工業高校 ○

51 男子Jr 武井　稜哉 ﾀｹｲ ﾘｮｳﾔ 17 1700055 山梨 日川高等学校 ○

52 男子Jr 石田　拓真 ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 17 1701346 岐阜 岐阜第一高校 ○

53 男子Jr 木村　天哉 ｷﾑﾗ ﾀｶﾔ 18 1600735 岐阜 岐阜第一高校 ○

54 男子Jr 三井　　海 ﾐﾂｲ ｶｲ 18 1600737 岐阜 岐阜第一高校 ○

55 男子Jr 筒井　海翔 ﾂﾂｲ ｶｲﾄ 18 1600730 岐阜 岐阜第一高校 ○

56 男子Jr 黒川祐次郎 ｸﾛｶﾜﾕｳｼﾞﾛｳ 17 1701373 静岡 伊豆総合高校 ○

57 男子Jr 渡邉　雅也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ 17 1600759 静岡 星陵高校 ○

58 男子Jr 長田　龍拳 ｵｻﾀﾞ ﾘｭｳｹﾝ 18 1600758 静岡 星陵高校 ○

59 男子Jr 中津川　開 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｶｲ 17 1601751 静岡 浜松学院高校 ○

60 男子U17 柴田　大輝 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 16 1701996 静岡 静岡北高校 ○

61 男子Jr 梶原　聖悟 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｺﾞ 17 1701995 静岡 静岡北高校 ○

62 男子Jr 安本　将人 ﾔｽﾓﾄ ﾏｻﾄ 17 1701993 静岡 静岡北高校 ○

63 男子Jr 海野　有輝 ｳﾝﾉ ﾕｳｷ 17 1701994 静岡 静岡北高校 ○

64 男子E 津田　悠太 ﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 19 1500036 静岡 伊豆総合高校 ○

65 男子E 西脇　智樹 ﾆｼﾜｷ ﾄﾓｷ 19 1500849 岐阜 MINOURA大垣レーシング ○

66 男子E 清水　大樹 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 19 1201870 神奈川 横浜高校 ○

67 男子E 森　　光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 20 1301393 千葉 Blanche Racing　Team ○

68 男子E 平澤　輝一 ﾋﾗｻﾜ ｷｲﾁ 20 1401122 静岡 フィッツ ○

69 男子E 岡野　竜希 ｵｶﾉ ﾘｭｳｷ 21 1301302 岡山 順天堂大学 ○

70 男子E 植益　和行 ｳｴﾏｽ ｶｽﾞﾕｷ 21 1300702 大阪 大阪産業大学 ○

71 男子E 宮本　隆司 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ 22 1201812 神奈川 慶應義塾大学 ○

72 男子E 関根　啓総 ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ 23 1201799 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト ○

73 男子E 風間　涼帆 ｶｻﾞﾏ ﾘｮｳﾎ 24 6149773 福島 Deutshe Sporthochschule Köin ○

74 男子E 新村　　穰 ｼﾝﾑﾗ ﾐﾉﾘ 25 0901201 茨城 CS Slinger

75 男子E 長尾　宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 25 1401605 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○

76 男子E 辻本　尚希 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 26 0700592 東京 AVENTURAAIKOH VICTORIA RACING ○

77 男子E 西沢　倭義 ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾖﾘ 27 0700758 京都 CiervoNARA ○

78 男子E 中村龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 28 0900955 千葉 イナーメ信濃山形 ○

79 男子E 樫尾　一知 ｶｼｵ ｲｯﾁ 31 0300682 兵庫 ゼロ・ウノ・フロンティア ○

80 男子E 高橋　伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 51 1200031 静岡 FIETS GROEN ○
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81 男子E 新谷　佳史 ｼﾝﾀﾆ ﾖｼﾌﾐ 22 1601778 東京 東京大学 ○

82 男子E 井上功一朗 ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁﾛｳ 22 1502044 東京 東京大学 ○

83 男子E 長岡　能活 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼｶﾂ 22 1501908 神奈川 東京大学 ○

