
日本競輪選手養成所第119回選手候補生入所試験合格者名簿

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 1002 荻原　寿嗣 25 中部 愛知 4303 疋田　力也 19

北日本 青森 1101 佐藤　啓斗 23 近畿 京都 5202 徳田　匠 22

北日本 秋田 1108 中込　健太 24 近畿 大阪 5411 福元　啓太 23

北日本 秋田 1109 田口　勇介 19 近畿 和歌山 5501 石塚　慶一郎 18

北日本 宮城 1201 上遠野　拓馬 26 中国 岡山 6007 橋本　凌汰 19

北日本 宮城 1204 木村　佑来 18 中国 岡山 6008 米嶋　恵介 28

北日本 宮城 1205 菅野　航基 18 中国 岡山 6009 大槇　大介 24

北日本 福島 1206 大高　彰馬 20 中国 岡山 6010 山根　将太 22

北日本 福島 1207 菊池　　翔 25 中国 広島 6101 白井　優太朗 18

北日本 福島 1209 平山　優太 20 中国 山口 6204 山崎　航 25

北日本 福島 1215 邊見　光輝 18 中国 山口 6206 阿部　龍也 27

関東 茨城 2205 吉田　有希 18 中国 山口 6207 渡口　勝成 22

関東 茨城 2206 木村　皆斗 18 四国 香川 7101 上野　雅彦 18

関東 茨城 2207 橋本　壮史 24 四国 愛媛 7207 林　昌幸 17

関東 栃木 2301 小池　千啓 22 四国 愛媛 7210 近藤　翔馬 22

関東 埼玉 2405 桑名　僚也 22 九州 大分 8004 髙橋　綜一郎 23

関東 山梨 2602 中島　詩音 22 九州 福岡 8110 山本　浩成 21

関東 神奈川 2603 新村　穣 26 九州 福岡 8112 林　昴 18

関東 長野 2607 堀江　省吾 23 九州 福岡 8203 川野　深 22

南関東 千葉 3002 栗本　武典 23 九州 福岡 8205 神開　一輝 26

南関東 千葉 3004 鈴木　浩太 22 九州 福岡 8207 上野　恭哉 22

南関東 神奈川 3102 金田　涼馬 21 九州 福岡 8208 梶原　大地 22

南関東 神奈川 3104 梅田　加津也 26 九州 福岡 8210 原井　剣也 26

南関東 神奈川 3204 北井　佑季 30 九州 熊本 8303 谷口　力也 22

南関東 静岡 3308 深瀬　泰我 27 九州 熊本 8304 吉田　悟 26

中部 愛知 4101 牛田　樹希斗 21 九州 熊本 8305 北川　大成 19

中部 愛知 4103 岩城　佑典 20 九州 熊本 8306 川藤　幸大 22

中部 岐阜 4201 村瀨　大和 18 九州 熊本 8307 入江　航太 18

中部 愛知 4204 石田　拓真 18 九州 熊本 8308 田川　翔琉 22

中部 岐阜 4210 志田　龍星 22 九州 熊本 8309 松本　憲斗 23

中部 福井 4211 上杉　嘉槻 22 九州 佐賀 8401 久保　光司 22

中部 愛知 4301 佐藤　竜太 19 九州 宮崎 8604 田村　大 21

以上  64 名（技能）

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 新潟 2915 邊見　祐太 23 南関東 静岡 3914 近藤　武寿 33

南関東 千葉 3903 秋山　真毅 25 近畿 大阪 5911 中嶋　樹 18

南関東 静岡 3911 平栁　道彦 26 四国 徳島 7901 犬伏　湧也 24

南関東 静岡 3913 塚本　瑠羽 22

以上  7 名（適性）

※　年令は２０２０年４月１日現在

※　地区別は、願書を受理した競技エリアによる


