


■２０２２年１月～２０２３年３月開催日程

月
立川 （4-7）

和歌山 （9-12）

大宮 （15-18）

豊橋 （20-23）

高松 （27-30）

静岡 （3-6）

奈良 （10-13）

高知 （26-3/1）

名古屋 （3-6）

大垣 （11-14）

玉野 （26-29）

四日市☽ （3-6）

川崎☽ （8-11）

西武園 （15-18）

武雄 （22-25）

奈良 （29-5/2）

函館 （15-18）

前橋☽ （20-23）

全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪 広島 （29-30）

別府 （5-8）

福井 （10-13）

松山☽ （10-13）

久留米 （26-29）

小松島 （1-4）

福井 （8-11）

富山 （23-26）

高知 （29-8/1）

川崎☽ （5-8）

松戸 （21-24）

小田原 （26-29）

京都向日町 （2-5）

松阪 （9-12）

青森 （23-26）

平塚 （9/30-3）

熊本※ （7-10）

前橋☽ （14-17）

防府 （10/31-3）

四日市☽ （6-9）

武雄 （25-28）

松山 （2-5）

広島 （9-12）

伊東温泉 （16-19）

佐世保 （23-26）

立川 （4-7）

和歌山 （9-12）

大宮 （15-18）

豊橋 （20-23）

高松 （27-30）

静岡 （3-6）

奈良 （10-13）

高知 （26-3/1）

名古屋 （3-6）

大垣 （10-13）

玉野 （26-29）
※☽は、ナイター競輪
※本資料は、2021年12月31日終了時の成績等を集計したもの。
※「当時の年齢」等の記載がない頁については、2020年12月31日時点の年齢となる。
※全プロ記念（5/29～30）はＦⅡ開催。
※玉野記念(3/4～7)は広島競輪場を借上げて開催。熊本記念（10/8～11）は久留米競輪場を借上げて開催。

前橋

第65回オールスター競輪
ガールズケイリンコレクション2022西武園ステージ

（16-19）名古屋

岸和田 （16-19）

第18回サマーナイトフェスティバル
ガールズケイリンフェスティバル2022

第73回高松宮記念杯競輪

第38回共同通信社杯

（9-14）西武園☽

いわき平 （3-8）
第76回日本選手権競輪
ガールズケイリンコレクション2022京王閣ステージ

玉野☽ （16-18）

西武園

宇都宮
第6回ウィナーズカップ
ガールズケイリンコレクション2022宇都宮ステージ

（18-21）

第64回朝日新聞社杯競輪祭
ガールズグランプリ2022　トライアルレース

1月

2月

5月

4月

3月

6月

7月

9月

10月

8月

（20-23）

第3回ガールズ　フレッシュクイーン

第31回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント

GⅢＧＰ・ＧⅠ・ＧⅡ等

（20-23）取手第37回読売新聞社杯全日本選抜競輪

1月

（22-27）小倉

（28-30）平塚

11月

KEIRINグランプリ202212月

3月

2月 第38回読売新聞社杯全日本選抜競輪 高知 （23-26）

（18-21）別府第7回ウィナーズカップ



年間獲得賞金額上位50

年間勝利数上位者

年間優勝回数上位者・S級勝利数上位者

年別1着率第1位選手

通算勝利数800勝以上の選手

現役選手通算勝数

S級在籍者通算勝数

年別年間獲得賞金額最高選手

獲得賞金額累計上位20・年間獲得賞金額2億円達成者

年間獲得賞金額1億円達成者

通算獲得賞金額10億円達成者

通算獲得賞金額15億円達成者・通算獲得賞金額20億円達成者

通算獲得賞金額25億円達成者

バンクレコード

ｶﾞｰﾙｽﾞｹｲﾘﾝ年間獲得賞金額上位30

ｶﾞｰﾙｽﾞｹｲﾘﾝ年間勝利数上位者

ｶﾞｰﾙｽﾞｹｲﾘﾝ年間優勝回数上位者・ｶﾞｰﾙｽﾞｹｲﾘﾝ年別年間優勝回数1位者

ガールズケイリン現役選手通算勝数

ｶﾞｰﾙｽﾞｹｲﾘﾝ年別1着率第1位選手

ｶﾞｰﾙｽﾞｹｲﾘﾝ年別年間獲得賞金額最高選手・獲得賞金額上位累計上位20

JKA歴代表彰選手

300勝達成者・500勝達成者・700勝達成者

歴代オールスターファン投票上位選手（ベストナイン）

歴代ｶﾞｰｽﾞﾙｹｲﾘﾝｺﾚｸｼｮﾝﾌｧﾝ投票上位選手（ベストセブン）

歴代Ｓ級Ｓ班選手

KEIRINグランプリ（ＧＰ）

GP出場回数上位・連続出場回数上位

ＧＰ優勝者の当該年優勝成績

日本選手権競輪決勝戦（ＧⅠ）

高松宮記念杯競輪決勝戦（ＧⅠ）

オールスター競輪決勝戦・ドリームレース（ＧⅠ）

世界選手権記念トーナメント

寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント決勝戦（ＧⅠ）

競輪祭決勝戦（ＧⅠ）

全日本選抜競輪決勝戦（ＧⅠ）

ヤンググランプリ（ＧⅡ）

サマーナイトフェスティバル決勝戦（ＧⅡ）

共同通信社杯決勝戦（ＧⅡ）

ウィナーズカップ決勝戦（ＧⅡ）

ＧⅢ決勝戦（GⅢ）

ブロックセブン

全日本プロ選手権大会記念競輪決勝戦（ＦⅡ）

レインボーカップ優勝者

ルーキーチャンピオンレース

ガールズグランプリ（FⅡ）

ｶﾞｰﾙｽﾞｹｲﾘﾝｺﾚｸｼｮﾝ・ｶﾞｰﾙｽﾞﾄﾞﾘｰﾑﾚｰｽ・アルテミス賞レース（FⅡ）

ガールズフェスティバル（FⅡ）・ガールズ　フレッシュクイーン

国際ｹｲﾘﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ・ﾜｰﾙﾄﾞｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ・ﾜｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼﾞ

SSシリーズ風光る（ＧⅠ）SSカップみのり（ＧⅠ）

東王座戦・西王座戦決勝戦（ＧⅡ）

ふるさとダービー決勝戦（ＧⅡ）

競輪祭新人王決勝戦
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■年間獲得賞金額上位５０

順位 選手名 府県 期 年齢 金額（円）
2020年
順位

古　性　優　作 大　阪
松　浦　悠　士 広　島
郡　司　浩　平 神奈川
平　原　康　多 埼　玉
吉　田　拓　矢 茨　城
清　水　裕　友 山　口
佐　藤　慎太郎 福　島
守　澤　太　志 秋　田
宿　口　陽　一 埼　玉
山　口　拳　矢 岐　阜
浅　井　康　太 三　重
和　田　健太郎 千　葉
新　山　響　平 青　森
園　田　　　匠 福　岡
諸　橋　　　愛 新　潟
武　藤　龍　生 埼　玉
小　倉　竜　二 徳　島
大　槻　寛　徳 宮　城
渡　邉　一　成 福　島
鈴　木　　　裕 千　葉
稲　川　　　翔 大　阪
深　谷　知　広 静　岡
北津留　　　翼 福　岡
東　口　善　朋 和歌山
町　田　太　我 広　島
松　岡　健　介 兵　庫
眞　杉　　　匠 栃　木
山　田　庸　平 佐　賀
山　田　英　明 佐　賀
菅　田　壱　道 宮　城
新　田　祐　大 福　島
小松崎　大　地 福　島
脇　本　雄　太 福　井
野　原　雅　也 福　井
岡　村　　　潤 静　岡
長　島　大　介 栃　木
成　田　和　也 福　島
岩　本　俊　介 千　葉
香　川　雄　介 香　川
坂　井　　　洋 栃　木
阿　部　力　也 宮　城
山　田　久　徳 京　都
柏　野　智　典 岡　山
内　藤　秀　久 神奈川
根　田　空　史 千　葉
井　上　昌　己 長　崎
佐々木　雄　一 福　島
吉　田　敏　洋 愛　知
村　上　博　幸 京　都
神　山　拓　弥 栃　木

2021年12月31日現在、S級在籍者に限る

2021年1月～12月開催全国都道府県選抜競輪・秩父宮賜杯競輪決勝戦・高松宮妃賜杯・競輪祭
女子優勝者・日本選手権実用車優勝者・日本選手権競輪女子優勝者
オリンピック・世界選手権競輪選手メダル獲得
オリンピックに出場した競輪選手
世界選手権自転車競技大会競輪選手成績
ワールドカップ成績
アジア自転車競技選手権大会成績
日本競輪選手養成所（旧：競輪学校）卒業記念レース
日本競輪選手養成所（旧：競輪学校）在校時成績最多勝者
日本競輪選手養成所（旧：競輪学校）ゴールデンキャップ獲得者等　各種記録
日本競輪選手養成所　早期卒業者一覧
適性組競輪選手一覧
日本競輪選手養成所（旧：競輪学校）特別選抜試験合格者一覧
払戻金ランキング
GP、GⅠ、GⅡ開催別売上高順位
同着関係（2022年3月31日までの最新事例）
連勝記録
記録
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■年間獲得賞金額上位５０

順位 選手名 府県 期 年齢 金額（円）
2020年
順位

古　性　優　作 大　阪
松　浦　悠　士 広　島
郡　司　浩　平 神奈川
平　原　康　多 埼　玉
吉　田　拓　矢 茨　城
清　水　裕　友 山　口
佐　藤　慎太郎 福　島
守　澤　太　志 秋　田
宿　口　陽　一 埼　玉
山　口　拳　矢 岐　阜
浅　井　康　太 三　重
和　田　健太郎 千　葉
新　山　響　平 青　森
園　田　　　匠 福　岡
諸　橋　　　愛 新　潟
武　藤　龍　生 埼　玉
小　倉　竜　二 徳　島
大　槻　寛　徳 宮　城
渡　邉　一　成 福　島
鈴　木　　　裕 千　葉
稲　川　　　翔 大　阪
深　谷　知　広 静　岡
北津留　　　翼 福　岡
東　口　善　朋 和歌山
町　田　太　我 広　島
松　岡　健　介 兵　庫
眞　杉　　　匠 栃　木
山　田　庸　平 佐　賀
山　田　英　明 佐　賀
菅　田　壱　道 宮　城
新　田　祐　大 福　島
小松崎　大　地 福　島
脇　本　雄　太 福　井
野　原　雅　也 福　井
岡　村　　　潤 静　岡
長　島　大　介 栃　木
成　田　和　也 福　島
岩　本　俊　介 千　葉
香　川　雄　介 香　川
坂　井　　　洋 栃　木
阿　部　力　也 宮　城
山　田　久　徳 京　都
柏　野　智　典 岡　山
内　藤　秀　久 神奈川
根　田　空　史 千　葉
井　上　昌　己 長　崎
佐々木　雄　一 福　島
吉　田　敏　洋 愛　知
村　上　博　幸 京　都
神　山　拓　弥 栃　木

2021年12月31日現在、S級在籍者に限る

2021年1月～12月開催全国都道府県選抜競輪・秩父宮賜杯競輪決勝戦・高松宮妃賜杯・競輪祭
女子優勝者・日本選手権実用車優勝者・日本選手権競輪女子優勝者
オリンピック・世界選手権競輪選手メダル獲得
オリンピックに出場した競輪選手
世界選手権自転車競技大会競輪選手成績
ワールドカップ成績
アジア自転車競技選手権大会成績
日本競輪選手養成所（旧：競輪学校）卒業記念レース
日本競輪選手養成所（旧：競輪学校）在校時成績最多勝者
日本競輪選手養成所（旧：競輪学校）ゴールデンキャップ獲得者等　各種記録
日本競輪選手養成所　早期卒業者一覧
適性組競輪選手一覧
日本競輪選手養成所（旧：競輪学校）特別選抜試験合格者一覧
払戻金ランキング
GP、GⅠ、GⅡ開催別売上高順位
同着関係（2022年3月31日までの最新事例）
連勝記録
記録
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■年間勝利数上位者

逃 捲 差 マーク

町　田　太　我 広島

北津留　　　翼 福岡

山　口　拳　矢 岐阜

松　浦　悠　士 広島

佐々木　悠　葵 群馬

原　田　研太朗 徳島

野　口　裕　史 千葉

門　田　　　凌 愛媛

宿　口　陽　一 埼玉

岡　崎　智　哉 大阪

郡　司　浩　平 神奈

中　西　　　大 和歌

長　島　大　介 栃木

荒　井　崇　博 佐賀

川　村　晃　司 京都

眞　杉　　　匠 栃木

井　上　昌　己 長崎

平　原　康　多 埼玉

浅　井　康　太 三重

神　山　拓　弥 栃木

才　迫　　　開 広島

清　水　裕　友 山口

取　鳥　雄　吾 岡山

伊　原　克　彦 福井

佐　藤　幸　治 長崎

伊　藤　　　信 大阪

根　田　空　史 千葉

窓　場　千加頼 京都

竹　内　　　翼 広島

岩　谷　拓　磨 福岡

山　崎　芳　仁 福島

柏　野　智　典 岡山

古　性　優　作 大阪

森　田　優　弥 埼玉

伊　藤　颯　馬 沖縄

小　倉　竜　二 徳島

中　川　誠一郎 熊本

福　田　知　也 神奈

吉　本　卓　仁 福岡

林　　　大　悟 福岡

2021年1月～12月 S級在籍者に限る

順位 連対率 順位 得点順位順位
連対決まり手

選手名 府　県 期 年齢 レース数 1着数 2着数 失格 重注 走注 1着率

2



■年間優勝回数上位者 2021年1月開催～12月開催

GP・GⅠ GⅡ GⅢ FⅠ他

松　浦　悠　士 広　島

山　口　拳　矢 岐　阜

浅　井　康　太 三　重

荒　井　崇　博 佐　賀

町　田　太　我 広　島

平　原　康　多 埼　玉

長　島　大　介 栃　木

古　性　優　作 大　阪

吉　澤　純　平 茨　城

吉　田　拓　矢 茨　城

小　原　佑　太 青　森

小　倉　竜　二 徳　島

吉　田　敏　洋 愛　知

稲　垣　裕　之 京　都

渡　部　幸　訓 福　島

宿　口　陽　一 埼　玉

柴　崎　　　淳 三　重

郡　司　浩　平 神奈川

太　田　竜　馬 徳　島

野　口　裕　史 千　葉

坂　井　　　洋 栃　木

諸　橋　　　愛 新　潟

佐々木　雄　一 福　島

三　谷　将　太 奈　良

清　水　裕　友 山　口

松　本　貴　治 愛　媛

嘉　永　泰　斗 熊　本

和　田　健太郎 千　葉

鷲　田　佳　史 福　井

橋　本　　　強 愛　媛

新　田　祐　大 福　島

山　田　久　徳 京　都

脇　本　雄　太 福　井

守　澤　太　志 秋　田

松　井　宏　佑 神奈川

S級在籍者のS級での成績。
（）内の数字は単発レースの優勝回数。
GⅢ以上の優勝の無い者は除く。

■Ｓ級勝利数上位者
順位 選手名 府県 期

神　山　雄一郎 栃　木
小　嶋　敬　二 石　川
村　上　義　弘 京　都
金　子　貴　志 愛　知
澤　田　義　和 兵　庫
伏　見　俊　昭 福　島
稲　垣　裕　之 京　都
高　木　隆　弘 神奈川
加　倉　正　義 福　岡
志　智　俊　夫 岐　阜

昭和58年4月以降、2021年12月31日現在、S級在籍者に限る

登録年月日 勝数

計
優勝回数

順位 選手名 府県 期 年齢

■年間勝利数上位者

逃 捲 差 マーク

町　田　太　我 広島

北津留　　　翼 福岡

山　口　拳　矢 岐阜

松　浦　悠　士 広島

佐々木　悠　葵 群馬

原　田　研太朗 徳島

野　口　裕　史 千葉

門　田　　　凌 愛媛

宿　口　陽　一 埼玉

岡　崎　智　哉 大阪

郡　司　浩　平 神奈

中　西　　　大 和歌

長　島　大　介 栃木

荒　井　崇　博 佐賀

川　村　晃　司 京都

眞　杉　　　匠 栃木

井　上　昌　己 長崎

平　原　康　多 埼玉

浅　井　康　太 三重

神　山　拓　弥 栃木

才　迫　　　開 広島

清　水　裕　友 山口

取　鳥　雄　吾 岡山

伊　原　克　彦 福井

佐　藤　幸　治 長崎

伊　藤　　　信 大阪

根　田　空　史 千葉

窓　場　千加頼 京都

竹　内　　　翼 広島

岩　谷　拓　磨 福岡

山　崎　芳　仁 福島

柏　野　智　典 岡山

古　性　優　作 大阪

森　田　優　弥 埼玉

伊　藤　颯　馬 沖縄

小　倉　竜　二 徳島

中　川　誠一郎 熊本

福　田　知　也 神奈

吉　本　卓　仁 福岡

林　　　大　悟 福岡

2021年1月～12月 S級在籍者に限る

順位 連対率 順位 得点順位順位
連対決まり手

選手名 府　県 期 年齢 レース数 1着数 2着数 失格 重注 走注 1着率

3



■年別１着率第１位選手
年齢
(当時)

1965年 高原　永伍 神奈川

1966年 平間　誠記 宮　城

1967年 平間　誠記 宮　城

1968年 吉川多喜夫 神奈川

1969年 田中　博 群　馬

1970年 阿部　道 宮　城

1971年 田中　博 群　馬

1972年 阿部　道 宮　城

1973年 阿部　道 宮　城

1974年 阿部　道 宮　城

1975年 福島　正幸 群　馬

1976年 中野　浩一 福　岡

1977年 中野　浩一 福　岡

1978年 中野　浩一 福　岡

1979年 中野　浩一 福　岡

1980年 中野　浩一 福　岡

1981年 中野　浩一 福　岡

1982年 中野　浩一 福　岡

1983年 中野　浩一 福　岡

1984年 井上　茂徳 佐　賀

1985年 滝澤　正光 千　葉

1986年 井上　茂徳 佐　賀

1987年 滝澤　正光 千　葉

1988年 滝澤　正光 千　葉

1989年 坂本　勉 青　森

1990年 坂本　勉 青　森

1991年 滝澤　正光 千　葉

1992年 吉岡　稔真 福　岡

1993年 吉岡　稔真 福　岡

1994年 吉岡　稔真 福　岡

1995年 吉岡　稔真 福　岡

1996年 神山雄一郎 栃　木

1997年 神山雄一郎 栃　木

1998年 神山雄一郎 栃　木

1999年 神山雄一郎 栃　木

2000年 神山雄一郎 栃　木

2001年 神山雄一郎 栃　木

年 選手名 府県 1着率計失格落棄期 1着 2着 3着 着外

4



年齢
（当時）

2002年 村上　義弘 京　都

2003年 小嶋　敬二 石　川

2004年 小嶋　敬二 石　川

2005年 加藤　慎平 岐　阜

2006年 小嶋　敬二 石　川

2007年 小嶋　敬二 石　川

2008年 石橋慎太郎 静　岡

2009年 伏見　俊昭 福　島

2010年 長塚　智広 茨　城

2011年 深谷　知広 愛　知

2012年 武田　豊樹 茨　城

2013年 根田　空史 千　葉

2014年 武田　豊樹 茨　城

2015年 新田　祐大 福　島

2016年 浅井　康太 三　重

2017年 平原　康多 埼　玉

2018年 脇本　雄太 福　井

2019年 脇本　雄太 福　井

2020年 脇本　雄太 福　井

2021年 脇本　雄太 福　井

年間SSおよびS1（旧A1）在籍者に限る

選手名年 1着率計失格落棄着外3着2着1着期府県

■年別１着率第１位選手
年齢
(当時)

