
平成２６年 表彰選手一覧表 平成２７年1月２９日
(公財)ＪＫＡ

受賞名 受賞選手 府県 登録番号

H24年最優秀選手賞 　

総取得賞金額 220,921,000 円 （第1位） H17・21年優秀選手賞 　

平均競走得点 118.05 点 （第4位） H16年優秀新人選手賞

勝率 63.93 ％ （第1位） H22・23年特別敢闘賞

連対率 78.68 ％ （第1位）

優勝回数 10 回 （第1位）

H5・7・9～12年最優秀選手賞

総取得賞金額 84,681,000 円 （第5位） H6・8・13・17年優秀選手賞

平均競走得点 115.96 点 （第8位） H1・最優秀新人選手賞

勝率 34.17 ％ （第18位） H9年特別敢闘賞

連対率 53.16 ％ （第15位） H7・9・10・12・14年国際賞

優勝回数 5 回 （第5位） H16年特別賞

総取得賞金額 108,239,000 円 （第2位）

平均競走得点 117.90 点 （第5位） H14・15・22～24年優秀選手賞

勝率 41.93 ％ （第7位）

連対率 59.67 ％ （第7位）

優勝回数 4 回 （第10位）

H23・25年優秀選手賞

総取得賞金額 97,234,000 円 （第3位） H22年優秀新人選手賞

平均競走得点 118.20 点 （第2位） H24年特別敢闘選手賞

勝率 49.18 ％ （第4位） H23年特別賞

連対率 63.93 ％ （第4位）

優勝回数 4 回 （第10位）

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の成績等について総合審査し、頭
書の選手に決定した。

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、
全会一致で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の成績等について総合審査し、頭
書の選手に決定した。

最優秀選手賞 13923
武田豊樹
（2回目）

茨城県

神山雄一郎
（5回目）

深谷知広
（3回目）

愛知県 14534

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の成績等について総合審査し、頭
書の選手に決定した。

優秀選手賞
村上義弘
（6回目）

京都府 12833

栃木県 11778



平成２６年 表彰選手一覧表 平成２７年1月２９日
(公財)ＪＫＡ

受賞名 受賞選手 府県 登録番号

　

総取得賞金額 14,582,000 円 （第2位） 　

平均競走得点 57.71 点 （第1位）

勝率 95.65 ％ （第1位）

連対率 97.82 ％ （第1位）

優勝回数 15 回 （第1位）

総取得賞金額 22,454,900 円 （第1位） 　

平均競走得点 55.60 点 （第7位）  

勝率 50.57 ％ （第7位）

連対率 73.56 ％ （第7位）

優勝回数 10 回 （第2位）

受賞理由 受賞歴

ガールズ
最優秀選手賞

小林優香
（初受賞）

福岡県 15032

年間における総取得賞金額、競走における平均競走得点、勝率、連
対率及び優勝回数等の成績について総合審査した結果、全会一致で
頭書の選手に決定した。

ガールズ
優秀選手賞

梶田　舞
（初受賞）

栃木県 14961

年間における総取得賞金額、競走における平均競走得点、勝率、連
対率及び優勝回数等の成績について総合審査した結果、頭書の選手
に決定した。



平成２６年 表彰選手一覧表 平成２７年1月２９日
(公財)ＪＫＡ

受賞名 受賞選手 府県 登録番号

総取得賞金額 23,331,600 円 （第1位）

平均競走得点 108.54 点 （第1位）

（参考）

勝率 11.76 ％

連対率 22.35 ％

優勝回数 0 回

グランプリ 第5位 H23年優秀選手賞

全日本選抜 第7位 H23年国際賞

高松宮記念杯 第6位

寬仁親王牌 第2位

オールスター競輪 第5位

競輪祭 第4位

総取得賞金額 85,224,100 円 （第4位）

平均競走得点 118.29 点 （第1位）

勝率 40.5 ％ （第9位）

連対率 59.49 ％ （第8位）

優勝回数 2 回 （第48位）

特別敢闘選手賞

優秀新人選手賞
三谷竜生

（第101回生）
奈良県 14873

受賞歴受賞理由

選手として初出走する月から3年を超えない卒業期の者であって、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、平成26年については、第101回生・第103回生が対象である。

※順位は第101回生・第103回生69名中の順位である。

浅井康太
（初受賞）

三重県 14089

平成２６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
手の中から審査した結果、ＧＰに１回及びＧⅠ決勝競走に５回進出し、
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。



平成２６年 表彰選手一覧表 平成２７年1月２９日
(公財)ＪＫＡ

受賞名 受賞選手 府県 登録番号

H5・7・9～12年最優秀選手賞

総取得賞金額 84,681,000 円 （第5位） H6・8・13・17年優秀選手賞

平均競走得点 115.96 点 （第8位） H1・最優秀新人選手賞

勝率 34.17 ％ （第18位） H9年特別敢闘賞

連対率 53.16 ％ （第15位） H7・9・10・12・14年国際賞

優勝回数 5 回 （第5位） H16年特別賞

受賞歴

特別賞
神山雄一郎

（2回目）
栃木県 11778

最高齢ＫＥＩＲＩＮグランプリ出場（46歳8ヶ月23日）、最高齢Ｓ級Ｓ班在
籍（46歳8ヶ月20日）、ＧⅢ最高齢優勝記録（46歳8ヶ月9日）を達成した
頭書の選手に決定した。

受賞理由



平成２６年　表彰選手一覧表 平成２７年１月２９日
（公財）ＪＫＡ

受賞名 受賞選手 府県 登録番号

坂本毅 秋田県 13086

守澤太志 秋田県 14501

栗田雄矢 静岡 14530

受賞理由 受賞歴

特別功労賞

日本競輪選手会を通じて同支部より対象となるべき社会貢献活動を
募り、応募のあった6件について活動内容、活動頻度、社会波及効果
等を総合審査した。その結果、平成26年8月26日秋田市下浜海水浴
場において人命救助により尊い生命を救う活動を行った頭書の選手
に決定した。

日本競輪選手会を通じて同支部より対象となるべき社会貢献活動を
募り、応募のあった6件について活動内容、活動頻度、社会波及効果
等を総合審査した。その結果、平成26年10月2日焼津市焼津漁港に
おいて人命救助により尊い生命を救う活動を行った頭書の選手に決
定した。



平成２６年　表彰選手一覧表 平成２７年１月２９日
（公財）ＪＫＡ

受賞名 受賞選手 府県 登録番号 受賞歴

国際賞
田中まい
（初受賞）

千葉 14966

受賞理由

平成26年8月29日にアメリカで開催された2014年パラサイクリング世界選手権ロード大会の女子視覚
障害タンデムクラス・ロードタイムトライアルで優勝したことから、頭書の選手に決定した。


