
日本競輪学校第115回生徒入学試験合格者名簿

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

北日本 青森 1105 小原　丈一郎 19 中部 愛知 4303 磯村　蓮太 20

北日本 青森 1106 磯島　成介 18 中部 三重 4401 勝谷　勝治 27

北日本 青森 1107 小原　佑太 22 近畿 福井 5001 髙田　修汰 18

北日本 岩手 1109 照井　拓成 22 近畿 福井 5003 脇本　勇希 19

北日本 岩手 1111 後藤　悠 22 近畿 奈良 5302 吉堂　将規 24

北日本 宮城 1202 阿部　架惟都 18 近畿 奈良 5303 田中　大我 19

北日本 福島 1205 鈴木　涼介 20 近畿 大阪 5401 井坂　泰誓 23

北日本 福島 1206 石井　洋輝 18 近畿 大阪 5405 谷　和也 19

北日本 福島 1208 宇佐見　優介 24 近畿 和歌山 5502 古賀　勝大 26

北日本 福島 1209 板垣　昴 25 近畿 和歌山 5504 南　蓮 18

北日本 福島 1210 髙橋　晋也 23 近畿 和歌山 5505 張野　幸聖 18

北日本 福島 1213 伊藤　奎 19 中国 岡山 6006 晝田　宗一郎 18

関東 茨城 2202 佐藤　礼文 26 中国 岡山 6007 野上　竜太 22

関東 茨城 2206 小畑　勝広 18 中国 岡山 6008 田上　晃也 20

関東 茨城 2207 朝倉　智仁 18 中国 岡山 6009 城戸　俊潔 19

関東 栃木 2302 幸田　望夢 18 中国 広島 6101 池川　瑠威 19

関東 栃木 2304 福田　滉 18 中国 広島 6103 村上　竜馬 22

関東 栃木 2306 坂井　洋 23 四国 徳島 7002 蒋野　翔太 22

関東 埼玉 2402 荒木　貴大 24 四国 香川 7101 北野　佑汰 18

関東 東京 2502 鈴木　薫 19 四国 愛媛 7204 今野　有樹 20

関東 東京 2503 寺沼　伊織 20 四国 愛媛 7205 下野　義城 21

関東 東京 2504 寺沼　拓摩 19 四国 愛媛 7206 外田　心斗 19

関東 東京 2505 浅見　隼 20 九州 福岡 8103 岩谷　拓磨 20

関東 東京 2507 山本　修平 22 九州 福岡 8203 竹元　健竜 20

関東 東京 2508 武田　亮 18 九州 福岡 8205 原井　博斗 22

関東 長野 2602 宮下　一歩 25 九州 福岡 8206 大久保　隆矢 24

南関東 千葉 3007 原田　亮太 21 九州 熊本 8307 宮﨑　大空 18

南関東 神奈川 3202 松坂　侑亮 20 九州 熊本 8308 緒方　慎太朗 19

南関東 静岡 3302 齋木　翔多 19 九州 熊本 8313 松尾　勇吾 19

中部 岐阜 4202 藤井　稜也 21 九州 佐賀 8403 立部　楓真 19

中部 岐阜 4203 三浦　貴大 19 九州 佐賀 8404 天野　純平 19

中部 岐阜 4204 山口　聖矢 24 九州 長崎 8501 阪本　和也 22

中部 愛知 4302 藤井　侑吾 23 九州 沖縄 8608 伊藤　颯馬 19

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

関東 茨城 2901 遠藤　洋希 22 関東 茨城 2904 土田　武志 18

関東 茨城 2903 土田　栄二 21 関東 群馬 2907 佐々木　悠葵 22

以上  4 名（適性）

※　年令は平成30年4月1日現在

※　地区別は、願書を受理した地区本部による

以上  66 名（技能）