1965年 高原　永伍 神奈川

1966年 平間　誠記 宮　城

1967年 平間　誠記 宮　城

1968年 吉川多喜夫 神奈川

1969年 田中　博 群　馬

1970年 阿部　道 宮　城

1971年 田中　博 群　馬

1972年 阿部　道 宮　城

1973年 阿部　道 宮　城

1974年 阿部　道 宮　城

1975年 福島　正幸 群　馬

1976年 中野　浩一 福　岡

1977年 中野　浩一 福　岡

1978年 中野　浩一 福　岡

1979年 中野　浩一 福　岡

1980年 中野　浩一 福　岡

1981年 中野　浩一 福　岡

1982年 中野　浩一 福　岡

1983年 中野　浩一 福　岡

1984年 井上　茂徳 佐　賀

1985年 滝澤　正光 千　葉

1986年 井上　茂徳 佐　賀

1987年 滝澤　正光 千　葉

1988年 滝澤　正光 千　葉

1989年 坂本　勉 青　森

1990年 坂本　勉 青　森

1991年 滝澤　正光 千　葉

1992年 吉岡　稔真 福　岡

1993年 吉岡　稔真 福　岡

1994年 吉岡　稔真 福　岡

1995年 吉岡　稔真 福　岡

1996年 神山雄一郎 栃　木

1997年 神山雄一郎 栃　木

1998年 神山雄一郎 栃　木

1999年 神山雄一郎 栃　木

2000年 神山雄一郎 栃　木

2001年 神山雄一郎 栃　木

年 選手名 府県 1着率計失格落棄期 1着 2着 3着 着外
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■現役選手通算勝数

順位 選手名 府　県 登録番号 期 勝数 登録年月日 出走 勝率 連対率

神　山　雄一郎 栃　木 1988年（昭和63年） 4月 1日
小　嶋　敬　二 石　川 1994年（平成 6年） 7月 1日
村　上　義　弘 京　都 1994年（平成 6年） 3月 5日
黒　木　誠　一 兵　庫 1987年（昭和62年） 8月 1日
高　谷　雅　彦 青　森 1991年（平成 3年） 3月 5日

増　成　富　夫 岡　山 1990年（平成 2年） 7月 1日
志　智　俊　夫 岐　阜 1992年（平成 4年） 7月 1日
金　子　貴　志 愛　知 1995年（平成 7年） 3月 5日
伏　見　俊　昭 福　島 1995年（平成 7年） 3月 5日
澤　田　義　和 兵　庫 1992年（平成 4年） 3月 5日
加　倉　正　義 福　岡 1991年（平成 3年） 7月 1日
稲　垣　裕　之 京　都 2001年（平成13年） 6月 1日
重　　　一　徳 鹿児島 1986年（昭和61年） 4月 1日
高　木　隆　弘 神奈川 1989年（平成元年） 7月 1日
倉　岡　慎太郎 熊　本 1987年（昭和62年） 4月 1日
梅　澤　謙　芝 三　重 1986年（昭和61年） 4月 1日
伊　藤　正　樹 愛　知 1993年（平成5年） 3月 5日
島　野　浩　司 愛　知 1988年（昭和63年） 8月 1日

吉　田　敏　洋 愛　知 2000年（平成12年） 6月 1日
西　浦　仙　哉 三　重 1994年（平成6年） 3月 5日

2021年12月31日現在

■通算勝利数８００勝以上の選手

順位 選手名 府県
登録
番号

期 勝数 登録年月日

松本　勝明 京　都 期前 1949年（昭和24年） 6月13日 1960年（昭和35年） 4月18日 高　知 1965年（昭和40年）12月13日 後楽園

吉田　　実 香　川 期前 1950年（昭和25年） 7月25日 1964年（昭和39年） 9月30日 久留米 1973年（昭和48年） 8月24日 甲子園

古田　泰久 広　島 期前 1949年（昭和24年） 6月15日 1964年（昭和39年） 2月19日 平　塚 1973年（昭和48年） 4月 8日 高　知

石田　雄彦 大　阪 期前 1950年（昭和25年） 1月31日 1964年（昭和39年） 7月11日 大　垣 1972年（昭和47年） 5月 7日 四日市

中井　光雄 滋　賀 期前 1950年（昭和25年） 7月20日 1966年（昭和41年） 9月28日 甲子園 1985年（昭和60年）10月29日 甲子園

丹村　喜一 福　岡 期前 1949年（昭和24年） 3月 1日 1972年(昭和47年） 1月28日 名古屋 1987年（昭和62年） 4月 7日 別　府

加藤　　晶 京　都 1952年（昭和27年）11月28日 1966年（昭和41年） 3月 6日 和歌山

原　　英之 埼　玉 1952年（昭和27年） 8月16日 1976年（昭和51年） 2月 7日 松　山

小林　政春 埼　玉 1965年（昭和40年） 8月 1日 1994年（平成 6年） 1月 9日 玉　野

高原　永伍 神奈川 1959年（昭和34年） 6月13日 1976年（昭和51年）12月18日 平　塚

安野　茂雄 大　阪 期前 1950年（昭和25年） 7月20日 1971年（昭和46年） 9月 6日 函　館

立石　信治 福　岡 1952年（昭和27年） 8月16日 1981年（昭和56年） 4月14日 岸和田

鈴木　　弘 愛　知 期前 1950年（昭和25年） 1月31日 1983年（昭和58年） 5月 2日 豊　橋

山田　栄治 京　都 期前 1949年（昭和24年）11月30日 1969年（昭和44年） 5月23日 松　戸

峰重　和夫 岡　山 1955年（昭和30年） 9月12日 1975年（昭和50年）12月14日 小松島

西地　清一 滋　賀 期前 1950年（昭和25年） 4月20日 1966年（昭和41年） 5月24日 伊東温泉

神山雄一郎 栃　木 1988年（昭和63年） 4月 1日 2008年（平成20年） 9月14日 一　宮

杉井　正義 神奈川 期前 1949年（昭和24年） 7月30日 1969年（昭和44年） 1月19日 向日町

平林己佐男 東　京 期前 1950年（昭和25年） 3月25日 1971年（昭和46年） 8月 5日 豊　橋

半田　弘之 三　重 期前 1950年（昭和25年） 7月25日 1965年（昭和40年） 6月25日 小田原

片折　　行　 埼　玉 期前 1950年（昭和25年） 4月20日 1973年（昭和48年） 5月 2日 西武園

河内　正一 兵　庫 期前 1948年（昭和23年）11月 1日 1969年（昭和44年） 4月28日 和歌山

馬場　　正 熊　本 1956年（昭和31年）12月26日 1982年（昭和57年） 7月27日 佐世保

黄金井光良 埼　玉 期前 1948年（昭和23年）11月 1日 1978年（昭和53年）10月15日 一　宮

白鳥　伸雄 千　葉 期前 1950年（昭和25年） 1月30日 1965年（昭和40年） 9月14日 千　葉

光貞　公紀 山　口 1959年（昭和34年） 6月13日 1985年（昭和60年）10月 6日 久留米

原田　博次 徳　島 期前 1948年（昭和23年）11月 1日 1974年（昭和49年） 8月17日 小松島

松野　　健 岐　阜 期前 1948年（昭和23年）11月 1日 1975年（昭和50年） 1月 5日 向日町

戸上　　守 福　岡 1952年（昭和27年） 8月16日 1969年（昭和44年） 1月 4日 久留米

谷本　朝男 徳　島 期前 1948年（昭和23年）11月 1日 1974年（昭和49年）  6月16日 久留米

伊藤　文男 三　重 1952年（昭和27年）11月28日 1981年（昭和56年） 2月 7日 一　宮

2021年12月31日現在、17位の神山雄一郎選手以外は引退

700勝達成
年月日　競輪場

1000勝達成
年月日　競輪場
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■現役選手通算勝数

順位 選手名 府　県 登録番号 期 勝数 登録年月日 出走 勝率 連対率

神　山　雄一郎 栃　木 1988年（昭和63年） 4月 1日
小　嶋　敬　二 石　川 1994年（平成 6年） 7月 1日
村　上　義　弘 京　都 1994年（平成 6年） 3月 5日
黒　木　誠　一 兵　庫 1987年（昭和62年） 8月 1日
高　谷　雅　彦 青　森 1991年（平成 3年） 3月 5日

増　成　富　夫 岡　山 1990年（平成 2年） 7月 1日
志　智　俊　夫 岐　阜 1992年（平成 4年） 7月 1日
金　子　貴　志 愛　知 1995年（平成 7年） 3月 5日
伏　見　俊　昭 福　島 1995年（平成 7年） 3月 5日
澤　田　義　和 兵　庫 1992年（平成 4年） 3月 5日
加　倉　正　義 福　岡 1991年（平成 3年） 7月 1日
稲　垣　裕　之 京　都 2001年（平成13年） 6月 1日
重　　　一　徳 鹿児島 1986年（昭和61年） 4月 1日
高　木　隆　弘 神奈川 1989年（平成元年） 7月 1日
倉　岡　慎太郎 熊　本 1987年（昭和62年） 4月 1日
梅　澤　謙　芝 三　重 1986年（昭和61年） 4月 1日
伊　藤　正　樹 愛　知 1993年（平成5年） 3月 5日
島　野　浩　司 愛　知 1988年（昭和63年） 8月 1日

吉　田　敏　洋 愛　知 2000年（平成12年） 6月 1日
西　浦　仙　哉 三　重 1994年（平成6年） 3月 5日

2021年12月31日現在

■通算勝利数８００勝以上の選手

順位 選手名 府県
登録
番号

期 勝数 登録年月日

松本　勝明 京　都 期前 1949年（昭和24年） 6月13日 1960年（昭和35年） 4月18日 高　知 1965年（昭和40年）12月13日 後楽園

吉田　　実 香　川 期前 1950年（昭和25年） 7月25日 1964年（昭和39年） 9月30日 久留米 1973年（昭和48年） 8月24日 甲子園

古田　泰久 広　島 期前 1949年（昭和24年） 6月15日 1964年（昭和39年） 2月19日 平　塚 1973年（昭和48年） 4月 8日 高　知

石田　雄彦 大　阪 期前 1950年（昭和25年） 1月31日 1964年（昭和39年） 7月11日 大　垣 1972年（昭和47年） 5月 7日 四日市

中井　光雄 滋　賀 期前 1950年（昭和25年） 7月20日 1966年（昭和41年） 9月28日 甲子園 1985年（昭和60年）10月29日 甲子園

丹村　喜一 福　岡 期前 1949年（昭和24年） 3月 1日 1972年(昭和47年） 1月28日 名古屋 1987年（昭和62年） 4月 7日 別　府

加藤　　晶 京　都 1952年（昭和27年）11月28日 1966年（昭和41年） 3月 6日 和歌山

原　　英之 埼　玉 1952年（昭和27年） 8月16日 1976年（昭和51年） 2月 7日 松　山

小林　政春 埼　玉 1965年（昭和40年） 8月 1日 1994年（平成 6年） 1月 9日 玉　野

高原　永伍 神奈川 1959年（昭和34年） 6月13日 1976年（昭和51年）12月18日 平　塚

安野　茂雄 大　阪 期前 1950年（昭和25年） 7月20日 1971年（昭和46年） 9月 6日 函　館

立石　信治 福　岡 1952年（昭和27年） 8月16日 1981年（昭和56年） 4月14日 岸和田

鈴木　　弘 愛　知 期前 1950年（昭和25年） 1月31日 1983年（昭和58年） 5月 2日 豊　橋

山田　栄治 京　都 期前 1949年（昭和24年）11月30日 1969年（昭和44年） 5月23日 松　戸

峰重　和夫 岡　山 1955年（昭和30年） 9月12日 1975年（昭和50年）12月14日 小松島

西地　清一 滋　賀 期前 1950年（昭和25年） 4月20日 1966年（昭和41年） 5月24日 伊東温泉

神山雄一郎 栃　木 1988年（昭和63年） 4月 1日 2008年（平成20年） 9月14日 一　宮

杉井　正義 神奈川 期前 1949年（昭和24年） 7月30日 1969年（昭和44年） 1月19日 向日町

平林己佐男 東　京 期前 1950年（昭和25年） 3月25日 1971年（昭和46年） 8月 5日 豊　橋

半田　弘之 三　重 期前 1950年（昭和25年） 7月25日 1965年（昭和40年） 6月25日 小田原

片折　　行　 埼　玉 期前 1950年（昭和25年） 4月20日 1973年（昭和48年） 5月 2日 西武園

河内　正一 兵　庫 期前 1948年（昭和23年）11月 1日 1969年（昭和44年） 4月28日 和歌山

馬場　　正 熊　本 1956年（昭和31年）12月26日 1982年（昭和57年） 7月27日 佐世保

黄金井光良 埼　玉 期前 1948年（昭和23年）11月 1日 1978年（昭和53年）10月15日 一　宮

白鳥　伸雄 千　葉 期前 1950年（昭和25年） 1月30日 1965年（昭和40年） 9月14日 千　葉

光貞　公紀 山　口 1959年（昭和34年） 6月13日 1985年（昭和60年）10月 6日 久留米

原田　博次 徳　島 期前 1948年（昭和23年）11月 1日 1974年（昭和49年） 8月17日 小松島

松野　　健 岐　阜 期前 1948年（昭和23年）11月 1日 1975年（昭和50年） 1月 5日 向日町

戸上　　守 福　岡 1952年（昭和27年） 8月16日 1969年（昭和44年） 1月 4日 久留米

谷本　朝男 徳　島 期前 1948年（昭和23年）11月 1日 1974年（昭和49年）  6月16日 久留米

伊藤　文男 三　重 1952年（昭和27年）11月28日 1981年（昭和56年） 2月 7日 一　宮

2021年12月31日現在、17位の神山雄一郎選手以外は引退

700勝達成
年月日　競輪場

1000勝達成
年月日　競輪場
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■Ｓ級在籍者通算勝数

順位 選手名 府県 期 登録年月日 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率
神　山　雄一郎 栃　木
小　嶋　敬　二 石　川
村　上　義　弘 京　都
志　智　俊　夫 岐　阜
金　子　貴　志 愛　知
伏　見　俊　昭 福　島
澤　田　義　和 兵　庫
加　倉　正　義 福　岡
稲　垣　裕　之 京　都
高　木　隆　弘 神奈川
伊　藤　正　樹 愛　知
吉　田　敏　洋 愛　知
西　浦　仙　哉 三　重
岡　部　芳　幸 福　島
新　田　康　仁 静　岡
荒　井　崇　博 佐　賀
山　内　卓　也 愛　知
川　村　晃　司 京　都
中　川　誠一郎 熊　本
西　川　親　幸 熊　本
太　田　真　一 埼　玉
稲　村　成　浩 群　馬
齋　藤　登志信 宮　城
武　田　豊　樹 茨　城
中　井　達　郎 静　岡
山　崎　芳　仁 福　島
原　田　研太朗 徳　島
坂　本　健太郎 福　岡
井　上　昌　己 長　崎
市　川　健　太 東　京
平　原　康　多 埼　玉
浅　井　康　太 三　重
佐　藤　慎太郎 福　島
牧　　　剛　央 大　分
原　田　　　隆 大　阪
渡　邉　晴　智 静　岡
三　宅　　　伸 岡　山
小　倉　竜　二 徳　島
小　林　大　介 群　馬
前　田　拓　也 大　阪
朝　日　　　勇 愛　知
海老根　恵　太 千　葉
山　口　富　生 岐　阜
北津留　　　翼 福　岡
舘　　　泰　守 愛　知
櫻　井　　　学 群　馬
佐々木　則　幸 高　知
松　田　治　之 大　阪
石　丸　寛　之 岡　山
佐々木　雄　一 福　島

2021年12月31日現在Ｓ級在籍者
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■年別年間獲得賞金額最高選手

選手名 府　県 期 年齢
(当時)

金額（円） 選手名 府　県 期 年齢
(当時)