84 男子E 寺﨑　浩平 ﾃﾗｻｷ ｺｳﾍｲ 24 0900707 福井 福井県体育協会 ○

85 男子E 荒井　佑太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 23 19950719 福井 福井県庁 ○

86 男子E 大山　慶祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 20 1401046 京都 立命館大学 ○

87 男子E 山住虎太郎 ﾔﾏｽﾞﾐ ｺﾀﾛｳ 20 1401104 兵庫 立命館大学 ○

88 男子E 嶋田　　祥 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳ 20 1600379 愛知 立命館大学 ○

89 男子E 亀谷　昌慈 ｶﾒｶﾞｲ ﾏｻﾖｼ 20 1400999 岐阜 朝日大学 ○

90 男子E 久保田寛栄 ｸﾎﾞﾀ ｶﾝｴｲ 20 1401139 沖縄 朝日大学 ○

91 男子E 平田　裕貴 ﾋﾗﾀ ﾕｳｷ 20 1400504 熊本 朝日大学 ○

92 男子E 永田　吏玖 ﾅｶﾞﾀ ﾘｸ 21 1301003 岐阜 朝日大学 ○

93 男子E 小野　舜介 ｵﾉ ｼｭﾝｽｹ 21 1301046 岡山 朝日大学 ○

94 男子E 高原　渓人 ﾀｶﾊﾗ ｹｲﾄ 22 1200835 静岡 朝日大学 ○

95 男子E 成貞　琳平 ﾅﾘｻﾀﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ 22 1201090 岡山 朝日大学 ○

96 男子E 滿田　光紀 ﾐﾂﾀﾞ ｺｳｷ 19 1401334 熊本 日本体育大学 ○

97 男子E 安彦　統賀 ｱﾋﾞｺ ﾑﾈﾖｼ 19 1400838 埼玉 日本体育大学 ○

98 男子E 村田　祐樹 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 20 1401185 富山 日本体育大学 ○

99 男子E 關根　論容 ｾｷﾈ ﾉﾘﾋﾛ 20 1401725 埼玉 日本体育大学 ○

100 男子E 當原　隼人 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾊﾔﾄ 21 1301199 沖縄 日本体育大学 ○

101 男子E 山下　祥平 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 21 1200785 愛媛 日本体育大学 ○

102 男子E 古賀　友康 ｺｶﾞ ﾄﾓﾔｽ 22 1001687 長崎 日本体育大学 ○

103 男子E 松岡　辰秦 ﾏﾂｵ ﾀﾂﾋ 22 1201591 熊本 日本体育大学 ○

104 男子E 上野　恭哉 ｳｴﾉ ｷｮｳﾔ 20 1301143 福岡 法政大学 ○

105 男子E 堀込　統吾 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾄｳｺﾞ 20 1300731 青森 法政大学 ○

106 男子E 近藤　翔馬 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾏ 21 1301217 愛媛 法政大学 ○

107 男子E 鈴木　　良 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 22 1201454 神奈川 法政大学 ○

108 男子E 渡部　将太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 22 1201100 岡山 法政大学 ○

109 男子E 青島　敬佑 ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 19 1501198 静岡 静岡北高校 ○

110 男子E 松本　京太 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀ 20 1401169 静岡 日本体育大学 ○

111 男子E 鈴木　陸来 ｽｽﾞｷ ﾘｯｸ 22 1201185 静岡 法政大学 ○

112 男子M 金井　慎次 ｶﾅｲ ｼﾝｼﾞ 38 9901604 静岡 ガスも電気も。静岡ガス ○

113 男子M 山田　高嗣 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 41 9701452 静岡 ミソノイレーシングチーム ○

114 男子M 佐々木恒輔 ｻｻｷ ｺｳｽｹ 44 1200425 島根 BUCYO coffee.CLT ○

115 男子M 須藤　　実 ｽﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ 49 1602266 福島 郡山運送(株) ○

116 男子M 濱中　康志 ﾊﾏﾅｶ ﾔｽｼ 56 1301599 兵庫 ZERO UNO FRONTIER ○


