
日本競輪学校第117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 北海道 1001 大森　光明 19 中部 岡山 4209 畝木　聖 22

北日本 青森 1103 坂本　紘規 22 中部 愛知 4308 林　　敬宏 27

北日本 岩手 1110 小笠原　光 22 中部 三重 4401 下井　竜 24

北日本 宮城 1201 櫻井　祐太郎 19 中部 三重 4402 倉田　紘希 18

関東 新潟 2005 片桐　善也 24 近畿 福井 5001 小松原　正登 20

関東 茨城 2201 梁島　邦友 19 近畿 福井 5002 枠元　一葵 19

関東 茨城 2202 黒滝　大翔 24 近畿 福井 5004 寺﨑　浩平 25

関東 栃木 2301 中村　隆生 18 近畿 京都 5203 安藤　直希 21

関東 栃木 2303 秋本　耀太郎 21 近畿 京都 5204 村田　瑞季 22

関東 栃木 2304 上川　直紀 22 近畿 大阪 5404 仲野　結音 19

関東 栃木 2305 藤野　竜也 19 近畿 大阪 5408 土生　敦弘 19

関東 埼玉 2401 戸邉　捺希 20 近畿 和歌山 5502 中村　泰輔 25

関東 埼玉 2402 藤田　周磨 21 近畿 和歌山 5504 貴志　修己 23

関東 埼玉 2407 山田　雄大 18 中国 広島 6101 町田　太我 18

関東 埼玉 2409 太田　龍希 18 四国 徳島 7004 久田　裕也 19

関東 東京 2501 鈴木　玄人 22 四国 香川 7102 石原　颯 19

関東 東京 2502 水森　湧太 19 四国 愛媛 7205 和泉　尚吾 22

関東 東京 2507 岡田　亮太 18 四国 愛媛 7206 大平　竜太郎 18

関東 長野 2603 菊池　岳仁 18 四国 愛媛 7209 犬塚　貴之 18

南関東 千葉 3005 成清　龍之介 19 四国 高知 7301 倉松　涼 22

南関東 神奈川 3101 佐々木　和紀 22 九州 大分 8007 阿部　将大 22

南関東 神奈川 3102 佐々木　眞也 24 九州 福岡 8103 吉田　勇気 30

南関東 神奈川 3103 青野　将大 24 九州 福岡 8212 中村　翔平 25

南関東 静岡 3301 長田　龍拳 18 九州 熊本 8306 緒方　将樹 20

南関東 静岡 3302 仁藤　秀 20 九州 熊本 8309 山川　奨太 21

南関東 静岡 3303 鈴木　陸来 22 九州 熊本 8310 松岡　辰泰 22

南関東 静岡 3304 渡邉　雅也 18 九州 熊本 8311 松本　秀之介 18

南関東 静岡 3317 道場　晃規 21 九州 熊本 8312 伊藤　旭 18

中部 愛知 4102 内藤　久文 27 九州 熊本 8313 兼本　将太 22

中部 岐阜 4201 小浦　凪 19 九州 熊本 8315 田　典幸 27

中部 岐阜 4202 橋本　優己 19 九州 佐賀 8403 青柳　靖起 19

中部 岐阜 4204 長屋　秀明 18 九州 宮崎 8603 松本　一志 22

中部 岐阜 4207 長谷部　龍一 22 九州 鹿児島 8607 谷元　奎心 18

中部 岐阜 4208 安達　隆己 22

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 東京 2912 山本　勝利 20 近畿 大阪 5904 溝口　葵 26

南関東 神奈川 3905 小坂元　雄斗 25

以上  3 名（適性）

※　年令は平成31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  67 名（技能）