金額（円）

1965年 白鳥　伸雄 千　葉 期前 2009年 海老根恵太 千　葉

1966年 稲村　雅士 群　馬 2010年 村上　博幸 京　都

1967年 平間　誠記 宮　城 2011年 山口　幸二 岐　阜

1968年 吉川多喜夫 神奈川 2012年 村上　義弘 京　都

1969年 高原　永伍 神奈川 2013年 金子　貴志 愛　知

1970年 福島　正幸 群　馬 2014年 武田　豊樹 茨　城

1971年 太田　義夫 千　葉 2015年 浅井　康太 三　重

1972年 福島　正幸 群　馬 2016年 村上　義弘 京　都

1973年 阿部　　道 宮　城 2017年 浅井　康太 三　重

1974年 阿部　　道 宮　城 2018年 三谷　竜生 奈　良

1975年 福島　正幸 群　馬 2019年 Ｒ1 佐藤慎太郎 福　島

1976年 藤巻　　昇 北海道 2020年 Ｒ2 和田健太郎 千　葉

1977年 中野　浩一 福　岡 2021年 Ｒ3 古性　優作 大阪

1978年 中野　浩一 福　岡

1979年 中野　浩一 福　岡

1980年 中野　浩一 福　岡

1981年 中野　浩一 福　岡

1982年 井上　茂徳 佐　賀

1983年 中野　浩一 福　岡

1984年 井上　茂徳 佐　賀

1985年 滝澤　正光 千　葉

1986年 滝澤　正光 千　葉

1987年 滝澤　正光 千　葉

1988年 滝澤　正光 千　葉

1989年 坂本　　勉 青　森

1990年 坂本　　勉 青　森

1991年 鈴木　　誠 千　葉

1992年 吉岡　稔真 福　岡

1993年 神山雄一郎 栃　木

1994年 吉岡　稔真 福　岡

1995年 神山雄一郎 栃木

1996年 吉岡　稔真 福岡

1997年 神山雄一郎 栃　木

1998年 神山雄一郎 栃　木

1999年 神山雄一郎 栃　木

2000年 児玉　広志 香　川

2001年 伏見　俊昭 福　島

2002年 山田　裕仁 岐　阜

2003年 山田　裕仁 岐　阜

2004年 小野　俊之 大　分

2005年 加藤　慎平 岐　阜

2006年 有坂　直樹 秋　田

2007年 伏見　俊昭 福　島

2008年 井上　昌己 長　崎

年 年

■Ｓ級在籍者通算勝数

順位 選手名 府県 期 登録年月日 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率
神　山　雄一郎 栃　木
小　嶋　敬　二 石　川
村　上　義　弘 京　都
志　智　俊　夫 岐　阜
金　子　貴　志 愛　知
伏　見　俊　昭 福　島
澤　田　義　和 兵　庫
加　倉　正　義 福　岡
稲　垣　裕　之 京　都
高　木　隆　弘 神奈川
伊　藤　正　樹 愛　知
吉　田　敏　洋 愛　知
西　浦　仙　哉 三　重
岡　部　芳　幸 福　島
新　田　康　仁 静　岡
荒　井　崇　博 佐　賀
山　内　卓　也 愛　知
川　村　晃　司 京　都
中　川　誠一郎 熊　本
西　川　親　幸 熊　本
太　田　真　一 埼　玉
稲　村　成　浩 群　馬
齋　藤　登志信 宮　城
武　田　豊　樹 茨　城
中　井　達　郎 静　岡
山　崎　芳　仁 福　島
原　田　研太朗 徳　島
坂　本　健太郎 福　岡
井　上　昌　己 長　崎
市　川　健　太 東　京
平　原　康　多 埼　玉
浅　井　康　太 三　重
佐　藤　慎太郎 福　島
牧　　　剛　央 大　分
原　田　　　隆 大　阪
渡　邉　晴　智 静　岡
三　宅　　　伸 岡　山
小　倉　竜　二 徳　島
小　林　大　介 群　馬
前　田　拓　也 大　阪
朝　日　　　勇 愛　知
海老根　恵　太 千　葉
山　口　富　生 岐　阜
北津留　　　翼 福　岡
舘　　　泰　守 愛　知
櫻　井　　　学 群　馬
佐々木　則　幸 高　知
松　田　治　之 大　阪
石　丸　寛　之 岡　山
佐々木　雄　一 福　島

2021年12月31日現在Ｓ級在籍者
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■獲得賞金額累計上位２0

順位 府県 期 金額（円）

栃　木

京　都

岐　阜

千　葉

新　潟

千　葉

福　岡

福　島

茨　城

佐　賀

福　島

埼　玉

石　川

岐　阜

佐　賀

福　岡

神奈川

岐　阜

福　島

東　京

■年間獲得賞金額２億円達成者

府　県 期 金額（円） 備　　考

栃　木 KEIRINグランプリ準優勝

福　島 KEIRINグランプリ優勝

岐　阜 KEIRINグランプリ優勝

岐　阜 KEIRINグランプリ優勝

千　葉 KEIRINグランプリ優勝

京　都 KEIRINグランプリ優勝

茨　城 KEIRINグランプリ優勝

京　都 KEIRINグランプリ優勝

奈　良 KEIRINグランプリ優勝

大阪 KEIRINグランプリ優勝古性　優作

岡部　芳幸

登録年月日

伏見　俊昭

井上　茂徳

佐藤慎太郎

山口　幸二

選手名

神山雄一郎

村上　義弘

滝澤　正光

小橋　正義

2009年

鈴木　　誠

吉岡　稔真

武田　豊樹

平原　康多

小嶋　敬二

佐々木昭彦

中野　浩一

高木　隆弘

年

山田　裕仁

2021年

1997年

2001年

2002年

2003年

2010年

2014年

2016年

2018年 三谷　竜生

山田　裕仁

山田　裕仁

濱口　高彰

後閑　信一

伏見　俊昭

選手名

神山雄一郎

海老根恵太

村上　博幸

武田　豊樹

村上　義弘
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■年間獲得賞金額１億円達成者

選手名 府県 期 選手名 府県 期
1980年 中野　浩一 福　岡 神山雄一郎 栃　木

1981年 中野　浩一 福　岡 太田　真一 埼　玉

1982年 井上　茂徳 佐　賀 児玉　広志 香　川

1983年 中野　浩一 福　岡 東出　　剛 千　葉

1986年 滝澤　正光 千　葉 金古　将人 福　島

1987年 滝澤　正光 千　葉 吉岡　稔真 福　岡

1988年 滝澤　正光 千　葉 小橋　正義 岡　山

井上　茂徳 佐　賀 児玉　広志 香　川

中野　浩一 福　岡 岡部　芳幸 福　島

坂本　　勉 青　森 神山雄一郎 栃　木

滝澤　正光 千　葉 山田　裕仁 岐　阜

鈴木　　誠 千　葉 伏見　俊昭 福　島

滝澤　正光 千　葉 稲村　成浩 群　馬

坂本　　勉 青　森 神山雄一郎 栃　木

吉岡　稔真 福　岡 小橋　正義 新　潟

鈴木　　誠 千　葉 山田　裕仁 岐　阜

高木　隆弘 神奈川 山田　裕仁 岐　阜

神山雄一郎 栃　木 松本　　整 京　都

吉岡　稔真 福　岡 村上　義弘 京　都

滝澤　正光 千　葉 山田　裕仁 岐　阜

海田　和裕 三　重 村上　義弘 京　都

高木　隆弘 神奈川 小嶋　敬二 石　川

吉岡　稔真 福　岡 吉岡　稔真 福　岡

神山雄一郎 栃　木 小野　俊之 大　分

井上　茂徳 佐　賀 佐藤慎太郎 福　島

小橋　正義 岡　山 小橋　正義 新　潟

神山雄一郎 栃　木 加藤　慎平 岐　阜

吉岡　稔真 福　岡 鈴木　　誠 千　葉

小橋　正義 岡　山 有坂　直樹 秋　田

吉岡　稔真 福　岡 手島　慶介 群　馬

神山雄一郎 栃　木 山崎　芳仁 福　島

小橋　正義 岡　山 合志　正臣 熊　本

児玉　広志 香　川 佐藤慎太郎 福　島

神山雄一郎 栃　木 伏見　俊昭 福　島

山田　裕仁 岐　阜 山崎　芳仁 福　島

濵口　高彰 岐　阜 小嶋　敬二 石　川

小橋　正義 岡　山 有坂　直樹 秋　田

吉岡　稔真 福　岡 井上　昌己 長　崎

神山雄一郎 栃　木 渡邉　晴智 静　岡

吉岡　稔真 福　岡 山崎　芳仁 福　島

山口　幸二 岐　阜 平原　康多 埼　玉

山田　裕仁 岐　阜

高木　隆弘 神奈川

小橋　正義 岡　山

2008年

2007年

2006年

2005年

年

1989年

1990年

1991年

年

1999年

2000年

2001年

1992年

2002年

2004年

1998年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

2003年

■獲得賞金額累計上位２0

順位 府県 期 金額（円）

栃　木

京　都

岐　阜

千　葉

新　潟

千　葉

福　岡

福　島

茨　城

佐　賀

福　島

埼　玉

石　川

岐　阜

佐　賀

福　岡

神奈川

岐　阜

福　島

東　京

■年間獲得賞金額２億円達成者

府　県 期 金額（円） 備　　考

栃　木 KEIRINグランプリ準優勝

福　島 KEIRINグランプリ優勝

岐　阜 KEIRINグランプリ優勝

岐　阜 KEIRINグランプリ優勝

千　葉 KEIRINグランプリ優勝

京　都 KEIRINグランプリ優勝

茨　城 KEIRINグランプリ優勝

京　都 KEIRINグランプリ優勝

奈　良 KEIRINグランプリ優勝

大阪 KEIRINグランプリ優勝古性　優作

岡部　芳幸

登録年月日

伏見　俊昭

井上　茂徳

佐藤慎太郎

山口　幸二

選手名

神山雄一郎

村上　義弘

滝澤　正光

小橋　正義

2009年

鈴木　　誠

吉岡　稔真

武田　豊樹

平原　康多

小嶋　敬二

佐々木昭彦

中野　浩一

高木　隆弘

年

山田　裕仁

2021年

1997年

2001年

2002年

2003年

2010年

2014年

2016年

2018年 三谷　竜生

山田　裕仁

山田　裕仁

濱口　高彰

後閑　信一

伏見　俊昭

選手名

神山雄一郎

海老根恵太

村上　博幸

武田　豊樹

村上　義弘
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選手名 府県 期 選手名 府県 期
海老根恵太 千　葉 和田健太郎 千　葉

武田　豊樹 茨　城 松浦　悠士 広　島

山崎　芳仁 福　島 脇本　雄太 福　井

伏見　俊昭 福　島 古性　優作 大　阪

平原　康多 埼　玉 松浦　悠士 広　島

村上　博幸 京　都 郡司　浩平 神奈川

村上　義弘 京　都 平原　康多 埼　玉

山崎　芳仁 福　島

市田佳寿浩 福　井

山口　幸二 岐　阜

村上　義弘 京　都

浅井　康太 三　重

武田　豊樹 茨　城

伏見　俊昭 福　島

村上　義弘 京　都

成田　和也 福　島

武田　豊樹 茨　城

金子　貴志 愛　知

深谷　知広 愛　知

村上　義弘 京　都

成田　和也 福　島

武田　豊樹 茨　城

村上　義弘 京　都

浅井　康太 三　重

新田　祐大 福　島

武田　豊樹 茨　城

平原　康多 埼　玉

村上　義弘 京　都

新田　祐大 福　島

稲垣　裕之 京　都

浅井　康太 三　重

新田　祐大 福　島

渡邉　一成 福　島

平原　康多 埼　玉

三谷　竜生 奈　良

三谷　竜生 奈　良

脇本　雄太 福　井

浅井　康太 三　重

平原　康多 埼　玉

佐藤慎太郎 福　島

脇本　雄太 福　井

松浦　悠士 広　島

清水　裕友 山　口

中川誠一郎 熊　本

年年

2009年

2020年

2021年　　R3

2010年

2011年

2016年

2019年

2012年

2013年

2014年

2015年

2018年

2017年
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選手名 府　県 登録番号 期 登録年月日 登録日から 達成年月日 達成競輪場

中野　浩一 福　岡 1975年（昭和50年） 4月 1日 13年 4ヶ月 2日 1988年（昭和63年） 8月 3日 青　森

井上　茂徳 佐　賀 1978年（昭和53年） 4月 1日 13年 3ヶ月 8日 1991年（平成 3年） 7月 9日 福　井

滝澤　正光 千　葉 1979年（昭和54年） 4月 1日  12年 9ヶ月 5日 1992年（平成 4年） 1月 6日 和歌山

山口　健治 東　京 1976年（昭和51年）10月 1日  19年 1ヶ月26日 1995年（平成 7年）11月27日 小　倉

神山雄一郎 栃　木 1988年（昭和63年） 4月 1日   9年 4ヶ月12日 1997年（平成 9年） 8月13日 松　戸

佐々木昭彦 佐　賀 1979年（昭和54年） 4月 1日 18年 7ヶ月 9日 1997年（平成 9年）11月10日 花月園

吉岡　稔真 福　岡 1990年（平成  2年） 3月 5日   8年 0ヶ月21日 1998年（平成10年） 3月26日 西武園

小橋　正義 新　潟 1987年（昭和62年） 4月 1日 12年 9ヶ月 7日 2000年（平成12年） 1月 8日 和歌山

鈴木　誠 千　葉 1985年（昭和60年） 4月 1日  14年10ヶ月11日 2000年（平成12年） 2月12日 門　司

尾崎　雅彦 東　京 1977年（昭和52年） 4月 1日 24年 0ヶ月14日 2001年（平成13年） 4月15日 西武園

山田　裕仁 岐　阜 1988年（昭和63年） 4月 1日 13年 1ヶ月28日 2001年（平成13年） 5月29日 大津びわこ

松本　　整 京　都 1980年（昭和55年） 4月 1日 22年 3ヶ月27日 2002年（平成14年） 7月28日 前　橋

児玉　広志 香　川 1990年（平成  2年） 7月 1日 13年 7ヶ月 8日 2004年（平成16年） 2月 9日 高　松

高木　隆弘 神奈川 1989年（平成元年） 7月 1日 16年 6ヶ月28日 2006年（平成18年） 1月29日 小　倉

濱口　高彰 岐　阜 1987年（昭和62年） 4月 1日 20年 4ヶ月23日 2007年（平成19年） 8月24日 奈　良

伏見　俊昭 福　島 1995年（平成  7年） 3月 5日 12年 9ヶ月25日 2007年（平成19年）12月30日 立　川

小嶋　敬二 石　川 1994年（平成　6年） 7月 1日 13年 8ヶ月22日 2008年（平成20年） 3月23日 静　岡

有坂　直樹 秋　田 1989年（平成元年） 7月 1日 18年11ヶ月10日 2008年（平成20年） 6月11日 函　館

岡部　芳幸 福　島 1990年（平成 2年） 7月 1日 18年 2ヶ月19日 2008年（平成20年） 9月20日 青　森

山口　幸二 岐　阜 1988年（昭和63年） 8月 1日 20年 7ヶ月 7日 2009年（平成21年） 3月 8日 岸和田

後閑　信一 東　京 1990年（平成 2年） 3月 5日 20年 0ヶ月 2日 2010年（平成22年） 3月 7日 松　戸

村上　義弘 京　都 1994年（平成　6年） 3月 5日 17年 0ヶ月 1日 2011年（平成23年） 3月 6日 名古屋

武田　豊樹 茨　城 2003年（平成15年） 5月 1日 11年 4ヶ月14日 2014年（平成26年） 9月15日 前　橋

稲村　成浩 群　馬 1992年（平成 4年） 3月 5日 23年 0ヶ月29日 2015年（平成27年） 4月 3日 高　知

山崎　芳仁 福　島 2003年（平成15年） 5月 1日 13年 0ヶ月14日 2016年（平成28年） 5月15日 平　塚

渡邉　晴智 静　岡 1994年（平成 6年） 3月 5日 22年 4ヶ月28日 2016年（平成28年） 8月 2日 弥　彦

佐藤慎太郎 福　島 1996年（平成 8年） 6月21日 20年 6ヶ月 2日 2016年（平成28年）12月23日 広　島

三宅　伸 岡　山 1989年（平成元年） 7月 1日 27年 6ヶ月 1日 2017年（平成29年） 1月 2日 岸和田

平原　康多 埼　玉 2002年（平成14年） 6月 1日 15年 5ヶ月25日 2017年（平成29年）11月26日 小　倉

小野　俊之 大　分 1996年（平成 8年） 3月 5日 21年 9ヶ月17日 2017年（平成29年）12月22日 広　島

浅井　康太 三　重 2005年（平成17年） 5月 1日 13年 3ヶ月14日 2018年（平成30年） 8月15日 いわき平

金子　貴志 愛　知 1995年（平成7年） 3月 5日 24年 2ヶ月20日 2019年（令和元年） 5月 25日 松　山

小倉　竜二 徳　島 1996年（平成8年） 3月 5日 22年 8ヶ月17日 2019年（令和元年）11月 22日 小　倉

西川　親幸 熊  本 1986年（昭和61年） 4月 1日 34年 5ヶ月 15日 2020年 （令和2年） 9月17日 別　府

加倉　正義 福　岡 1991年（平成3年） 7月 1日 29年 3ヶ月 11日 2020年 （令和2年） 10月12日 高　松

新田　祐大 福　島 2005年（平成17年） 5月 1日 15年 5ヶ月17日 2020年 （令和2年） 10月18日 前　橋

※登録日は含まない

■通算獲得賞金額10億円達成者

選手名 府県 期 選手名 府県 期
海老根恵太 千　葉 和田健太郎 千　葉

武田　豊樹 茨　城 松浦　悠士 広　島

山崎　芳仁 福　島 脇本　雄太 福　井

伏見　俊昭 福　島 古性　優作 大　阪

平原　康多 埼　玉 松浦　悠士 広　島

村上　博幸 京　都 郡司　浩平 神奈川

村上　義弘 京　都 平原　康多 埼　玉

山崎　芳仁 福　島

市田佳寿浩 福　井

山口　幸二 岐　阜

村上　義弘 京　都

浅井　康太 三　重

武田　豊樹 茨　城

伏見　俊昭 福　島

村上　義弘 京　都

成田　和也 福　島

武田　豊樹 茨　城

金子　貴志 愛　知

深谷　知広 愛　知

村上　義弘 京　都

成田　和也 福　島

武田　豊樹 茨　城

村上　義弘 京　都

浅井　康太 三　重

新田　祐大 福　島

武田　豊樹 茨　城

平原　康多 埼　玉

村上　義弘 京　都

新田　祐大 福　島

稲垣　裕之 京　都

浅井　康太 三　重

新田　祐大 福　島

渡邉　一成 福　島

平原　康多 埼　玉

三谷　竜生 奈　良

三谷　竜生 奈　良

脇本　雄太 福　井

浅井　康太 三　重

平原　康多 埼　玉

佐藤慎太郎 福　島

脇本　雄太 福　井

松浦　悠士 広　島

清水　裕友 山　口

中川誠一郎 熊　本

年年

2009年

2020年

2021年　　R3

2010年

2011年

2016年

2019年

2012年

2013年

2014年

2015年

2018年

2017年
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■通算獲得賞金額15億円達成者

選手名 府　県 登録番号 期 登録年月日 登録日から 達成年月日 達成競輪場

井上　茂徳 佐　賀 1978年（昭和53年） 4月 1日 19年  3ヶ月13日 1997年（平成 9年） 7月14日 松　阪

滝澤　正光 千　葉 1979年（昭和54年） 4月 1日 19年  6ヶ月26日 1998年（平成10年）10月27日 前　橋

神山雄一郎 栃　木 1988年（昭和63年） 4月 1日 11年  8ヶ月29日 1999年（平成11年）12月30日 立　川

山田　裕仁 岐　阜 1988年（昭和63年） 4月 1日 15年  8ヶ月29日 2003年（平成15年）12月30日 京王閣

吉岡　稔真 福　岡 1990年（平成  2年） 3月 5日 14年  1ヶ月  6日 2004年（平成16年） 4月11日 川　崎

小橋　正義 新　潟 1987年（昭和62年） 4月 1日 19年  2ヶ月  9日 2006年（平成18年） 6月10日 武　雄

鈴木　誠 千　葉 1985年（昭和60年） 4月 1日 24年  0ヶ月24日 2009年（平成21年） 4月25日 大　垣

伏見　俊昭 福　島 1995年（平成  7年） 3月 5日 19年  1ヶ月15日 2014年（平成26年） 4月20日 武　雄

村上　義弘 京　都 1994年（平成　6年） 3月 5日 21年  8ヶ月18日 2015年（平成27年）11月23日 小　倉

武田　豊樹 茨　城 2003年（平成15年） 5月 1日 15年  3ヶ月14日 2018年（平成30年） 8月15日 いわき平

※登録日を含まない

選手名 府　県 登録番号 期 登録年月日 登録日から 達成年月日 達成競輪場

神山雄一郎 栃　木 1988年（昭和63年） 4月 1日 17年  0ヶ月20日 2005年（平成17年 4月21日） 宇都宮

※登録日は含まない

選手名 府　県 登録番号 期 登録年月日 登録日から 達成年月日 達成競輪場

神山雄一郎 栃　木 1988年（昭和63年） 4月 1日 24年  2ヶ月  5日 2012年（平成24年） 6月 6日 大　垣

※登録日は含まない

■通算獲得賞金額20億円達成者

■通算獲得賞金額25億円達成者
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■バンクレコード
競輪場 周長 タイム 記録者 府県 年月日 最大カント 直線部カント 見なし直線距離 備考

