
平成 30年度第 4回記録会 

期日：平成 31年 2月 17日（日）   会場：静岡競輪場  

 

男子フライング 200m タイムトライアル 

 

女子フライング 200m タイムトライアル 

 

№ 種別 選手名 ｶﾅ 所属 学年/年齢 タイム 順位

27 少年 日高 祐太 ﾋﾀﾞｶ ﾕｳﾀ 静岡北 1 11.41 1

28 成年 末岡 正充 ｽｴｵｶ ﾏｻﾐﾂ ぼっちれーしんぐ 11.87 2

24 少年 黒川 祐次郎 ｸﾛｶﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ 伊豆総合 2 12.17 3

20 少年 嶋津 駿弥 ｼﾏﾂﾞ ｼｭﾝﾔ 伊豆総合 1 12.19 4

25 少年 高梨 万里王 ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｵ 星陵 2 12.22 5

23 少年 海野 有輝 ｳﾝﾉ ﾕｳｷ 静岡北 2 12.30 6

21 少年 柴田 大輝 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 静岡北 2 12.38 7

17 少年 末田 幸照 ｽｴﾀﾞ ｺｳｷ 星陵 1 12.51 8

22 少年 梶原 聖悟 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｺﾞ 静岡北 2 12.72 9

19 少年 遠山 友生樹 ﾄｵﾔﾏ ﾕｳｷ 浜松学院 2 12.76 10

18 少年 安本 将人 ﾔｽﾓﾄ ﾏｻﾄ 静岡北 2 12.80 11

10 少年 井村 聖也 ｲﾑﾗ ｾｲﾔ 静岡北 2 12.85 12

15 少年 中村 海斗 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 島田樟誠 2 12.89 13

11 少年 増山 輝咲 ﾏｽﾔﾏ ｶｻﾞｷ 浜松学院 1 12.91 14

16 少年 前島 稔輝 ﾏｴｼﾏ ﾄｼｷ 静岡北 3 12.95 15

9 少年 鈴木 小次廊 ｽｽﾞｷ ｺｼﾞﾛｳ 竜爪中 中3 13.01 16

8 少年 山田 潤 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 静岡北中 中3 13.23 17

14 少年 菅野 哲平 ｶﾝﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 星陵 1 13.41 18

6 少年 西島 維吹 ﾆｼｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ 静岡北 1 13.47 19

7 少年 見崎 銀次 ﾐｻｷ ｷﾞﾝｼﾞ 星陵 1 13.49 20

5 少年 勝村 岳大 ｶﾂﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ 星陵中 中3 13.58 21

26 成年 杉本 敦志 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ SPADE・ACE 43 13.71 22

13 成年 狩野 大吾 ｶﾉ ﾀﾞｲｺﾞ Ｉｋｕｓｅｒ 44 13.82 23

4 少年 平岩 大暉 ﾋﾗｲﾜ ﾀｲｷ 浜松学院 1 14.11 24

1 少年 岩辺 陸 ｲﾜﾅﾍﾞ ﾘｸ 静岡北中 中2 14.68 25

2 少年 芹沢 樹央 ｾﾘｻﾞﾜ ﾐｷｵ 星陵 1 15.45 26

3 少年 若松 剛輝 ﾜｶﾏﾂ ｺﾞｳｷ 浜松学院 2 15.49 27

12 少年 後藤 ゴウ ｺﾞﾄｳ ｺﾞｳ 静岡北 1 DNS

№ 種別 選手名 ｶﾅ 所属 学年/年齢 タイム 順位

4 女子 矢田 寿々 ﾔﾀ ｽｽﾞ 伊豆総合 2 13.89 1

3 女子 渡辺 晴香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 静岡北 2 14.32 2

1 女子 岩辺 愛理 ｲﾜﾅﾍﾞ ｱｲﾘ 静岡北中 中3 14.85 3

2 女子 渡邊 ひかる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 伊豆総合 1 15.03 4
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№ 種別 選手名 ｶﾅ 所属 学年/年齢 タイム 順位

