
日本競輪学校第113回生徒入学試験合格者名簿

地区 府県 受験番号 氏 名 年令 地区 府県 受験番号 氏 名 年令

北日本 北海道 1002 八嶋　稔真 20 中部 三重 4403 井田　晶之 25

北日本 北海道 1003 渋谷　海 20 近畿 奈良 5305 元砂　海人 27

北日本 青森 1107 嵯峨　昇喜郎 18 近畿 大阪 5402 中武　三四郎 24

北日本 岩手 1110 藤根　俊貴 22 近畿 大阪 5404 福永　大智 18

北日本 宮城 1201 太田　将成 20 近畿 大阪 5409 中釡　章成 20

北日本 福島 1203 佐々木　堅次 22 近畿 大阪 5412 大城　慶之 32

関東 新潟 2002 舟山　佑京 19 近畿 兵庫 5602 伊藤　歩登 18

関東 長野 2102 中嶋　宣成 26 中国 岡山 6001 佐伯　亮輔 22

関東 群馬 2103 小林　泰正 22 中国 岡山 6006 田中　和磨 20

関東 栃木 2302 眞杉　匠 18 中国 岡山 6007 山﨑　駿哉 19

関東 埼玉 2402 小玉　勇一 22 中国 岡山 6008 髙井　流星 21

関東 埼玉 2404 尾﨑　悠生 19 中国 広島 6103 増田　仁 31

関東 埼玉 2405 森田　優弥 18 中国 広島 6105 藤井　將 23

関東 東京 2502 鈴木　輝大 22 中国 山口 6205 安本　昇平 22

関東 東京 2503 河合　佑弥 22 中国 山口 6206 宮本　隼輔 22

関東 東京 2504 今井　聡 29 四国 徳島 7001 久樹　克門 25

関東 東京 2505 清水　健次 24 四国 徳島 7006 田村　裕也 21

関東 東京 2507 柿本　大貴 21 四国 愛媛 7203 薦田　将伍 19

関東 東京 2508 樋口　開土 20 四国 高知 7302 山中　崇弘 21

関東 東京 2509 磯川　勝裕 22 四国 高知 7303 土居　佑次 19

関東 埼玉 2607 植原　琢也 22 九州 大分 8001 篠田　樹 20

南関東 千葉 3001 栗本　尚宗 23 九州 大分 8003 小原　亮哉 26

南関東 千葉 3002 小林　稜武 23 九州 熊本 8305 曽我　圭佑 22

南関東 神奈川 3204 國井　裕樹 32 九州 熊本 8306 上田　尭弥 19

南関東 神奈川 3206 松井　宏佑 24 九州 熊本 8307 上野　優太 20

南関東 静岡 3301 箱田　達也 20 九州 熊本 8308 嘉永　泰斗 19

南関東 静岡 3302 吉元　大生 18 九州 佐賀 8402 橋本　瑠偉 22

南関東 静岡 3303 内山　雅貴 21 九州 佐賀 8403 山口　敦也 19

南関東 静岡 3304 渡邉　直弥 20 九州 佐賀 8405 真﨑　章徳 21

中部 岐阜 4201 橋本　英也 23 九州 長崎 8502 富永　翔平 30

中部 岐阜 4204 山口　拳矢 21 九州 長崎 8505 中里　福太郎 21

中部 岐阜 4205 山田　諒 18 九州 沖縄 8605 ラモス　レオ 19

中部 愛知 4307 福田　真平 29 以上  65 名（技能）

 

地区 府県 受験番号 氏 名 年令 地区 府県 受験番号 氏 名 年令

北日本 福島 1910 山田　祐太 28 関東 埼玉 2904 黒沢　征治 25

北日本 福島 1911 前川　大輔 26 近畿 滋賀 5903 佐山　寛明 29

北日本 福島 1912 井寺　亮太 24 以上  5 名（適性）

１ ．技能試験合格者

２．適性試験合格者

※　年令は平成29年４月１日現在

※　地区別は、願書を受理した地区本部・支部による