函　館 神山雄一郎 栃　木 30°36′51″ 3°26′01″ 51.3ｍ

青　森 R.ベイリー オーストラリア 32°15′07″ 2°51′45″ 58.9ｍ

いわき平　 山崎　芳仁 福　島 32°54′45″ 3°26′01″ 62.7ｍ

弥　彦 山崎　芳仁 福　島 32°24′17″ 2°51′45″ 63.1ｍ

前　橋 中川誠一郎 熊　本 36°00′00″ 4°00′00″ 46.7ｍ

取　手 吉岡　稔真 福　岡 31°30′25″ 2°51′44″ 54.8ｍ

宇都宮 中川誠一郎 熊　本 25°47′44″ 2°51′44″ 63.3ｍ

大　宮 M.ブフリ オランダ 26°16′40″ 3°26′01″ 66.7ｍ

西武園 曾田　正一 千　葉 29°26′54″ 2°51′45″ 47.6ｍ

京王閣 S.パーキンス オーストラリア 32°10′34″ 2°51′45″ 51.5ｍ

立　川 深谷　知広 愛　知 31°13′06″ 2°17′27″ 58.0ｍ

松　戸 中村　浩士 千　葉 29°44′42″ 3°01′02″ 38.2ｍ

千　葉 滝澤　正光 千　葉 24°13′01″ 2°51′45″ 60.0ｍ

川　崎 原田　研太朗 徳　島 32°10′14″ 3°26′01″ 58.0ｍ

花月園 合志　正臣 熊　本 30°47′34″ 3°26′01″ 43.0ｍ H22.3廃止

平　塚 荒井　崇博 佐　賀 31°28′37″ 3°26′01″ 54.2ｍ

小田原 S.ボティシャー ドイツ 35°34′12″ 3°26′01″ 36.1ｍ

伊東温泉 新田　祐大 福　島 34°41′09″ 3°26′01″ 46.6ｍ

静　岡 佐藤　　仁 秋　田 30°43′22″ 2°51′45″ 56.4ｍ

一　宮 北川　智博 滋　賀 33°50′22″ 2°51′44″ 64.4ｍ H26.3開催止

名古屋 S.パーキンス オーストラリア 34°01′47″ 2°51′45″ 58.8ｍ

岐　阜 伊勢崎彰大 千　葉 32°15′07″ 2°51′45″ 59.3ｍ

大　垣 G.ネイワンド オーストラリア 30°37′08″ 2°51′45″ 56.0ｍ

豊　橋 金子　貴志 愛　知 33°50′22″ 2°17′26″ 60.3ｍ

富　山 阿部　良二 岩　手 33°41′24″ 3°26′01″ 43.0ｍ

松　阪 井上　昌己 長　崎 34°25′29″ 2°51′45″ 61.5ｍ

四日市 T.ボス オランダ 32°15′07″ 2°51′45″ 62.4ｍ

福　井 山口　拳矢 岐　阜 31°28′37″ 2°51′45″ 52.8ｍ

大津びわこ 岡部　芳幸 福　島 25°00′14″ 2°17′27″ 63.3ｍ H23.3廃止

奈　良 平石　光弘 栃　木 33°25′47″ 4°51′48″ 38.0ｍ

京都向日町 深谷　知広 愛　知 30°29′07″ 3°26′01″ 47.3ｍ

和歌山 F.ペルビス フランス 32°15′07″ 2°51′45″ 59.9ｍ

岸和田 F.ペルビス フランス 30°56′00″ 2°51′45″ 56.7ｍ

甲子園 菅田　順和 宮　城 31°24′32″ 2°51′45″ H14.3廃止

西　宮 安藤　　功 岐　阜 32°10′34″ 3°26′01″ H14.3廃止

玉　野 太田　竜馬 徳　島 30°37′33″ 3°26′01″ 47.9ｍ

広　島 石橋慎太郎 静　岡 30°47′34″ 3°26′01″ 57.9ｍ

防　府 新田　祐大 福　島 34°41′09″ 4°34′26″ 42.5ｍ

高　松 高城　信雄 兵　庫 33°15′50″ 2°52′00″ 54.8ｍ

観音寺 廣川　貞治 東　京 30°47′34″ 2°51′45″ H24.3廃止

小松島 吉村　和之 岐　阜 29°46′27″ 2°51′45″ 55.5ｍ

高　知 島川　将貴 徳　島 24°29′51″ 3°26′01″ 52.0ｍ

松　山 F.ペルビス フランス 34°01′48″ 2°51′45″ 58.6ｍ

小　倉 J.エスクレド スペイン 34°01′48″ 3°26′01″ 56.9ｍ

門　司 井上　昌己 長　崎 27°10′32″ 4°00′20″ 60.2ｍ H14.3廃止

久留米 M.グレーツァー オーストラリア 31°28′37″ 3°26′01″ 50.7ｍ

武　雄 T.ボス オランダ 32°00′19″ 2°17′26″ 64.4ｍ

佐世保 中川誠一郎 熊本 31°28′37″ 3°26′01″ 40.2ｍ

別　府 T.ボス オランダ 33°41′24″ 2°51′45″ 60.0ｍ

熊　本 佐藤　友和 岩　手 29°44′42″ 2°17′26″ 69.5ｍ

見なし直線距離とは4角から決勝線までの見なし直線距離の事。2センター部の最小半径曲線の中心点より、走路の長軸に対
して垂直に延長した線とホーム直線部の測定線を延長した線との交点から、決勝線までの距離を測ったもので、4コーナーを
立ち直ってからゴールまでの直線距離の目安となる。ただし、エボリューションレースはバンクレコードの対象としない。

同タイムの場合は古いタイムの選手を記載。タイムのアミは各周長別日本記録

■通算獲得賞金額15億円達成者

選手名 府　県 登録番号 期 登録年月日 登録日から 達成年月日 達成競輪場

井上　茂徳 佐　賀 1978年（昭和53年） 4月 1日 19年  3ヶ月13日 1997年（平成 9年） 7月14日 松　阪

滝澤　正光 千　葉 1979年（昭和54年） 4月 1日 19年  6ヶ月26日 1998年（平成10年）10月27日 前　橋

神山雄一郎 栃　木 1988年（昭和63年） 4月 1日 11年  8ヶ月29日 1999年（平成11年）12月30日 立　川

山田　裕仁 岐　阜 1988年（昭和63年） 4月 1日 15年  8ヶ月29日 2003年（平成15年）12月30日 京王閣

吉岡　稔真 福　岡 1990年（平成  2年） 3月 5日 14年  1ヶ月  6日 2004年（平成16年） 4月11日 川　崎

小橋　正義 新　潟 1987年（昭和62年） 4月 1日 19年  2ヶ月  9日 2006年（平成18年） 6月10日 武　雄

鈴木　誠 千　葉 1985年（昭和60年） 4月 1日 24年  0ヶ月24日 2009年（平成21年） 4月25日 大　垣

伏見　俊昭 福　島 1995年（平成  7年） 3月 5日 19年  1ヶ月15日 2014年（平成26年） 4月20日 武　雄

村上　義弘 京　都 1994年（平成　6年） 3月 5日 21年  8ヶ月18日 2015年（平成27年）11月23日 小　倉

武田　豊樹 茨　城 2003年（平成15年） 5月 1日 15年  3ヶ月14日 2018年（平成30年） 8月15日 いわき平

※登録日を含まない

選手名 府　県 登録番号 期 登録年月日 登録日から 達成年月日 達成競輪場

神山雄一郎 栃　木 1988年（昭和63年） 4月 1日 17年  0ヶ月20日 2005年（平成17年 4月21日） 宇都宮

※登録日は含まない

選手名 府　県 登録番号 期 登録年月日 登録日から 達成年月日 達成競輪場

神山雄一郎 栃　木 1988年（昭和63年） 4月 1日 24年  2ヶ月  5日 2012年（平成24年） 6月 6日 大　垣

※登録日は含まない

■通算獲得賞金額20億円達成者

■通算獲得賞金額25億円達成者
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■ガールズケイリン年間獲得賞金額上位３０
順位 選手名 府県 期 年齢 金額（円） R2順位

高　木　真　備 東　京

児　玉　碧　衣 福　岡
石　井　寛　子 東　京
小　林　莉　子 東　京
尾　方　真　生 福　岡
坂　口　楓　華 京　都
大久保　花　梨 福　岡
鈴　木　美　教 静　岡
奥　井　　　迪 東　京
太　田　美　穂 三　重
荒　牧　聖　未 栃　木
山　原　さくら 高　知
尾　崎　　　睦 神奈川
久　米　　　詩 静　岡
細　田　愛　未 埼　玉
佐　藤　水　菜 神奈川
石　井　貴　子 東　京
南　　　円　佳 鹿児島
柳　原　真　緒 福　井
永　禮　美　瑠 愛　知
土　屋　珠　里 大　阪
高　橋　梨　香 埼　玉
吉　岡　詩　織 広　島
増　田　夕　華 岐　阜
西　島　叶　子 熊　本
那　須　萌　美 宮　崎
比　嘉　真梨代 沖　縄
中　嶋　里　美 愛　知
岡　本　二　菜 東　京
岩　崎　ゆみこ 茨　城

2021年1月～12月開催
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■ガールズケイリン年間勝利数上位者

逃 捲 差 マーク

石　井　寛　子 東京

児　玉　碧　衣 福岡

尾　方　真　生 福岡

高　木　真　備 東京

山　原　さくら 高知

鈴　木　美　教 静岡

坂　口　楓　華 京都

小　林　莉　子 東京

奥　井　　　迪 東京

大久保　花　梨 福岡

太　田　美　穂 三重

尾　崎　　　睦 神奈

柳　原　真　緒 福井

荒　牧　聖　未 栃木

久　米　　　詩 静岡

佐　藤　水　菜 神奈

石　井　貴　子 東京

細　田　愛　未 埼玉

吉　岡　詩　織 広島

石　井　貴　子 千葉

中　嶋　里　美 愛知

梅　川　風　子 東京

増　田　夕　華 岐阜

加　瀬　加奈子 新潟

小　林　優　香 福岡

西　島　叶　子 熊本

土　屋　珠　里 大阪

林　　　真奈美 福岡

岩　崎　ゆみこ 茨城

杉　浦　菜　留 愛知

1着率順位 選手名 府　県 期 年齢 レース数 1着数 2着数 失格 重注 走注 順位 連対率 順位
連対決まり手

得点順位
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■ガールズケイリン現役選手通算勝数

順位 選手名 府　県 登録番号 期 勝数 登録年月日 出走 勝率 連対率

石　井　寛　子 東　京 2013年（平成25年）4月10日
奥　井　　　迪 東　京 2014年（平成26年）4月10日
山　原　さくら 高　知 2013年（平成25年）4月10日
児　玉　碧　衣 福　岡 2015年（平成27年）5月1日
高　木　真　備 東　京 2014年（平成26年）4月10日
小　林　莉　子 東　京 2012年（平成24年）5月1日
梶　田　　　舞 埼　玉 2013年（平成25年）4月10日
荒　牧　聖　未 栃　木 2012年（平成24年）5月1日
尾　崎　　　睦 神奈川 2015年（平成27年）5月1日
加　瀬　加奈子 新　潟 2012年（平成24年）5月1日
石　井　貴　子 千　葉 2014年（平成26年）4月10日
長　澤　　　彩 福　岡 2014年（平成26年）4月10日
小　林　優　香 福　岡 2014年（平成26年）4月10日
鈴　木　美　教 静　岡 2017年（平成29年）5月1日
中　村　由香里 東　京 2012年（平成24年）5月1日
細　田　愛　未 埼　玉 2015年（平成27年）5月1日
中　川　諒　子 熊　本 2012年（平成24年）5月1日
梅　川　風　子 東　京 2017年（平成29年）5月1日
大久保　花　梨 福　岡 2017年（平成29年）5月1日
佐　藤　水　菜 神奈川 2018年（平成30年）5月1日

2021年12月31日現在

■ガールズケイリン年間優勝回数上位者 2021年1月開催～12月開催

FⅡ

東　京

福　岡

東　京

福　岡

京　都

神奈川

東　京

高　知

神奈川

福　岡

※（）内の数字は単発レースの優勝回数。

■ガールズケイリン年別年間優勝回数１位者

FⅡ

2012年 加瀬加奈子 新　潟

中村由香里 東　京

石井　寛子 東　京

2014年 小林　優香 福　岡

2015年 小林　優香 福　岡

2016年 高木　真備 東　京

2017年 児玉　碧衣 福　岡

2018年 児玉　碧衣 福　岡

2019年 児玉　碧衣 福　岡

2020年 児玉　碧衣 福　岡

2021年 石井　寛子 東　京

※（）内の数字は単発レースの優勝回数。

尾　方　真　生

坂　口　楓　華

佐　藤　水　菜

府　県 期 レース数
優勝回数

計

選手名 府　県 期 年　齢 レース数

小　林　莉　子

山　原　さくら

尾　崎　　　睦

大久保　花　梨

年 選手名

優勝回数

年齢
(当時)

計

石　井　寛　子

児　玉　碧　衣

高　木　真　備

順　位

2013年
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■ガールズケイリン現役選手通算勝数

順位 選手名 府　県 登録番号 期 勝数 登録年月日 出走 勝率 連対率

石　井　寛　子 東　京 2013年（平成25年）4月10日
奥　井　　　迪 東　京 2014年（平成26年）4月10日
山　原　さくら 高　知 2013年（平成25年）4月10日
児　玉　碧　衣 福　岡 2015年（平成27年）5月1日
高　木　真　備 東　京 2014年（平成26年）4月10日
小　林　莉　子 東　京 2012年（平成24年）5月1日
梶　田　　　舞 埼　玉 2013年（平成25年）4月10日
荒　牧　聖　未 栃　木 2012年（平成24年）5月1日
尾　崎　　　睦 神奈川 2015年（平成27年）5月1日
加　瀬　加奈子 新　潟 2012年（平成24年）5月1日
石　井　貴　子 千　葉 2014年（平成26年）4月10日
長　澤　　　彩 福　岡 2014年（平成26年）4月10日
小　林　優　香 福　岡 2014年（平成26年）4月10日
鈴　木　美　教 静　岡 2017年（平成29年）5月1日
中　村　由香里 東　京 2012年（平成24年）5月1日
細　田　愛　未 埼　玉 2015年（平成27年）5月1日
中　川　諒　子 熊　本 2012年（平成24年）5月1日
梅　川　風　子 東　京 2017年（平成29年）5月1日
大久保　花　梨 福　岡 2017年（平成29年）5月1日
佐　藤　水　菜 神奈川 2018年（平成30年）5月1日

2021年12月31日現在

■ガールズケイリン年間優勝回数上位者 2021年1月開催～12月開催

FⅡ

東　京

福　岡

東　京

福　岡

京　都

神奈川

東　京

高　知

神奈川

福　岡

※（）内の数字は単発レースの優勝回数。

■ガールズケイリン年別年間優勝回数１位者

FⅡ

2012年 加瀬加奈子 新　潟

中村由香里 東　京

石井　寛子 東　京

2014年 小林　優香 福　岡

2015年 小林　優香 福　岡

2016年 高木　真備 東　京

2017年 児玉　碧衣 福　岡

2018年 児玉　碧衣 福　岡

2019年 児玉　碧衣 福　岡

2020年 児玉　碧衣 福　岡

2021年 石井　寛子 東　京

※（）内の数字は単発レースの優勝回数。

尾　方　真　生

坂　口　楓　華

佐　藤　水　菜

府　県 期 レース数
優勝回数

計

選手名 府　県 期 年　齢 レース数

小　林　莉　子

山　原　さくら

尾　崎　　　睦

大久保　花　梨

年 選手名

優勝回数

年齢
(当時)

計

石　井　寛　子

児　玉　碧　衣

高　木　真　備

順　位

2013年
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■ガールズケイリン年別１着率第１位選手

中村由香里 東　京

加瀬加奈子 新　潟

2013年 石井　寛子 東　京

2014年 小林　優香 福　岡

2015年 小林　優香 福　岡

2016年 小林　優香 福　岡

2017年 小林　優香 福　岡

2018年 児玉　碧衣 福　岡

2019年 児玉　碧衣 福　岡

2020年 児玉　碧衣 福　岡

2021年 石井　寛子 東　京

2012年

年 1着率選手名
年齢
(当時)

期 1着 3着府　県 2着 着外 落棄 失格 計
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■ガールズケイリン年別年間獲得賞金額最高選手

2012年 東　京

2013年 東　京

2014年 栃　木

2015年 福　岡

2016年 栃　木

2017年 東　京

2018年 福　岡

2019年 福　岡

2020年 福　岡

2021年 東　京

■獲得賞金額累計上位２0

順位 府県 期

福　岡

東　京

東　京

東　京

栃　木

東　京

高　知

栃　木

東　京

千　葉

新　潟

神奈川

福　岡

熊　本

東　京

福　岡

千　葉

神奈川

埼　玉

岐　阜

2021年12月31日現在

高　木　真　備

金額（円）

高　木　真　備

梶　田　　　舞

山　原　さくら

選手名　 登録年月日

石　井　寛　子

小　林　莉　子

奥　井　　　迪

尾　崎　　　睦

石　井　貴　子

荒　牧　聖　未

細　田　愛　未

長　澤　　　彩

増　茂　るるこ

篠　崎　新　純

奈良岡　彩　子

小　坂　知　子

加　瀬　加奈子

中　川　諒　子

小　林　優　香

中　村　由香里

児　玉　碧　衣

レース数年 府 県 期
年齢

(当時)