28 成年 末岡 正充 ｽｴｵｶ ﾏｻﾐﾂ ぼっちれーしんぐ 1分 10秒03 1

27 少年 日高 祐太 ﾋﾀﾞｶ ﾕｳﾀ 静岡北 1 1分 10秒39 2

20 少年 嶋津 駿弥 ｼﾏﾂﾞ ｼｭﾝﾔ 伊豆総合 1 1分 13秒60 3

24 少年 黒川 祐次郎 ｸﾛｶﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ 伊豆総合 2 1分 13秒61 4

23 少年 海野 有輝 ｳﾝﾉ ﾕｳｷ 静岡北 2 1分 14秒20 5

25 少年 高梨 万里王 ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｵ 星陵 2 1分 14秒41 6

17 少年 末田 幸照 ｽｴﾀﾞ ｺｳｷ 星陵 1 1分 14秒74 7

26 成年 杉本 敦志 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ SPADE・ACE 43 1分 14秒83 8

21 少年 柴田 大輝 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 静岡北 2 1分 15秒95 9

19 少年 遠山 友生樹 ﾄｵﾔﾏ ﾕｳｷ 浜松学院 2 1分 16秒20 10

18 少年 安本 将人 ﾔｽﾓﾄ ﾏｻﾄ 静岡北 2 1分 16秒47 11

11 少年 増山 輝咲 ﾏｽﾔﾏ ｶｻﾞｷ 浜松学院 1 1分 16秒49 12

22 少年 梶原 聖悟 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｺﾞ 静岡北 2 1分 16秒74 13

14 少年 菅野 哲平 ｶﾝﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 星陵 1 1分 17秒21 14

16 少年 前島 稔輝 ﾏｴｼﾏ ﾄｼｷ 静岡北 3 1分 17秒82 15

9 少年 鈴木 小次廊 ｽｽﾞｷ ｺｼﾞﾛｳ 竜爪中 中3 1分 18秒47 16

10 少年 井村 聖也 ｲﾑﾗ ｾｲﾔ 静岡北 2 1分 18秒50 17

15 少年 中村 海斗 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 島田樟誠 2 1分 20秒55 18

6 少年 西島 維吹 ﾆｼｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ 静岡北 1 1分 20秒79 19

8 少年 山田 潤 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 静岡北中 中3 1分 21秒09 20

7 少年 見崎 銀次 ﾐｻｷ ｷﾞﾝｼﾞ 星陵 1 1分 21秒12 21

13 成年 狩野 大吾 ｶﾉ ﾀﾞｲｺﾞ Ｉｋｕｓｅｒ 44 1分 21秒32 22

5 少年 勝村 岳大 ｶﾂﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ 星陵中 中3 1分 22秒34 23

4 少年 平岩 大暉 ﾋﾗｲﾜ ﾀｲｷ 浜松学院 1 1分 25秒27 24

1 少年 岩辺 陸 ｲﾜﾅﾍﾞ ﾘｸ 静岡北中 中2 1分 29秒61 25

2 少年 芹沢 樹央 ｾﾘｻﾞﾜ ﾐｷｵ 星陵 1 1分 31秒83 26

3 少年 若松 剛輝 ﾜｶﾏﾂ ｺﾞｳｷ 浜松学院 2 1分 32秒20 27

12 少年 後藤 ゴウ ｺﾞﾄｳ ｺﾞｳ 静岡北 1 DNS

№ 種別 選手名 ｶﾅ 所属 学年 タイム 順位

4 女子 矢田 寿々 ﾔﾀ ｽｽﾞ 伊豆総合 2 41秒07 1

3 女子 渡辺 晴香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 静岡北 2 41秒37 2

2 女子 渡邊 ひかる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 伊豆総合 1 42秒47 3

1 女子 岩辺 愛理 ｲﾜﾅﾍﾞ ｱｲﾘ 静岡北中 中3 43秒53 4


