
１．技能試験合格者
地区 府県 受験番号 氏 名 年令 地区 府県 受験番号 氏 名 年令

宮城 1202 相澤 政宏 30 愛知 4301 山田 哲也 26

宮城 1203 橋本 智昭 26 愛知 4304 山口 智弘 18

宮城 1204 泉 慶輔 18 福井 5003 奥出 健士郎 20

宮城 1205 鈴木 裕斗 18 福井 5004 中地 麻人 19

福島 1208 泉 文人 18 滋賀 5103 藤井 昭吾 22

福島 1209 佐川 拓也 19 大阪 5401 辻本 達矢 28

福島 1210 古川 喬 25 大阪 5405 岡嶋 登 23

長野 2008 荒井 春樹 22 大阪 5408 川東 由幸 20

群馬 2105 三好 恵一郎 21 和歌山 5501 中野 智公 19

千葉 2201 林 直輝 21 和歌山 5503 岩井 良平 19

茨城 2202 石川 裕二 24 兵庫 5603 藤井 栄二 18

茨城 2203 森 尋紀 19 岡山 6003 坂本 修一 21

栃木 2305 福冨 哲也 25 香川 6011 中村 伊裕 19

埼玉 2401 髙橋 昇平 19 広島 6104 細田 純平 19

埼玉 2402 中田 健太 18 広島 6105 古橋 孝之 31

埼玉 2405 山崎 輝夫 18 香川 7101 秋山 直岐 26

東京 2503 長沼 謙太 19 高知 7301 川上 修平 30

東京 2505 大山 誉史 28 高知 7303 阿部 弘 27

埼玉 2601 和田 禎嗣 23 高知 7305 小原 周祐 18

千葉 3001 櫻川 雅彦 24 高知 7306 竹村 達也 18

千葉 3003 須藤 悟 19 大分 8001 魚屋 周成 18

千葉 3007 猪狩 祐樹 21 福岡 8103 名川 豊 18

千葉 3008 河上 陽一 33 福岡 8204 古川 大輔 24

神奈川 3102 鈴木 広人 25 熊本 8302 烏川 昌大 26

神奈川 3103 郡司 浩平 18 熊本 8305 本郷 雄三 20

神奈川 3202 和田 真久留 18 長崎 8501 山口 幸太郎 30

静岡 3302 吉竹 雄城 19 長崎 8502 船倉 卓郎 24

岐阜 4201 川西 貴之 22 宮崎 8606 瀬口 匠 20

岐阜 4202 横関 裕樹 20 鹿児島 8607 茅野 寛史 30

岐阜 4203 山田 純也 20 鹿児島 8608 上吹越 俊一 32

以上 ６０名（技能）

２．適性試験合格者
地区 府県 受験番号 氏 名 年令 地区 府県 受験番号 氏 名 年令

北海道 1901 花田 将司 22 南関東 神奈川 3909 河野 淳吾 26

福島 1905 大松 純二 20 岐阜 4903 竹内 雄作 21

福島 1908 髙橋 広大 21 岐阜 4904 今藤 康裕 23

福島 1909 猪俣 康一 32 近畿 兵庫 5912 樫村 伸平 21

福島 1910 小松﨑 大地 26 四国 高知 7905 宮﨑 一彰 33

山梨 2902 今村 俊雄 29 大分 8901 萱島 大介 29

群馬 2903 川嶋 健介 25 熊本 8904 髙村 星八 22

南関東 千葉 3902 里見 恒平 32

以上 １５名（適性）

※　年令は平成21年4月1日現在

※ 地区別は、願書を受理した競技会による

日本競輪学校第９９回生徒入学試験合格者名簿
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