小　林　莉　子

選手名

中　村　由香里

梶　田 　　　舞

優勝
回数

得点
順位

金額（円）

児　玉　碧　衣

児　玉　碧　衣

石　井　寛　子

梶　田 　　　舞

小　林　優　香

児　玉　碧　衣
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■JKA歴代表彰選手

最優秀選手（府　県） 優秀新人選手（期）

1960年 昭和35年
石田　雄彦（和歌山）
加古　政子（群　馬）

平間　誠記（13）
高山ミナエ

1961年 昭和36年
石田　雄彦（和歌山）
福島　秀代（長　崎）

中川　茂一（14）

1962年 昭和37年
石田　雄彦（和歌山）
中村　金子（熊　本）

木村　実成（15）、斉藤　勝也（16）

1963年 昭和38年 白鳥　伸雄（千　葉） 小島　浩（17）

1964年 昭和39年 石田　雄彦（和歌山） 町田　克己（18）、松本　広導（19）

1965年 昭和40年 高原　永伍（神奈川） 吉川多喜夫・佐藤　敏男（20）、伊藤　繁（21）

1966年 昭和41年 平間　誠記（宮　城） 福島　正幸（22）

1967年 昭和42年 平間　誠記（宮　城） 阿部　道・阿部　利美（23）、班目　秀雄（24）

1968年 昭和43年 伊藤　繁（神奈川） 横枕　裕史（25）

1969年 昭和44年 高原　永伍（神奈川） 松本　州平（26）

1970年 昭和45年 福島　正幸（群　馬） 小山　靖（27）

1971年 昭和46年 荒川秀之助（宮　城） （寺本弘志・辞退）（28）

1972年 昭和47年 福島　正幸（群　馬） 阿部　良二（29）

1973年 昭和48年 阿部　道（宮　城） 高橋　健二（30）

1974年 昭和49年 阿部　道（宮　城） 岩崎　誠一（31）、利根川　勇（32）

1975年 昭和50年 福島　正幸（群　馬） 沼田　弥一（33）、鈴木　正彦（34）

1976年 昭和51年 藤巻　昇（北海道） 中野　浩一（35）、菅田　順和（36）

1977年 昭和52年 中野　浩一（福　岡） 鈴木　大介（37）、山口　健治（38）

1978年 昭和53年 中野　浩一（福　岡） 木村　一利（39）、菅野　良信（40）

1979年 昭和54年 中野　浩一（福　岡） 国持　晴彦（41）、片岡　克巳（42）

1980年 昭和55年 中野　浩一（福　岡） 北村　徹（43）、堂田　将治（44）

1981年 昭和56年 中野　浩一（福　岡） 馬場　圭一（45）、野田　正（46）

1982年 昭和57年 井上　茂徳（佐　賀） 小磯　伸一（47）、新谷　隆弘（48）

1983年 昭和58年 中野　浩一（福　岡） 小門　洋一（49）、高林　秀樹（50）

1984年 昭和59年 井上　茂徳（佐　賀） 本田　晴美（51）、松井　英幸（52）

1985年 昭和60年 滝澤　正光（千　葉） （53期該当者なし）、三宅　勝彦（54）

1986年 昭和61年 滝澤　正光（千　葉） 鈴木　誠（55）、杉浦　茂（56）

1987年 昭和62年 滝澤　正光（千　葉） 坂本　勉（57）、（58期該当者なし）

1988年 昭和63年 滝澤　正光（千　葉） 小橋　正義（59）、（60期該当者なし）

年
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最優秀選手（府　県） 優秀選手 最優秀新人選手 優秀新人選手 特別敢闘選手 ワールド・メダリスト 特別賞

最優秀選手（府　県） 優秀選手 最優秀新人選手 特別敢闘選手 国際賞選手 ワールド・メダリスト 特別功労賞 特別賞

滝澤　正光

神山雄一郎
松井　英幸
佐古　雅俊

平成2年 滝澤　正光（千　葉）
坂本　勉
井上　茂徳
中野　浩一

藤田　和彦
三宅　伸

出口　眞浩
奥泉　修司
有坂　直樹
高木　隆弘

鈴木　誠

平成元年 坂本　勉(青　森）
中野　浩一
井上　茂徳
滝澤　正光

神山雄一郎
内林　久徳

山田　裕仁
紫原　政文
新藤　敦
高島　一郎

波潟　和男

平成4年 吉岡　稔真（福　岡）
鈴木　誠
滝澤　正光
高木　隆弘

森山　昌昭
玉木　勝実

幸田　光博
清水　敏一
馬渕　紀明
曾田　正一

梶應　弘樹 稲村　成浩

平成3年 鈴木　誠（千　葉）
滝澤　正光
坂本　勉
吉岡　稔真

吉岡　稔真
富永　益生

山本　真矢
海田　和裕
斉藤　正剛
岡部　芳幸

小橋　正義

神山雄一郎（栃　木） 金山　栄治 山口　健治 神山雄一郎

吉岡　稔真 俵　信之

平成6年 吉岡　稔真（福　岡） 伊藤　保文 稲村　成浩

平成5年 神山雄一郎（栃　木）
吉岡　稔真
海田　和裕
滝澤　正光

澤田　義和
一丸　安貴

稲村　成浩
横田　努
吉田　哲也
酒井　実

高木　隆弘

表彰規定改正

平成9年 神山雄一郎（栃　木） 太田　真一

平成10年 神山雄一郎（栃　木） 齋藤登志信

平成8年 吉岡　稔真（福　岡） 十文字貴信

平成13年 伏見　俊昭（福　島） 荒井　崇博

平成14年 山田　裕仁（岐　阜） 栗田　雅也
村上　義弘
松本　整
小野　俊之

平成11年 神山雄一郎（栃　木） 中村美千隆

平成12年 神山雄一郎（栃　木） 加藤　慎平
児玉　広志
山田　裕仁
岡部　芳幸

太田　真一
金古　将人
児玉　広志

神山雄一郎
稲村　成浩
小橋　正義

神山雄一郎
井上　茂徳
小橋　正義

小橋　正義
吉岡　稔真
高橋　光宏

神山雄一郎
児玉　広志
小橋　正義

山田　裕仁
吉岡　稔真
濱口　高彰

吉岡　稔真
山口　幸二
山田　裕仁

平成17年 加藤　慎平（岐　阜） 山崎　芳仁

平成15年 山田　裕仁（岐　阜） 海老根恵太

平成16年 小野　俊之（大　分） 武田　豊樹

東出　剛

小橋　正義
伏見　俊昭
佐藤慎太郎

内林　久徳
伏見　俊昭
長塚　智広
井上　昌己

村上　義弘
小嶋　敬二
吉岡　稔真

伏見　俊昭
長塚　智広
井上　昌己

冨岡　健一

山口　富生

神山雄一郎
渡邉　晴智
金子　貴志
太田　真一
伏見　俊昭

佐藤慎太郎

矢口啓一郎
伏見　俊昭
長塚　智広
永井　清史

太田　真一
神山雄一郎
稲村　成浩
長塚　智広

神山雄一郎

太田　真一
稲村　成浩
十文字貴信
伏見　俊昭
山田　英樹

山田　裕仁
飯島　規之
金子　貴志

東出　剛
鈴木　誠

本田　晴美

松本　整

神山雄一郎

小嶋　敬二
武田　豊樹
神山雄一郎

後閑　信一

金子　貴志
及川　裕奨
成田　和也
渡邉　一成

後閑　信一 十文字貴信 十文字貴信

神山雄一郎神山雄一郎

山口　幸二

年

1989年

1990年

1991年

1992年

1993年

年

1994年

1995年 平成7年

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

■JKA歴代表彰選手

最優秀選手（府　県） 優秀新人選手（期）

1960年 昭和35年
石田　雄彦（和歌山）
加古　政子（群　馬）

平間　誠記（13）
高山ミナエ

1961年 昭和36年
石田　雄彦（和歌山）
福島　秀代（長　崎）

中川　茂一（14）

1962年 昭和37年
石田　雄彦（和歌山）
中村　金子（熊　本）

木村　実成（15）、斉藤　勝也（16）

1963年 昭和38年 白鳥　伸雄（千　葉） 小島　浩（17）

1964年 昭和39年 石田　雄彦（和歌山） 町田　克己（18）、松本　広導（19）

1965年 昭和40年 高原　永伍（神奈川） 吉川多喜夫・佐藤　敏男（20）、伊藤　繁（21）

1966年 昭和41年 平間　誠記（宮　城） 福島　正幸（22）

1967年 昭和42年 平間　誠記（宮　城） 阿部　道・阿部　利美（23）、班目　秀雄（24）

1968年 昭和43年 伊藤　繁（神奈川） 横枕　裕史（25）

1969年 昭和44年 高原　永伍（神奈川） 松本　州平（26）

1970年 昭和45年 福島　正幸（群　馬） 小山　靖（27）

1971年 昭和46年 荒川秀之助（宮　城） （寺本弘志・辞退）（28）

1972年 昭和47年 福島　正幸（群　馬） 阿部　良二（29）

1973年 昭和48年 阿部　道（宮　城） 高橋　健二（30）

1974年 昭和49年 阿部　道（宮　城） 岩崎　誠一（31）、利根川　勇（32）

1975年 昭和50年 福島　正幸（群　馬） 沼田　弥一（33）、鈴木　正彦（34）

1976年 昭和51年 藤巻　昇（北海道） 中野　浩一（35）、菅田　順和（36）

1977年 昭和52年 中野　浩一（福　岡） 鈴木　大介（37）、山口　健治（38）

1978年 昭和53年 中野　浩一（福　岡） 木村　一利（39）、菅野　良信（40）

1979年 昭和54年 中野　浩一（福　岡） 国持　晴彦（41）、片岡　克巳（42）

1980年 昭和55年 中野　浩一（福　岡） 北村　徹（43）、堂田　将治（44）

1981年 昭和56年 中野　浩一（福　岡） 馬場　圭一（45）、野田　正（46）

1982年 昭和57年 井上　茂徳（佐　賀） 小磯　伸一（47）、新谷　隆弘（48）

1983年 昭和58年 中野　浩一（福　岡） 小門　洋一（49）、高林　秀樹（50）

1984年 昭和59年 井上　茂徳（佐　賀） 本田　晴美（51）、松井　英幸（52）

1985年 昭和60年 滝澤　正光（千　葉） （53期該当者なし）、三宅　勝彦（54）

1986年 昭和61年 滝澤　正光（千　葉） 鈴木　誠（55）、杉浦　茂（56）

1987年 昭和62年 滝澤　正光（千　葉） 坂本　勉（57）、（58期該当者なし）

1988年 昭和63年 滝澤　正光（千　葉） 小橋　正義（59）、（60期該当者なし）

年
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最優秀選手（府　県） 優秀選手 最優秀新人選手 特別敢闘選手 国際賞選手 ワールド・メダリスト 特別功労賞 特別賞年

金子　貴志（愛　知） 深谷　知広 竹内　雄作 後閑　信一 田前　義守

小林　優香（福　岡） 梶田　舞 田中　まい

小林　優香（福　岡） 奥井　迪 田中　まい

児玉　碧衣（福　岡） 石井　寛子 小林　優香

※平成6年から最優秀新人選手賞年間1名
※平成24年からガールズケイリン選手も表彰

高木　真備（東　京）
児玉　碧衣
石井　寛子

梅川風子
小林優香
佐藤水菜
鈴木奈央

2021年 令和3年

古性　優作（大　阪）
松浦　悠士
郡司　浩平
平原　康多

山口　拳矢 吉田　拓矢

小原佑太
窪木一茂
新田祐大
深谷知広
橋本英也
脇本雄太

佐藤慎太郎（福　島）
中川誠一郎
脇本　雄太
松浦　悠士

松本　貴治 清水　裕友

新田　祐大
河端　朋之
雨谷　一樹
深谷　知広
松井　宏佑
橋本　英也

山賀　雅仁

2019年 令和元年

児玉　碧衣（福　岡）
小林　優香
石井　寛子

小林　優香
太田　りゆ

平成22年 村上　博幸（京　都） 深谷　知広

平成23年 山口　幸二（岐　阜） 柴田　竜史

武田　豊樹
平原　康多
山崎　芳仁

平成18年 山崎　芳仁（福　島） 菊地　圭尚

浅井　康太
村上　義弘
深谷　知広

木暮　安由

有坂　直樹
手島　慶介
合志　正臣

武田　豊樹

平成19年 小嶋　敬二（石　川） 北津留　翼

平成20年 井上　昌己(長　崎） 柴崎　淳

平成21年 海老根恵太（千　葉）

佐藤慎太郎

金子　貴志
井上　昌己
成田　和也
渡邉　一成
新田　祐大
北津留　翼

渡邉　晴智
山崎　芳仁
伏見　俊昭

紫原　政文

永井　清史
成田　和也
渡邉　一成
新田　祐大

永井　清史

吉岡　稔真

永井　清史

伏見　俊昭
山崎　芳仁

佐藤　友和 及川　裕奨　

伏見　俊昭

村上　義弘
山崎　芳仁
市田佳寿浩

武田　豊樹

小林　宏年
（一社）日本競輪
選手会千葉支部

脇本　雄太

浅井　康太 深谷　知広

　加瀬加奈子（新　潟）
特別賞
【ガールズ最優秀選手賞】

小林　莉子
中村由香里
特別賞
【ガールズ優秀選手賞】

平成24年

村上　義弘
成田　和也

原田研太朗 深谷　知広
坂本　貴史
河端　朋之
稲毛　健太

武田　豊樹（茨　城）

新田　祐大（福　島）
平成27年

川口　聖二
平原　康多
武田　豊樹
浅井　康太

稲垣　裕之

武田　豊樹（茨　城）
神山雄一郎
村上　義弘
深谷　知広平成26年

三谷　竜生 浅井　康太
坂本　毅
守澤　太志
栗田　雄矢

神山雄一郎

石井　寛子（東　京）
中村由香里
加瀬加奈子

平成25年

田中　まい

平成29年

新田　祐大（福　島）
浅井　康太
渡邉　一成
平原　康多

太田　竜馬 三谷　竜生 脇本　雄太

村上　義弘（京　都）

平成28年

平原　康多
稲垣　裕之

新山　響平 中川誠一郎

梶田　　舞（栃　木）
奥井　迪
高木　真備

石井　寛子（東　京）
児玉　碧衣
奥井　迪

鈴木　奈央

2014年

2015年

2016年

2017年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2018年 平成30年
三谷　竜生（奈　良）

脇本　雄太
浅井　康太

山崎　賢人 清水　裕友
河端　朋之
脇本　雄太

2020年 令和2年

脇本　雄太（福　井）
松浦　悠士
和田　健太郎
郡司　浩平

松井　宏佑 清水　裕友 脇本　雄太 寺崎　浩平

児玉　碧衣（福　岡）
高木　真備
梅川　風子
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選手名 府　県 登録番号 期 登録年月日 登録日から 達成年月日 達成競輪場 達成年齢

