
平成２４年 表彰選手一覧表 平成２５年1月１６日
(財)ＪＫＡ

受賞名 受賞選手 府県 登録番号

　

総取得賞金額 138,599,399 円 （第3位） H17・21年優秀選手賞 　

平均競走得点 118.29 点 （第1位） H22・23年特別敢闘選手賞

勝率 50.61 ％ （第1位） H16年優秀新人選手賞

連対率 64.19 ％ （第1位）

優勝回数 10 回 （第1位）

総取得賞金額 158,590,868 円 （第1位） 　

平均競走得点 115.66 点 （第7位）  

勝率 41.37 ％ （第5位）

連対率 45.97 ％ （第33位）

優勝回数 3 回 （第29位）

H17・18・20年国際賞 　

総取得賞金額 149,966,500 円 （第2位） 　

平均競走得点 116.68 点 （第4位）

勝率 17.91 ％ （第148位）

連対率 43.28 ％ （第49位）

優勝回数 2 回 （第42位）

最優秀選手賞 13923

成田和也
（初受賞）

武田豊樹
（初受賞）

茨城県

優秀選手賞

村上義弘
（５回目）

13917

京都府 12833

福島県

受賞歴受賞理由

年間における総取得賞金額、S級における平均競走得点、勝率、連対
率及び優勝回数、更にGP及びGⅠの優勝者等について総合審査し、
最も優れていた頭書の選手に決定した。

年間における総取得賞金額、S級における平均競走得点、勝率、連対
率及び優勝回数、更にGP及びGⅠの優勝者等について総合審査し、
頭書の選手に決定した。

年間における総取得賞金額、S級における平均競走得点、勝率、連対
率及び優勝回数、更にGP及びGⅠの優勝者等について総合審査し、
頭書の選手に決定した。

Ｈ14・15・22・23年優秀選手賞



平成２４年 表彰選手一覧表 平成２５年1月１６日
（財）ＪＫＡ

受賞名 受賞選手 府県 登録番号

総取得賞金額 16,078,400 円 （第1位）

平均競走得点 101.18 点 （第2位）

（参考）

勝率 54.11 ％ （第8位）

連対率 68.23 ％ （第16位）

優勝回数 4 回 （第24位）

H23年優秀選手賞

グランプリ 第８位 H23年特別賞

日本選手権 第５位 H22年優秀新人選手賞

高松宮記念杯 第５位

寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント 第４位

総取得賞金額 75,048,500 円 （第6位）

平均競走得点 117.61 点 （第2位）

勝率 43.75 ％ （第3位）

連対率 57.81 ％ （第5位）

優勝回数 4 回 （第8位）

平成24年の1年間に実施されたGP及びGⅠの決勝競走に出走した選
手の中から審議した結果、GP及び日本選手権、高松宮記念杯、寬仁
親王牌・世界選手権記念トーナメントの決勝競走において先行主体の
競走で活躍し、年間総取得賞金額が第6位、年間平均競走得点第2位、
年間勝率第3位、年間連対率第5位であるなど、お客様の記憶に強く残
るような敢闘精神溢れる競走を評価し、頭書の選手に決定した。

14682

14534

受賞歴受賞理由

登録されてから3年以内の選手で、年間における総取得賞金額及び平
均競走得点について総合審査し、頭書の選手に決定した。（S級及びA
級での成績）
ただし、本賞は平成22年に登録した選手から適用するため、平成24年
については、第98回生～第100回生が対象である。

※順位は第98回生～第100回生208名中の順位である。

優秀新人選手賞
原田研太朗
（第９８回生）

徳島県

特別敢闘選手賞
深谷知広
（初受賞）

愛知県



平成２４年 表彰選手一覧表 平成２５年1月１６日
(財)ＪＫＡ

受賞名 受賞選手 府県 登録番号

坂本貴史 青森 14348

河端朋之 岡山 14484

稲毛健太 和歌山 14606

国際賞

受賞歴受賞理由

平成24年10月11～13日にコロンビア・カリで開催された「2012-2013UCIトラック・ワールド
カップ・クラシクス第1戦」において、チームスプリント種目で第2位に入賞したことから、頭書
の選手に決定した。

平成24年10月11～13日にコロンビア・カリで開催された「2012-2013UCIトラック・ワールド
カップ・クラシクス第1戦」において、チームスプリント種目で第2位に入賞し、平成24年11月
16～18日にイギリス・グラスゴーで開催された同第2戦において、ケイリン種目で第3位に入
賞したことから、頭書の選手に決定した。

平成24年10月11～13日にコロンビア・カリで開催された「2012-2013UCIトラック・ワールド
カップ・クラシクス第1戦」において、チームスプリント種目およびケイリン種目で第2位に入
賞したことから、頭書の選手に決定した。



平成２４年 表彰選手一覧表 平成２５年1月１６日
(財)ＪＫＡ

受賞名 受賞選手 府県 登録番号

特別賞 脇本雄太 福井 14396

　

平均競走得点 56.70 点 （第1位） 　

勝率 77.41 ％ （第1位）  

連対率 87.09 ％ （第1位）

総取得賞金額 5,258,000 円 （第2位）

優勝回数 6 回 （第1位）

平均競走得点 56.25 点 （第2位）

勝率 77.41 ％ （第1位）

連対率 83.87 ％ （第2位）

総取得賞金額 4,758,000 円 （第3位）

優勝回数 5 回 （第2位）

平均競走得点 54.46 点 （第6位）

勝率 25.80 ％ （第7位）

連対率 51.61 ％ （第7位）

総取得賞金額 8,460,000 円 （第1位）

優勝回数 3 回 （第3位）

高松宮記念杯、寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント、オールス
ターの決勝競走をはじめとして、年間を通じて競輪の醍醐味である気
迫溢れる徹底先行で多くのファンを魅了し、大きなインパクトを与えた
ことから、頭書の選手を特別賞選手として決定した。

特別賞
（ガールズ最優

秀選手賞）

特別賞
（ガールズ優秀

選手賞）

中村由香里 東京 14902

平成24年7月～12月のガールズケイリンにおける平均競走得点、勝
率、連対率、総取得賞金額および優勝回数等の成績について総合審
査し、頭書の選手に決定した。

平成24年7月～12月のガールズケイリンにおける平均競走得点、勝
率、連対率、総取得賞金額および優勝回数等の成績について総合審
査し、最も優れていた頭書の選手に決定した。

受賞理由 受賞歴

小林莉子 東京 14900

平成24年7月～12月のガールズケイリンにおける平均競走得点、勝
率、連対率、総取得賞金額および優勝回数等の成績について総合審
査し、頭書の選手に決定した。

加瀬加奈子 新潟 14905



平成２４年　表彰選手一覧表 平成２５年１月１６日
（財）ＪＫＡ

受賞名 受賞選手 府県 登録番号

小林宏年 静岡 11142

特別功労賞

日本競輪選手会を通じて同支部より応募のあった8件の社会貢献活
動について、活動内容、活動頻度や社会波及効果等を総合審査した
結果、児童養護施設の子供達へのランドセル・文房具の寄付活動を
個人として始め、同県の若い選手にも活動を引き継いでいることか
ら、頭書の選手に決定した。

受賞理由 受賞歴

日本競輪選手会を通じて同支部より応募のあった8件の社会貢献活
動について、活動内容、活動頻度、社会波及効果等を総合審査した
結果、千葉GⅢにおける「愛の競輪」などをはじめとして、年間を通じて
知的障害者施設への支援活動を行っており、かつ長年に渡って継続
していることから、頭書の選手会支部に決定した。

（一社）日本競輪選手会千葉支部