神　山 雄一郎 栃　木 1988年（昭和63年） 4月 1日 7年 4ヶ月20日 1995年（平成 7年） 8月21日 松　戸 27歳

吉　岡　稔　真 福　岡 1990年（平成 2年） 3月 5日 6年 3ヶ月 9日 1996年（平成 8年） 6月14日 久留米 25歳

小　嶋　敬　二 石　川 1994年（平成 6年） 7月 1日 9年 0ヶ月25日 2003年（平成15年） 7月26日 福　井 33歳

武　田　豊　樹 茨　城 2003年（平成15年） 5月 1日 9年11ヶ月 3日 2013年（平成25年） 4月 4日 川　崎 39歳

原　田　研太朗 徳　島 2010年（平成22年） 5月 1日 7年10ヶ月19日 2018年（平成30年） 3月20日 松　山 27歳

竹　内　雄　作 岐　阜 2010年（平成22年） 11月 1日 9年11か月23日 2020年（令和2年）10月24日 京王閣 33歳

※登録日は含まない

※選手として登録された日から10年以内の期間における競走において、1着となった回数が300回に達した者

選手名 府　県 登録番号 期 登録年月日 登録日から 達成年月日 達成競輪場 達成年齢

奥　井 　　　迪 東　京 2014年（平成26年） 4月10日 4年 9ヶ月 6日 2019年（平成31年） 1月16日 高　知 37歳

石　井　寛　子 東　京 2013年（平成25年） 4月10日 5年10ヶ月 7日 2019年（平成31年） 2月17日 小　倉 33歳

山　原 さ く ら 高　知 2013年（平成25年） 4月10日 5年10ヶ月12日 2019年（平成31年） 2月22日 大　垣 26歳

児　玉　碧　衣 福　岡 2015年（平成27年） 5月　1日 5年 1ヶ月24日 2020年（令和2年） 6月25日　 玉　野 25歳

高　木　真　備 東　京 2014年（平成26年） 4月10日 6年 6ヶ月 12日 2020年（令和2年） 10月22日　 佐世保 26歳

尾　崎　　　睦 神奈川 2014年（平成26年） 4月10日 6年 6ヶ月 10日 2021年（令和3年） 11月10日　 平　塚 36歳

※登録日は含まない

※選手として登録された日から7年以内の期間における競走において、1着となった回数が300回に達した者

選手名 府　県 登録番号 期 登録年月日 登録日から 達成年月日 達成競輪場 達成年齢

滝　澤　正　光 千　葉 ※1983年（昭和58年） 4月 1日 12年 7ヶ月25日 1995年（平成 7年）11月26日 小　倉 35歳

神　山 雄一郎 栃　木 1988年（昭和63年） 4月 1日 12年 1ヶ月 6日 2000年（平成12年） 5月 7日 平　塚 32歳

吉　岡　稔　真 福　岡 1990年（平成　2年） 3月 5日 13年 6ヶ月15日 2003年（平成15年） 9月20日 一　宮 33歳

星　野　嘉　寛 三　重 ※1983年（昭和58年） 4月 1日 22年 8ヶ月27日 2005年（平成17年）12月28日 奈　良 43歳

鈴　木　　　誠 千　葉 1985年（昭和60年） 4月 1日 20年 1ヶ月18日 2005年（平成17年） 5月19日 西武園 40歳

青　木　啓　晃 大　阪 1983年（昭和58年） 8月 1日 24年 3ヶ月26日 2007年（平成19年）11月27日 向日町 46歳

山　田　裕　仁 岐　阜 1988年（昭和63年） 4月 1日 20年 2ヶ月18日 2008年（平成20年） 6月19日 宇都宮 40歳

坂　本　　　勉 青　森 1986年（昭和61年） 4月 1日 22年 3ヶ月10日 2008年（平成20年） 7月11日 青　森 45歳

小　松　正　典 高　知 1986年（昭和61年） 4月 1日 22年 6ヶ月 5日 2008年（平成20年）10月 6日 高　松 41歳

小　嶋　敬　二 石　川 1994年（平成　6年） 7月 1日 14年10ヶ月29日 2009年（平成21年） 5月30日 小　倉 39歳

野　口　悦　宏 熊　本 1983年（昭和58年） 8月 1日 26年 8ヶ月23日 2010年（平成22年） 4月24日 大　垣 46歳

丸　山　敏　浩 埼　玉 1984年（昭和59年） 8月 1日 25年 9ヶ月20日 2010年（平成22年） 5月21日 立　川 45歳

三　浦　世　二 東　京 ※1983年（昭和58年） 4月 1日 27年 1ヶ月29日 2010年（平成22年） 5月30日 青　森 52歳

本　田　晴　美 岡　山 1983年（昭和58年） 4月 1日 29年 6ヶ月11日 2012年（平成24年）10月12日 玉　野 48歳

近　藤　幸　徳 愛　知 1983年（昭和58年） 8月 1日 29年 3ヶ月10日 2012年（平成24年）11月11日 奈　良 49歳

古　見 浩一郎 山　口 1983年（昭和58年） 8月 1日 29年10ヶ月17日 2013年（平成25年） 6月18日 松　阪 49歳

村　上　義　弘 京　都 1994年（平成　6年） 3月 5日 19年 5ヶ月29日 2013年（平成25年） 9月  3日 岐　阜 39歳

黒　木　誠　一 兵　庫 1987年（昭和62年） 8月 1日 26年 1ヶ月 4日 2013年（平成25年） 9月  5日 立　川 45歳

宮　本　忠　典 山　口 1985年（昭和60年） 4月 1日 28年 5ヶ月20日 2013年（平成25年） 9月21日 防　府 48歳

濵　口　高　彰 岐　阜 1987年（昭和62年） 4月 1日 26年 7ヶ月 3日 2013年（平成25年）11月 4日 大　垣 45歳

松　田　孝　志 愛　媛 1985年（昭和60年） 4月 1日 29年 7ヶ月28日 2014年（平成26年）11月29日 大　垣 49歳

後　閑　信　一 東　京 1990年（平成　2年） 3月 5日 24年10ヶ月 1日 2015年（平成27年） 1月  6日 立　川 44歳

高　谷　雅　彦 青　森 1991年（平成　3年） 3月 5日 23年11ヶ月21日 2015年（平成27年） 2月26日 伊　東 43歳

山　田　　　稔 愛　知 1985年（昭和60年） 8月 1日 29年 8ヶ月18日 2015年（平成27年） 4月19日 向日町 49歳

有　坂　直　樹 秋　田 1989年（平成 元年） 7月 1日 25年11ヶ月 3日 2015年（平成27年） 6月  4日 西武園 45歳

小　島　壽　昭 神奈川 1983年（昭和58年） 8月 1日 32年 9ヶ月 7日 2016年（平成28年） 5月  8日 立　川 53歳

増　成　富　夫 岡　山 1990年（平成　2年） 7月 1日 26年 3ヶ月13日 2016年（平成28年）10月14日 岐　阜 46歳

志　智　俊　夫 岐　阜 1992年（平成　4年） 7月 1日 25年 0ヶ月25日 2017年（平成29年）7月26日 宇都宮 44歳

金　子　貴　志 愛　知 1995年（平成　7年） 3月 5日 23年 6ヶ月12日 2018年（平成30年）9月17日 高　知 43歳

澤　田　義　和 兵庫 1992年（平成　4年） 3月 5日 27年 0ヶ月15日 2019年（平成31年）3月20日 小田原 46歳

加　倉　正　義 福　岡 1991年（平成　3年） 7月 1日 27年 9ヶ月 9日 2019年（平成31年）4月10日 小　倉 47歳

高　木　隆　弘 神奈川 1989年（平成 元年） 7月 1日 30年 0ヶ月20日 2019年（令和 1年）7月21日 大　垣 50歳

倉　岡　慎太郎 熊　本 1987年（昭和62年） 4月 1日 32年 3ヶ月27日 2019年（令和 1年）7月28日 青　森 51歳

伏　見　俊　昭 福　島 1995年（平成 7年） 3月 5日 24年 6ヶ月 6日 2019年（令和 1年）10月21日 京王閣 43歳

重　　　一　徳 鹿児島 1986年（昭和61年） 4月 1日 34年1ヶ月 13日 2020年（令和2年） 5月14日　 小　倉 56歳

田　村　英　輝 徳　島 1996年（平成　8年） 6月2 1日 24年3ヶ月25日 2020年（令和2年）10月16日 佐世保 45歳

稲　垣　裕　之 京都 2001年（平成　13年） 6月1日 19年7ヶ月13日 2021年（令和3年）3月17日 大宮 43歳

梅　澤　謙　芝 三重 1986年（昭和61年） 4月 1日 35年9ヶ月13日 2022年（令和4年）1月14日 四日市 55歳

伊　藤　正　樹 愛知 1993年（平成5年）3月5日 29年0ヶ月18日 2022年（令和4年）3月23日 岸和田 49歳

※登録日は含まない

※昭和58年4月1日を節の初日とする競輪以降の競走において、1着となった回数が500回に達した者

■300勝達成選手【男子】（平成6年表彰規定改正後以降）

■５００勝達成選手（平成６年表彰規定改正後以降）

■300勝達成選手【女子】（平成30年表彰規定改正後以降）

最優秀選手（府　県） 優秀選手 最優秀新人選手 特別敢闘選手 国際賞選手 ワールド・メダリスト 特別功労賞 特別賞年

金子　貴志（愛　知） 深谷　知広 竹内　雄作 後閑　信一 田前　義守

小林　優香（福　岡） 梶田　舞 田中　まい

小林　優香（福　岡） 奥井　迪 田中　まい

児玉　碧衣（福　岡） 石井　寛子 小林　優香

※平成6年から最優秀新人選手賞年間1名
※平成24年からガールズケイリン選手も表彰

高木　真備（東　京）
児玉　碧衣
石井　寛子

梅川風子
小林優香
佐藤水菜
鈴木奈央

2021年 令和3年

古性　優作（大　阪）
松浦　悠士
郡司　浩平
平原　康多

山口　拳矢 吉田　拓矢

小原佑太
窪木一茂
新田祐大
深谷知広
橋本英也
脇本雄太

佐藤慎太郎（福　島）
中川誠一郎
脇本　雄太
松浦　悠士

松本　貴治 清水　裕友

新田　祐大
河端　朋之
雨谷　一樹
深谷　知広
松井　宏佑
橋本　英也

山賀　雅仁

2019年 令和元年

児玉　碧衣（福　岡）
小林　優香
石井　寛子

小林　優香
太田　りゆ

平成22年 村上　博幸（京　都） 深谷　知広

平成23年 山口　幸二（岐　阜） 柴田　竜史

武田　豊樹
平原　康多
山崎　芳仁

平成18年 山崎　芳仁（福　島） 菊地　圭尚

浅井　康太
村上　義弘
深谷　知広

木暮　安由

有坂　直樹
手島　慶介
合志　正臣

武田　豊樹

平成19年 小嶋　敬二（石　川） 北津留　翼

平成20年 井上　昌己(長　崎） 柴崎　淳

平成21年 海老根恵太（千　葉）

佐藤慎太郎

金子　貴志
井上　昌己
成田　和也
渡邉　一成
新田　祐大
北津留　翼

渡邉　晴智
山崎　芳仁
伏見　俊昭

紫原　政文

永井　清史
成田　和也
渡邉　一成
新田　祐大

永井　清史

吉岡　稔真

永井　清史

伏見　俊昭
山崎　芳仁

佐藤　友和 及川　裕奨　

伏見　俊昭

村上　義弘
山崎　芳仁
市田佳寿浩

武田　豊樹

小林　宏年
（一社）日本競輪
選手会千葉支部

脇本　雄太

浅井　康太 深谷　知広

　加瀬加奈子（新　潟）
特別賞
【ガールズ最優秀選手賞】

小林　莉子
中村由香里
特別賞
【ガールズ優秀選手賞】

平成24年

村上　義弘
成田　和也

原田研太朗 深谷　知広
坂本　貴史
河端　朋之
稲毛　健太

武田　豊樹（茨　城）

新田　祐大（福　島）
平成27年

川口　聖二
平原　康多
武田　豊樹
浅井　康太

稲垣　裕之

武田　豊樹（茨　城）
神山雄一郎
村上　義弘
深谷　知広平成26年

三谷　竜生 浅井　康太
坂本　毅
守澤　太志
栗田　雄矢

神山雄一郎

石井　寛子（東　京）
中村由香里
加瀬加奈子

平成25年

田中　まい

平成29年

新田　祐大（福　島）
浅井　康太
渡邉　一成
平原　康多

太田　竜馬 三谷　竜生 脇本　雄太

村上　義弘（京　都）

平成28年

平原　康多
稲垣　裕之

新山　響平 中川誠一郎

梶田　　舞（栃　木）
奥井　迪
高木　真備

石井　寛子（東　京）
児玉　碧衣
奥井　迪

鈴木　奈央

2014年

2015年

2016年

2017年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2018年 平成30年
三谷　竜生（奈　良）

脇本　雄太
浅井　康太

山崎　賢人 清水　裕友
河端　朋之
脇本　雄太

2020年 令和2年

脇本　雄太（福　井）
松浦　悠士
和田　健太郎
郡司　浩平

松井　宏佑 清水　裕友 脇本　雄太 寺崎　浩平

児玉　碧衣（福　岡）
高木　真備
梅川　風子
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■歴代オールスターファン投票上位選手（ベストナイン）

回 年月日 競輪場 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位

荒川秀之助（宮　城） 阿部　道（宮　城） 矢村　　正（熊　本） 福島　正幸（群　馬） 稲村　雅士（群　馬） 田中　　博（群　馬） 工藤元司郎（茨　城） 佐藤　秀信（宮　城） 班目　秀雄（福　島）

8,323票 7,574票 6,246票 6,133票 5,328票 4,940票 4,260票 3,611票 3,494票

阿部　道（宮　城） 矢村　　正（熊　本） 荒川秀之助（宮　城） 田中　　博（群　馬） 福島　正幸（群　馬） 太田　義夫（千　葉） 稲村　雅士（群　馬） 国持　一洋（静　岡） 山口　国男（東　京）

27,726票 25,092票 22,986票 21,813票 17,290票 13,729票 12,858票 11,193票 10,771票

阿部　　道（宮　城） 福島　正幸（群　馬） 田中　　博（群　馬） 矢村　　正（熊　本） 国持　一洋（静　岡） 荒川秀之助（宮　城） 太田　義夫（千　葉） 岩崎　誠一（青　森） 阿部　良二（岩　手）

39,850票 34,511票 30,426票 29,828票 25,583票 25,505票 24,148票 22,447票 14,937票

阿部　　道（宮　城） 福島　正幸（群　馬） 田中　博（群　馬） 阿部　良二（岩　手） 藤巻　　昇（北海道） 岩崎　誠一（青　森） 矢村　　正（熊　本） 荒川秀之助（宮　城） 国持　一洋（静　岡）

40,315票 34,547票 30,437票 28,715票 25,094票 22,766票 19,925票 19,285票 17,113票

藤巻　　昇（北海道） 福島　正幸（群　馬） 阿部　良二（岩　手） 中野　浩一（福　岡） 阿部　　道（宮　城） 菅田　順和（宮　城） 田中　　博（群　馬） 国持　一洋（静　岡） 新井　正昭（埼　玉）

34,229票 32,666票 29,495票 24,936票 24,738票 21,708票 20,930票 19,100票 18,134票

中野　浩一（福　岡） 阿部　良二（岩　手） 菅田　順和（宮　城） 岩崎　誠一（青　森） 新井　正昭（埼　玉） 谷津田陽一（神奈川） 藤巻　　昇（北海道） 小池　和博（埼　玉） 国持　一洋（静　岡）

59,628票 48,589票 47,555票 35,246票 25,713票 25,138票 24,704票 24,234票 23,541票

中野　浩一（福　岡） 阿部　良二（岩　手） 高橋　健二（愛　知） 福島　正幸（群　馬） 岩崎　誠一（青　森） 藤巻　　昇（北海道） 菅田　順和（宮　城） 藤巻　清志（神奈川） 国持　一洋（静　岡）

48,177票 34,167票 31,089票 29,906票 28,371票 28,301票 27,910票 18,044票 17,377票

藤巻　　昇（北海道） 中野　浩一（福　岡） 高橋　健二（愛　知） 荒川秀之助（宮　城） 吉井　秀仁（千　葉） 工藤元司郎（茨　城） 阿部　良二（岩　手） 堤　　昌彦（福　岡） 中田　穀彦（徳　島）

37,633票 37,550票 24,882票 19,284票 14,529票 12,988票 12,867票 12,244票 11,722票

藤巻　　昇（北海道） 中野　浩一（福　岡） 菅田　順和（宮　城） 国持　一洋（静　岡） 荒川秀之助（宮　城） 吉井　秀仁（千　葉） 高橋　健二（愛　知） 山口　健治（東　京） 阿部　良二（岩　手）

35,101票 31,975票 16,840票 16,600票 14,585票 14,509票 11,623票 11,553票 10,911票

中野　浩一（福　岡） 高橋　健二（愛　知） 吉井　秀仁（千　葉） 久保千代志（愛　知） 藤巻　　昇（北海道） 山口　健治（東　京） 国持　一洋（静　岡） 尾崎　雅彦（東　京） 国松　利全（岡　山）

48,796票 34,556票 34,391票 30,835票 24,669票 21,143票 21,058票 17,834票 16,593票

中野　浩一（福　岡） 吉井　秀仁（千　葉） 高橋　健二（愛　知） 藤巻　　昇（北海道） 井上　茂徳（佐　賀） 国持　一洋（静　岡） 菅田　順和（宮　城） 国松　利全（岡　山） 山口　健治（東　京）

40,135票 32,767票 32,167票 20,163票 16,877票 15,363票 14,513票 14,336票 14,228票

中野　浩一（福　岡） 高橋　健二（愛　知） 久保千代志（愛　知） 井上　茂徳（佐　賀） 吉井　秀仁（千　葉） 山口　健治（東　京） 尾崎　雅彦（東　京） 菅田　順和（宮　城） 藤巻　　昇（北海道）

43,208票 24,286票 24,071票 21,206票 19,746票 16,504票 13,934票 12,305票 12,074票

中野　浩一（福　岡） 藤巻　　昇（北海道） 井上　茂徳（佐　賀） 山口　健治（東　京） 吉井　秀仁（千　葉） 滝澤　正光（千　葉） 久保千代志（愛　知） 佐々木昭彦（佐　賀） 高橋　健二（愛　知）

75,980票 45,671票 41,840票 29,942票 29,396票 29,242票 27,988票 27,092票 26,073票

中野　浩一（福　岡） 井上　茂徳（佐　賀） 滝澤　正光（千　葉） 尾崎　雅彦（東　京） 山口　健治（東　京） 清嶋　彰一（東　京） 吉井　秀仁（千　葉） 藤巻　　昇（北海道） 高橋　健二（愛　知）

70,354票 48,583票 44,322票 41,832票 39,365票 35,209票 32,596票 27,072票 26,058票

中野　浩一（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 井上　茂徳（佐　賀） 佐々木昭彦（佐　賀） 尾崎　雅彦（東　京） 高橋　健二（愛　知） 山口　健治（東　京） 清嶋　彰一（東　京） 藤巻　　昇（北海道）

81,602票 65,656票 55,314票 43,321票 41,293票 35,392票 33,192票 31,935票 31,441票

中野　浩一（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 井上　茂徳（佐　賀） 藤巻　　昇（北海道） 山口　健治（東　京） 高橋　健二（愛　知） 佐々木昭彦（佐　賀） 清嶋　彰一（東　京） 尾崎　雅彦（東　京）

80,221票 60,835票 56,492票 35,395票 34,431票 34,358票 34,013票 31,054票 23,796票

中野　浩一（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 井上　茂徳（佐　賀） 本田　晴美（岡　山） 佐々木昭彦（佐　賀） 藤巻　　昇（北海道） 山口　健治（東　京） 高橋　健二（愛　知） 馬場　　進（千　葉）

54,763票 44,141票 40,500票 28,221票 25,297票 24,191票 21,537票 20,701票 20,119票

中野　浩一（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 井上　茂徳（佐　賀） 坂本　勉（青　森） 山口　健治（東　京） 藤巻　　昇（北海道） 郡山　久二（大　阪） 佐々木昭彦（佐　賀） 馬場　　進（千　葉）

56,232票 49,810票 39,173票 33,502票 25,323票 22,790票 21,576票 19,856票 19,256票

中野　浩一（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 井上　茂徳（佐　賀） 坂本　　勉（青　森） 神山雄一郎（栃　木） 鈴木　　誠（千　葉） 佐々木昭彦（佐　賀） 波潟　和男（東　京） 高橋　健二（愛　知）

48,362票 41,743票 33,070票 28,849票 24,228票 20,662票 18,166票 16,694票 15,205票

中野　浩一（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 井上　茂徳（佐　賀） 坂本　　勉（青　森） 佐々木昭彦（佐　賀） 鈴木　　誠（千　葉） 俵　　信之（北海道） 神山雄一郎（栃　木） 吉岡　稔真（福　岡）

57,903票 48,248票 39,433票 39,059票 26,989票 22,969票 21,316票 20,849票 19,680票

吉岡　稔真（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 井上　茂徳（佐　賀） 鈴木　　誠（千　葉） 坂本　　勉（青　森） 神山雄一郎（栃　木） 佐々木昭彦（佐　賀） 小橋　正義（岡　山） 山田　裕仁（岐　阜）

49,811票 44,510票 35,700票 32,570票 31,922票 28,997票 17,213票 16,772票 15,792票

吉岡　稔真（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 海田　和裕（三　重） 井上　茂徳（佐　賀） 稲村　成浩（群　馬） 神山雄一郎（栃　木） 鈴木　　誠（千　葉） 俵　　信之（北海道） 坂本　　勉（青　森）

53,979票 50,196票 35,305票 35,134票 33,592票 30,625票 30,111票 24,666票 18,754票

吉岡　稔真（福　岡） 神山雄一郎（栃　木） 滝澤　正光（千　葉） 井上　茂徳（佐　賀） 稲村　成浩（群　馬） 海田　和裕（三　重） 鈴木　　誠（千　葉） 山田　裕仁（岐　阜） 俵　　信之（北海道）

56,509票 48,263票 43,199票 33,799票 33,031票 27,447票 26,544票 23,232票 20,638票

吉岡　稔真（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 神山雄一郎（栃　木） 稲村　成浩（群　馬） 井上　茂徳（佐　賀） 小橋　正義（岡　山） 山田　裕仁（岐　阜） 海田　和裕（三　重） 俵　　信之（北海道）

45,999票 38,814票 37,300票 25,252票 24,752票 21,112票 17,840票 17,050票 14,633票

吉岡　稔真（福　岡） 神山雄一郎（栃　木） 滝澤　正光（千　葉） 十文字貴信（茨　城） 髙谷　雅彦（青　森） 児玉　広志（香　川） 三宅　　伸（岡　山） 松本　　整（京　都） 海田　和裕（三　重）

57,559票 51,304票 43,342票 33,919票 23,969票 22,037票 21,894票 20,330票 20,225票

神山雄一郎（栃　木） 吉岡　稔真（福　岡） 十文字貴信（茨　城） 滝澤　正光（千　葉） 児玉　広志（香　川） 小橋　正義（岡　山） 後閑　信一（群　馬） 山田　裕仁（岐　阜） 井上　茂徳（佐　賀）

59,839票 58,390票 54,037票 40,757票 33,787票 26,682票 24,921票 23,251票 22,301票

前　橋

千　葉

西　宮

岸和田

いわき平

高　松

いわき平

前　橋

高　松

大　垣

静　岡

立　川

いわき平

宇都宮

西　宮

一　宮

静　岡

宇都宮

岸和田

宇都宮

いわき平

高　松

名古屋

平　塚

熊　本

岐　阜

選手名 府 県 登録番号 期 登録年月日 登録日から 達成日 達成競輪場 達成年齢

小　林　政　春 埼　玉 1965年（昭和40年） 8月 1日 28年 5ヶ月 8日 1994年（平成 6年） 1月 9日 玉　野 48歳

昌　山　勝　利 愛　知 1963年（昭和38年） 7月10日 34年10ヶ月26日 1998年（平成10年） 6月 5日 一　宮 53歳

滝　澤　正　光 千　葉 1979年（昭和54年） 4月 1日 21年 8ヶ月 7日 2000年（平成12年）12月 8日 玉　野 40歳

阿　部 　　　道 宮　城 1966年（昭和41年） 8月 1日 34年10ヶ月24日 2001年（平成13年） 6月25日 いわき平 53歳

佐　藤 　　　茂 東　京 1967年（昭和42年） 8月 1日 35年 0ヶ月16日 2002年（平成14年） 8月17日 京王閣 52歳

神　山 雄一郎 栃　木 1988年（昭和63年） 4月 1日 20年 5ヶ月13日 2008年（平成20年） 9月14日 一　宮 40歳

小　嶋　敬　二 石　川 1994年（平成 6年） 7月 1日 22年 8ヶ月 8日 2017年（平成29年） 3月 9日 小　倉 47歳

※登録日は含まない

※選手として登録されてからの競走おいて、1着となった回数が700回に達した者

■７００勝達成選手（平成6年表彰規定改正後以降）
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■歴代オールスターファン投票上位選手（ベストナイン）

回 年月日 競輪場 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位

荒川秀之助（宮　城） 阿部　道（宮　城） 矢村　　正（熊　本） 福島　正幸（群　馬） 稲村　雅士（群　馬） 田中　　博（群　馬） 工藤元司郎（茨　城） 佐藤　秀信（宮　城） 班目　秀雄（福　島）

8,323票 7,574票 6,246票 6,133票 5,328票 4,940票 4,260票 3,611票 3,494票

阿部　道（宮　城） 矢村　　正（熊　本） 荒川秀之助（宮　城） 田中　　博（群　馬） 福島　正幸（群　馬） 太田　義夫（千　葉） 稲村　雅士（群　馬） 国持　一洋（静　岡） 山口　国男（東　京）

27,726票 25,092票 22,986票 21,813票 17,290票 13,729票 12,858票 11,193票 10,771票

阿部　　道（宮　城） 福島　正幸（群　馬） 田中　　博（群　馬） 矢村　　正（熊　本） 国持　一洋（静　岡） 荒川秀之助（宮　城） 太田　義夫（千　葉） 岩崎　誠一（青　森） 阿部　良二（岩　手）

39,850票 34,511票 30,426票 29,828票 25,583票 25,505票 24,148票 22,447票 14,937票

阿部　　道（宮　城） 福島　正幸（群　馬） 田中　博（群　馬） 阿部　良二（岩　手） 藤巻　　昇（北海道） 岩崎　誠一（青　森） 矢村　　正（熊　本） 荒川秀之助（宮　城） 国持　一洋（静　岡）

40,315票 34,547票 30,437票 28,715票 25,094票 22,766票 19,925票 19,285票 17,113票

藤巻　　昇（北海道） 福島　正幸（群　馬） 阿部　良二（岩　手） 中野　浩一（福　岡） 阿部　　道（宮　城） 菅田　順和（宮　城） 田中　　博（群　馬） 国持　一洋（静　岡） 新井　正昭（埼　玉）

34,229票 32,666票 29,495票 24,936票 24,738票 21,708票 20,930票 19,100票 18,134票

中野　浩一（福　岡） 阿部　良二（岩　手） 菅田　順和（宮　城） 岩崎　誠一（青　森） 新井　正昭（埼　玉） 谷津田陽一（神奈川） 藤巻　　昇（北海道） 小池　和博（埼　玉） 国持　一洋（静　岡）

59,628票 48,589票 47,555票 35,246票 25,713票 25,138票 24,704票 24,234票 23,541票

中野　浩一（福　岡） 阿部　良二（岩　手） 高橋　健二（愛　知） 福島　正幸（群　馬） 岩崎　誠一（青　森） 藤巻　　昇（北海道） 菅田　順和（宮　城） 藤巻　清志（神奈川） 国持　一洋（静　岡）

48,177票 34,167票 31,089票 29,906票 28,371票 28,301票 27,910票 18,044票 17,377票

藤巻　　昇（北海道） 中野　浩一（福　岡） 高橋　健二（愛　知） 荒川秀之助（宮　城） 吉井　秀仁（千　葉） 工藤元司郎（茨　城） 阿部　良二（岩　手） 堤　　昌彦（福　岡） 中田　穀彦（徳　島）

37,633票 37,550票 24,882票 19,284票 14,529票 12,988票 12,867票 12,244票 11,722票

藤巻　　昇（北海道） 中野　浩一（福　岡） 菅田　順和（宮　城） 国持　一洋（静　岡） 荒川秀之助（宮　城） 吉井　秀仁（千　葉） 高橋　健二（愛　知） 山口　健治（東　京） 阿部　良二（岩　手）

35,101票 31,975票 16,840票 16,600票 14,585票 14,509票 11,623票 11,553票 10,911票

中野　浩一（福　岡） 高橋　健二（愛　知） 吉井　秀仁（千　葉） 久保千代志（愛　知） 藤巻　　昇（北海道） 山口　健治（東　京） 国持　一洋（静　岡） 尾崎　雅彦（東　京） 国松　利全（岡　山）

48,796票 34,556票 34,391票 30,835票 24,669票 21,143票 21,058票 17,834票 16,593票

中野　浩一（福　岡） 吉井　秀仁（千　葉） 高橋　健二（愛　知） 藤巻　　昇（北海道） 井上　茂徳（佐　賀） 国持　一洋（静　岡） 菅田　順和（宮　城） 国松　利全（岡　山） 山口　健治（東　京）

40,135票 32,767票 32,167票 20,163票 16,877票 15,363票 14,513票 14,336票 14,228票

中野　浩一（福　岡） 高橋　健二（愛　知） 久保千代志（愛　知） 井上　茂徳（佐　賀） 吉井　秀仁（千　葉） 山口　健治（東　京） 尾崎　雅彦（東　京） 菅田　順和（宮　城） 藤巻　　昇（北海道）

43,208票 24,286票 24,071票 21,206票 19,746票 16,504票 13,934票 12,305票 12,074票

中野　浩一（福　岡） 藤巻　　昇（北海道） 井上　茂徳（佐　賀） 山口　健治（東　京） 吉井　秀仁（千　葉） 滝澤　正光（千　葉） 久保千代志（愛　知） 佐々木昭彦（佐　賀） 高橋　健二（愛　知）

75,980票 45,671票 41,840票 29,942票 29,396票 29,242票 27,988票 27,092票 26,073票

中野　浩一（福　岡） 井上　茂徳（佐　賀） 滝澤　正光（千　葉） 尾崎　雅彦（東　京） 山口　健治（東　京） 清嶋　彰一（東　京） 吉井　秀仁（千　葉） 藤巻　　昇（北海道） 高橋　健二（愛　知）

70,354票 48,583票 44,322票 41,832票 39,365票 35,209票 32,596票 27,072票 26,058票

中野　浩一（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 井上　茂徳（佐　賀） 佐々木昭彦（佐　賀） 尾崎　雅彦（東　京） 高橋　健二（愛　知） 山口　健治（東　京） 清嶋　彰一（東　京） 藤巻　　昇（北海道）

81,602票 65,656票 55,314票 43,321票 41,293票 35,392票 33,192票 31,935票 31,441票

中野　浩一（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 井上　茂徳（佐　賀） 藤巻　　昇（北海道） 山口　健治（東　京） 高橋　健二（愛　知） 佐々木昭彦（佐　賀） 清嶋　彰一（東　京） 尾崎　雅彦（東　京）

80,221票 60,835票 56,492票 35,395票 34,431票 34,358票 34,013票 31,054票 23,796票

中野　浩一（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 井上　茂徳（佐　賀） 本田　晴美（岡　山） 佐々木昭彦（佐　賀） 藤巻　　昇（北海道） 山口　健治（東　京） 高橋　健二（愛　知） 馬場　　進（千　葉）

54,763票 44,141票 40,500票 28,221票 25,297票 24,191票 21,537票 20,701票 20,119票

中野　浩一（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 井上　茂徳（佐　賀） 坂本　勉（青　森） 山口　健治（東　京） 藤巻　　昇（北海道） 郡山　久二（大　阪） 佐々木昭彦（佐　賀） 馬場　　進（千　葉）

56,232票 49,810票 39,173票 33,502票 25,323票 22,790票 21,576票 19,856票 19,256票

中野　浩一（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 井上　茂徳（佐　賀） 坂本　　勉（青　森） 神山雄一郎（栃　木） 鈴木　　誠（千　葉） 佐々木昭彦（佐　賀） 波潟　和男（東　京） 高橋　健二（愛　知）

48,362票 41,743票 33,070票 28,849票 24,228票 20,662票 18,166票 16,694票 15,205票

中野　浩一（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 井上　茂徳（佐　賀） 坂本　　勉（青　森） 佐々木昭彦（佐　賀） 鈴木　　誠（千　葉） 俵　　信之（北海道） 神山雄一郎（栃　木） 吉岡　稔真（福　岡）

57,903票 48,248票 39,433票 39,059票 26,989票 22,969票 21,316票 20,849票 19,680票

吉岡　稔真（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 井上　茂徳（佐　賀） 鈴木　　誠（千　葉） 坂本　　勉（青　森） 神山雄一郎（栃　木） 佐々木昭彦（佐　賀） 小橋　正義（岡　山） 山田　裕仁（岐　阜）

49,811票 44,510票 35,700票 32,570票 31,922票 28,997票 17,213票 16,772票 15,792票

吉岡　稔真（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 海田　和裕（三　重） 井上　茂徳（佐　賀） 稲村　成浩（群　馬） 神山雄一郎（栃　木） 鈴木　　誠（千　葉） 俵　　信之（北海道） 坂本　　勉（青　森）

53,979票 50,196票 35,305票 35,134票 33,592票 30,625票 30,111票 24,666票 18,754票

吉岡　稔真（福　岡） 神山雄一郎（栃　木） 滝澤　正光（千　葉） 井上　茂徳（佐　賀） 稲村　成浩（群　馬） 海田　和裕（三　重） 鈴木　　誠（千　葉） 山田　裕仁（岐　阜） 俵　　信之（北海道）

56,509票 48,263票 43,199票 33,799票 33,031票 27,447票 26,544票 23,232票 20,638票

吉岡　稔真（福　岡） 滝澤　正光（千　葉） 神山雄一郎（栃　木） 稲村　成浩（群　馬） 井上　茂徳（佐　賀） 小橋　正義（岡　山） 山田　裕仁（岐　阜） 海田　和裕（三　重） 俵　　信之（北海道）

45,999票 38,814票 37,300票 25,252票 24,752票 21,112票 17,840票 17,050票 14,633票

吉岡　稔真（福　岡） 神山雄一郎（栃　木） 滝澤　正光（千　葉） 十文字貴信（茨　城） 髙谷　雅彦（青　森） 児玉　広志（香　川） 三宅　　伸（岡　山） 松本　　整（京　都） 海田　和裕（三　重）

57,559票 51,304票 43,342票 33,919票 23,969票 22,037票 21,894票 20,330票 20,225票

神山雄一郎（栃　木） 吉岡　稔真（福　岡） 十文字貴信（茨　城） 滝澤　正光（千　葉） 児玉　広志（香　川） 小橋　正義（岡　山） 後閑　信一（群　馬） 山田　裕仁（岐　阜） 井上　茂徳（佐　賀）

59,839票 58,390票 54,037票 40,757票 33,787票 26,682票 24,921票 23,251票 22,301票

前　橋

千　葉

西　宮

岸和田

いわき平

高　松

いわき平

前　橋

高　松

大　垣

静　岡

立　川

いわき平

宇都宮

西　宮

一　宮

静　岡

宇都宮

岸和田

宇都宮

いわき平

高　松

名古屋

平　塚

熊　本

岐　阜

選手名 府 県 登録番号 期 登録年月日 登録日から 達成日 達成競輪場 達成年齢

小　林　政　春 埼　玉 1965年（昭和40年） 8月 1日 28年 5ヶ月 8日 1994年（平成 6年） 1月 9日 玉　野 48歳

昌　山　勝　利 愛　知 1963年（昭和38年） 7月10日 34年10ヶ月26日 1998年（平成10年） 6月 5日 一　宮 53歳

滝　澤　正　光 千　葉 1979年（昭和54年） 4月 1日 21年 8ヶ月 7日 2000年（平成12年）12月 8日 玉　野 40歳

阿　部 　　　道 宮　城 1966年（昭和41年） 8月 1日 34年10ヶ月24日 2001年（平成13年） 6月25日 いわき平 53歳

佐　藤 　　　茂 東　京 1967年（昭和42年） 8月 1日 35年 0ヶ月16日 2002年（平成14年） 8月17日 京王閣 52歳

神　山 雄一郎 栃　木 1988年（昭和63年） 4月 1日 20年 5ヶ月13日 2008年（平成20年） 9月14日 一　宮 40歳

小　嶋　敬　二 石　川 1994年（平成 6年） 7月 1日 22年 8ヶ月 8日 2017年（平成29年） 3月 9日 小　倉 47歳

※登録日は含まない

※選手として登録されてからの競走おいて、1着となった回数が700回に達した者

■７００勝達成選手（平成6年表彰規定改正後以降）
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■歴代ガールズケイリンコレクションファン投票上位選手（ベストセブン）

年 年月日 競輪場 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

加瀬加奈子（新　潟） 石井　寛子（東　京） 中村由香里（東　京） 山原さくら(高　知） 中川　諒子（新　潟） 中山　麗敏（神奈川） 小林　莉子（東　京）

18,958票 17,396票 14,754票 12,495票 8,594票 8,482票 8,335票

石井　貴子（千　葉） 石井　寛子（東　京） 加瀬加奈子（新　潟） 田中麻衣美（新　潟） 小林　優香（福　岡） 小川　美咲（静　岡） 中村由香里（東　京）

3,543票 2,898票 2,897票 2,761票 2,660票 2,621票 2,492票

石井　寛子（東　京） 小林　優香（福　岡） 高木　真備（東　京） 石井　貴子（千　葉） 梶田　舞（栃　木） 加瀬加奈子（新　潟） 白井美早子（大　阪）

2,798票 2,472票 2,410票 2,307票 2,300票 2,246票 2,105票

高木　真備（東　京） 児玉　碧衣（福　岡） 石井　寛子（東　京） 小林　優香（福　岡） 梶田　　舞（栃　木） 奥井　　　迪（東京） 小川　美咲（静　岡）

2,924票 2,707票 2,258票 2,156票 1,803票 1,533票 1,526票

児玉　碧衣（福　岡） 小林　優香（福　岡） 梶田　　舞（栃　木） 高木　真備（東　京） 石井　貴子（千　葉） 奥井　　迪（東　京） 山原さくら（高　知）

10,458票 9,813票 9,689票 8,273票 7,412票 7,345票 7,330票

児玉　碧衣（福　岡） 高木　真備（東　京） 小林　優香（福　岡） 石井　寛子（東　京） 梶田　　舞（栃　木） 奥井　　迪（東　京） 石井　貴子（千　葉）

12,197票 11,148票 10,730票 8,995票 7,346票 6,995票 6,497票

児玉　碧衣（福　岡） 小林　優香（福　岡） 高木　真備（東　京） 石井　寛子（東　京） 山原さくら（高　知） 石井　貴子（千　葉） 太田　りゆ（埼　玉）

10,582票 8,185票 6,682票 5,843票 5,058票 4,681票 4,051票

児玉　碧衣（福　岡） 高木　真備（東　京） 石井　寛子（東　京） 小林　優香（福　岡） 石井　貴子（千　葉） 荒川ひかり（茨　城） 太田　りゆ（埼　玉）

5,347票 4,627票 3,386票 2,971票 2,467票 2,318票 2,169票

児玉　碧衣（福　岡） 高木　真備（東　京） 石井　寛子（東　京） 小林　優香（福　岡） 石井　貴子（千　葉） 荒川ひかり（茨　城） 太田　りゆ（埼　玉）

11,376票 8,889票 6,015票 5,187票 5,116票 5,081票 3,838票
2021年 いわき平

前　橋

2016年

2017年

2018年 いわき平

いわき平

松　戸

2020年 名古屋

2019年 名古屋

2013年

2014年

2015年

京王閣

松　戸

回 年月日 競輪場 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位

吉岡　稔真（福　岡） 神山雄一郎（栃　木） 滝澤　正光（千　葉） 十文字貴信（茨　城） 小嶋　敬二（石　川） 山田　裕仁（岐　阜） 児玉　広志（香　川） 後閑　信一（群　馬） 鈴木　　誠（千　葉）

58,905票 56,289票 41,230票 41,111票 31,256票 29,374票 27,187票 25,349票 21,924票

神山雄一郎（栃　木） 吉岡　稔真（福　岡） 児玉　広志（香　川） 山田　裕仁（岐　阜） 小橋　正義（岡　山） 東出　　剛（千　葉） 小嶋　敬二（石　川） 金古　将人（福　島） 馬渕　紀明（愛　知）

51,209票 44,473票 38,398票 33,263票 29,907票 28,835票 27,567票 27,554票 25,161票

神山雄一郎（栃　木） 吉岡　稔真（福　岡） 児玉　広志（香　川） 内林　久徳（滋　賀） 山田　裕仁（岐　阜） 小橋　正義（岡　山） 太田　真一（埼　玉） 齋藤登志信（山　形） 東出　剛（千　葉）

37,712票 36,447票 33,972票 30,635票 26,582票 22,954票 22,175票 19,400票 18,623票

吉岡　稔真（福　岡） 神山雄一郎（栃　木） 児玉　広志（香　川） 伏見　俊昭（福　島） 山田　裕仁（岐　阜） 太田　真一（埼　玉） 稲村　成浩（群　馬） 小嶋　敬二（石　川） 小橋　正義（岡　山）

24,006票 23,835票 22,847票 20,151票 14,403票 13,536票 13,061票 10,830票 10,299票

神山雄一郎（栃　木） 山田　裕仁（岐　阜） 伏見　俊昭（福　島） 児玉　広志（香　川） 吉岡　稔真（福　岡） 岡部　芳幸（福　島） 村上　義弘（京　都） 小嶋　敬二（石　川） 堤　　　洋（徳　島）

29,434票 27,627票 26,312票 25,186票 24,106票 15,571票 15,379票 13,934票 13,548票

吉岡　稔真（福　岡） 山田　裕仁（岐　阜） 村上　義弘（京　都） 神山雄一郎（栃　木） 伏見　俊昭（福　島） 小嶋　敬二（石　川） 岡部　芳幸（福　島） 松本　整（京　都） 小野　俊之（大　分）

40,353票 31,275票 30,360票 29,547票 27,507票 22,382票 17,854票 16,897票 14,732票

吉岡　稔真（福　岡） 神山雄一郎（栃　木） 伏見　俊昭（福　島） 村上　義弘（京　都） 山田　裕仁（岐　阜） 小橋　正義（岡　山） 小嶋　敬二（石　川） 佐藤慎太郎（福　島） 小野　俊之（大　分）

27,432票 24,065票 23,595票 22,497票 18,820票 14,282票 13,351票 13,008票 12,475票

武田　豊樹（茨　城） 神山雄一郎（栃　木） 吉岡　稔真（福　岡） 村上　義弘（京　都） 小野　俊之（大　分） 伏見　俊昭（福　島） 小嶋　敬二（石　川） 山田　裕仁（岐　阜） 佐藤慎太郎（福　島）

25,289票 25,002票 22,405票 18,375票 16,911票 16,501票 15,937票 13,462票 13,224票

吉岡　稔真（福　岡） 小嶋　敬二（石　川） 加藤　慎平（岐　阜） 海老根恵太（千　葉） 武田　豊樹（茨　城） 山崎　芳仁（福　島） 村上　義弘（京　都） 神山雄一郎（栃　木） 小倉　竜二（徳　島）

21,426票 16,635票 14,722票 14,659票 14,647票 13,214票 12,933票 12,641票 10,679票

小嶋　敬二（石　川） 武田　豊樹（茨　城） 神山雄一郎（栃　木） 村上　義弘（京　都） 山崎　芳仁（福　島） 渡邉　晴智（静　岡） 有坂　直樹（秋　田） 加藤　慎平（岐　阜） 佐藤　友和（岩　手）

24,150票 18,916票 17,821票 17,489票 16,615票 10,972票 10,924票 10,511票 10,398票

小嶋　敬二（石　川） 山崎　芳仁（福　島） 神山雄一郎（栃　木） 平原　康多（埼　玉） 武田　豊樹（茨　城） 村上　義弘（京　都） 伏見　俊昭（福　島） 渡邉　晴智（静　岡） 井上　昌己（長　崎）

21,993票 21,035票 15,896票 14,172票 13,963票 13,387票 12,991票 12,773票 12,514票

伏見　俊昭（福　島） 小嶋　敬二（石　川） 武田　豊樹（茨　城） 山崎　芳仁（福　島） 平原　康多（埼　玉） 神山雄一郎（栃　木） 井上　昌己（長　崎） 石丸　寛之（岡　山） 渡邉　晴智（静　岡）

19,083票 16,583票 16,081票 15,718票 15,439票 14,384票 13,456票 11,761票 11,283票

村上　義弘（京　都） 武田　豊樹（茨　城） 伏見　俊昭（福　島） 平原　康多（埼　玉） 海老根恵太（千　葉） 山崎　芳仁（福　島） 村上　博幸（京　都） 坂本　亮馬（福　岡） 市田佳寿浩（福　井）

19,558票 19,487票 19,115票 18,200票 16,688票 15,573票 15,251票 11,573票 10,580票

村上　義弘（京　都） 武田　豊樹（茨　城） 海老根恵太（千　葉） 平原　康多（埼　玉） 坂本　亮馬（福　岡） 伏見　俊昭（福　島） 村上　博幸（京　都） 山崎　芳仁（福　島） 深谷　知広（愛　知）

17,860票 17,649票 15,324票 15,047票 14,209票 13,842票 11,262票 10,758票 10,475票

深谷　知広（愛　知） 武田　豊樹（茨　城） 村上　義弘（京　都） 伏見　俊昭（福　島） 浅井　康太（三　重） 長塚　智広（茨　城） 成田　和也（福　島） 山口　幸二（岐　阜） 脇本　雄太（福　井）

23,098票 21,125票 20,606票 16,901票 11,712票 11,523票 11,457票 10,047票 9,147票

村上　義弘（京　都） 武田　豊樹（茨　城） 深谷　知広（愛　知） 成田　和也（福　島） 浅井　康太（三　重） 佐藤　友和（岩　手） 長塚　智広（茨　城） 脇本　雄太（福　井） 神山雄一郎（栃　木）

19,034票 18,590票 18,048票 13,067票 12,893票 10,800票 10,500票 7,924票 7,505票

深谷　知広（愛　知） 浅井　康太（三　重） 金子　貴志（愛　知） 脇本　雄太（福　井） 後閑　信一（東　京） 神山雄一郎（栃　木） 岩津　裕介（岡　山） 石井　秀治（千　葉） 池田  勇人（埼　玉）

17,421票 14,887票 13,736票 9,750票 9,171票 8,656票 6,323票 5,169票 4,528票

深谷　知広（愛　知） 武田　豊樹（茨　城） 平原　康多（埼　玉） 浅井　康太（三　重） 村上　義弘（京　都） 神山雄一郎（栃　木） 新田　祐大（福　島） 岩津　裕介（岡　山） 村上　博幸（京　都）

15,338票 14,901票 14,240票 13,141票 13,138票 11,118票 7,965票 6,894票 6,579票

新田　祐大（福　島） 浅井　康太（三　重） 村上　義弘（京　都） 平原　康多（埼　玉） 神山雄一郎（栃　木） 武田　豊樹（茨　城） 深谷　知広（愛　知） 稲垣　裕之（京　都） 山崎　芳仁（福　島）

17,228票 17,207票 15,873票 15,501票 14,949票 12,062票 11,455票 11,133票 6,037票

平原　康多（埼　玉） 新田　祐大（福　島） 浅井　康太（三　重） 村上　義弘（京　都） 武田　豊樹（茨　城） 稲垣　裕之（京　都） 深谷　知広（愛　知） 中川　誠一郎（熊　本） 岩津　裕介（岡　山）

14,296票 12,132票 11,994票 11,352票 10,440票 9,423票 8,318票 6,003票 5,527票

新田　祐大（福　島） 平原　康多（埼　玉） 深谷　知広（愛　知） 浅井　康太（三　重） 三谷　竜生（奈　良） 武田　豊樹（茨　城） 村上　義弘（京　都） 渡邉　一成（福　島） 山田　英明（佐　賀）

14,368票 14,192票 12,406票 11,914票 10,946票 8,773票 8,393票 6,603票 4,398票

脇本　雄太（福　井） 平原　康多（埼　玉） 新田　祐大（福　島） 浅井　康太（三　重） 清水　裕友（山　口） 三谷　竜生（奈　良） 深谷　知広（愛　知） 村上　義弘（京　都） 山崎　賢人（長　崎）

14,591票 13,206票 12,606票 11,588票 8,560票 7,531票 7,127票 6,698票 5,415票

脇本　雄太（福　井） 平原　康多（埼　玉） 松浦　悠士（広　島） 新田　祐大（福　島） 郡司浩平（神奈川） 清水　裕友（山　口） 佐藤慎太郎（福　島） 深谷　知広（愛　知） 浅井　康太（三　重）

7,410票 7,055票 6,646票 6,610票 6,104票 6,055票 4,515票 4,324票 3,892票

平原　康多（埼　玉） 松浦　悠士（広　島） 脇本　雄太（福　井） 郡司浩平（神奈川） 清水　裕友（山　口） 新田　祐大（福　島） 佐藤慎太郎（福　島） 深谷　知広（愛　知） 守澤　太志（秋　田）

12,652票 12,353票 12,003票 11,442票 10,491票 9,972票 7,086票 5,757票 5,316票
いわき平

名古屋

一　宮

岐　阜

熊　本

甲子園

高　知

名古屋

花月園

一　宮

西武園

松　山

いわき平

高　知

一　宮

松　戸

岐　阜

前　橋

松　戸

京王閣

前　橋

名古屋

いわき平

いわき平
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■歴代ガールズケイリンコレクションファン投票上位選手（ベストセブン）

年 年月日 競輪場 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

加瀬加奈子（新　潟） 石井　寛子（東　京） 中村由香里（東　京） 山原さくら(高　知） 中川　諒子（新　潟） 中山　麗敏（神奈川） 小林　莉子（東　京）

18,958票 17,396票 14,754票 12,495票 8,594票 8,482票 8,335票

石井　貴子（千　葉） 石井　寛子（東　京） 加瀬加奈子（新　潟） 田中麻衣美（新　潟） 小林　優香（福　岡） 小川　美咲（静　岡） 中村由香里（東　京）

3,543票 2,898票 2,897票 2,761票 2,660票 2,621票 2,492票

石井　寛子（東　京） 小林　優香（福　岡） 高木　真備（東　京） 石井　貴子（千　葉） 梶田　舞（栃　木） 加瀬加奈子（新　潟） 白井美早子（大　阪）

2,798票 2,472票 2,410票 2,307票 2,300票 2,246票 2,105票

高木　真備（東　京） 児玉　碧衣（福　岡） 石井　寛子（東　京） 小林　優香（福　岡） 梶田　　舞（栃　木） 奥井　　　迪（東京） 小川　美咲（静　岡）

2,924票 2,707票 2,258票 2,156票 1,803票 1,533票 1,526票

児玉　碧衣（福　岡） 小林　優香（福　岡） 梶田　　舞（栃　木） 高木　真備（東　京） 石井　貴子（千　葉） 奥井　　迪（東　京） 山原さくら（高　知）

10,458票 9,813票 9,689票 8,273票 7,412票 7,345票 7,330票

児玉　碧衣（福　岡） 高木　真備（東　京） 小林　優香（福　岡） 石井　寛子（東　京） 梶田　　舞（栃　木） 奥井　　迪（東　京） 石井　貴子（千　葉）

12,197票 11,148票 10,730票 8,995票 7,346票 6,995票 6,497票

児玉　碧衣（福　岡） 小林　優香（福　岡） 高木　真備（東　京） 石井　寛子（東　京） 山原さくら（高　知） 石井　貴子（千　葉） 太田　りゆ（埼　玉）

10,582票 8,185票 6,682票 5,843票 5,058票 4,681票 4,051票

児玉　碧衣（福　岡） 高木　真備（東　京） 石井　寛子（東　京） 小林　優香（福　岡） 石井　貴子（千　葉） 荒川ひかり（茨　城） 太田　りゆ（埼　玉）

5,347票 4,627票 3,386票 2,971票 2,467票 2,318票 2,169票

児玉　碧衣（福　岡） 高木　真備（東　京） 石井　寛子（東　京） 小林　優香（福　岡） 石井　貴子（千　葉） 荒川ひかり（茨　城） 太田　りゆ（埼　玉）

11,376票 8,889票 6,015票 5,187票 5,116票 5,081票 3,838票
2021年 いわき平

前　橋

2016年

2017年

2018年 いわき平

いわき平

松　戸

2020年 名古屋

2019年 名古屋

2013年

2014年

2015年

京王閣

松　戸
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■歴代Ｓ級Ｓ班選手

年

山崎　芳仁
（28・福　島・88期）

有坂　直樹
（38・秋　田・64期）

小嶋　敬二
（38・石　川・74期）

飯嶋　則之
（29・栃　木・81期）

伏見　俊昭
（31・福　島・75期）

兵藤　一也
（29・群　馬・82期）

佐藤　友和
（24・岩　手・88期）

渡邉　晴智
（34・静　岡・73期）

手島　慶介
（32・群　馬・75期）

岡部　芳幸
（37・福　島・66期）

渡部　哲男
（28・愛　媛・84期）

平原　康多
（25・埼　玉・87期）

豊田　知之
（40・岡　山・59期）

荒井　崇博
（29・佐　賀・82期）

神山雄一郎
（39・栃　木・61期）

新田　康仁
（33・静　岡・74期）

遠澤　健二
（42・神奈川・57期）

鈴木　誠
（42・千　葉・55期）

井上　昌己
（29・長　崎・86期）

渡邉　晴智
（35・静　岡・73期）

山崎　芳仁
（29・福　島・88期）

伏見　俊昭
（32・福　島・75期）

三宅　伸
（39・岡　山・64期）

永井　清史
（25・岐　阜・88期）

平原　康多
（26・埼　玉・87期）

小嶋　敬二
（39・石　川・74期）

佐藤　友和
（25・岩　手・88期）

紫原　政文
（40・福　岡・61期）

手島　慶介
（33・群　馬・75期）

新田　康仁
（34・静　岡・74期）

武田　豊樹
（34・茨　城・88期）

神山雄一郎
（40・栃　木・61期）

合志　正臣
（31・熊　本・81期）

山口　幸二
（40・岐　阜・62期）

海老根恵太
（31・千　葉・86期）

石丸　寛之
（34・岡　山・76期）

山崎　芳仁
（30・福　島・88期）

武田　豊樹
（35・茨　城・88期）

平原　康多
（27・埼　玉・87期）

海老根恵太
（32・千　葉・86期）

伏見　俊昭
（33・福　島・75期）

神山雄一郎
（41・栃　木・61期）

加藤　慎平
（31・岐　阜・81期）

石丸　寛之
（35・岡　山・76期）

永井　清史
（26・岐　阜・88期）

山口　幸二
（41・岐　阜・62期）

渡邉　晴智
（36・静　岡・73期）

小嶋　敬二
（40・石　川・74期）

村上　義弘
（35・京　都・73期）

市田佳寿浩
（34・福　井・76期）

成田　和也
（30・福　島・88期）

山田　裕仁
（41・岐　阜・61期）

浅井　康太
（25・三　重・90期）

村上　博幸
（30・京　都・86期）

村上　博幸
（31・京　都・86期）

平原　康多
（28・埼　玉・87期）

市田佳寿浩
（35・福　井・76期）

佐藤　友和
（27・岩　手・88期）

山崎　芳仁
（31・福　島・88期）

海老根恵太
（33・千　葉・86期）

村上　義弘
（36・京　都・73期）

武田　豊樹
（36・茨　城・88期）

伏見　俊昭
（34・福　島・75期）

山口　幸二
（42・岐　阜・62期）

神山雄一郎
（42・栃　木・61期）

坂本　亮馬
（25・福　岡・90期）

佐藤慎太郎
（34・福　島・78期）

成田　和也
（31・福　島・88期）

大塚健一郎
（33・大　分・82期）

新田　祐大
（24・福　島・90期）

加藤　慎平
（32・岐　阜・81期）

兵藤　一也
（32・群　馬・82期）

(平成24年)
村上　義弘

（37・京　都・73期）
深谷　知広

（21・愛　知・96期）
浅井　康太

（27・三　重・90期）
伏見　俊昭

（35・福　島・75期）
長塚　智広

（33・茨　城・81期）
山口　幸二

（43・岐　阜・62期）
武田　豊樹

（37・茨　城・88期）
佐藤　友和

（28・岩　手・88期）
成田　和也

（32・福　島・88期）

(平成25年)
成田　和也

（33・福　島・88期）
武田　豊樹

（38・茨　城・88期）
佐藤　友和

（29・岩　手・88期）
山崎　芳仁

（33・福　島・88期）
長塚　智広

（34・茨　城・81期）
深谷　知広

（22・愛　知・96期）
村上　義弘

（38・京　都・73期）
浅井　康太

（28・三　重・90期）
岡田　征陽

（32・東　京・85期）

(平成26年)
平原　康多

（31・埼　玉・87期）
村上　義弘

（39・京　都・73期）
成田　和也

（34・福　島・88期）
金子　貴志

（38・愛　知・75期）
後閑　信一

（43・東　京・65期）
深谷　知広

（23・愛　知・96期）
新田　祐大

（27・福　島・90期）
長塚　智広

（35・茨　城・81期）
浅井　康太

（29・三　重・90期）

(平成27年)
村上　博幸

（35・京　都・86期）
村上　義弘

（40・京　都・73期）
稲川　翔

（29・大　阪・90期）
深谷　知広

（24・愛　知・96期）
武田　豊樹

（40・茨　城・88期）
平原　康多

（32・埼　玉・87期）
浅井　康太

（30・三　重・90期）
神山雄一郎

（46・栃　木・61期）
岩津　裕介

（32・岡　山・87期）

(平成28年)
山崎　芳仁

（36・福　島・88期）
新田　祐大

（29・福　島・90期）
武田　豊樹

（41・茨　城・88期）
園田　匠

（34・福　岡・87期）
平原　康多

（33・埼　玉・87期）
浅井　康太

（31・三　重・90期）
神山雄一郎

（47・栃　木・61期）
稲垣　裕之

（38・京　都・86期）
村上　義弘

（41・京　都・73期）

(平成29年)
渡邉　一成

（33・福　島・88期）
村上　義弘

（42・京　都・73期）
中川誠一郎

（37・熊　本・85期）
新田　祐大

（30・福　島・90期）
岩津　裕介

（34・岡　山・87期）
稲垣　裕之

（39・京　都・86期）
平原　康多

（34・埼　玉・87期）
浅井　康太

（32・三　重・90期）
武田　豊樹

（42・茨　城・88期）

(平成30年)
平原　康多

（35・埼　玉・87期）
三谷　竜生

（30・奈　良・101期）
新田　祐大

（31・福　島・90期）
渡邉　一成

（34・福　島・88期）
浅井　康太

（33・三　重・90期）
諸橋　愛

（40・新　潟・79期）
深谷　知広

（27・愛　知・96期）
武田　豊樹

（43・茨　城・88期）
桑原　大志

（41・山　口・80期）

(平成31年)
新田　祐大

（32・福　島・90期）
三谷　竜生

（31・奈　良・101期）
脇本　雄太

（29・福　井・94期）
浅井　康太

（34・三　重・90期）
平原　康多

（36・埼　玉・87期）
村上　義弘

（44・京　都・73期）
村上　博幸

（39・京　都・86期）
武田　豊樹

（44・茨　城・88期）
清水　裕友

（24・山　口・105期）

(令和元年)
中川誠一郎

（40・熊　本・85期）
脇本　雄太

（30・福　井・94期）
新田　祐大

（33・福　島・90期）
村上　博幸

（40・京　都・86期）
松浦　悠士

（29・広　島・98期）
清水　裕友

（25・山　口・105期）
佐藤慎太郎

（43・福　島・78期）
平原　康多

（37・埼　玉・87期）
郡司　浩平

（29・神奈川・99期）

(令和2年)
清水　裕友

（26・山　口・105期）
脇本　雄太

（31・福　井・94期）
松浦　悠士

（30・広　島・98期）
郡司　浩平

（30・神奈川・99期）
平原　康多

（38・埼　玉・87期）
佐藤慎太郎

（44・福　島・78期）
和田健太郎

（39・千　葉・87期）
新田　祐大

（34・福　島・90期）
守澤　太志

（35・秋　田・96期）

(令和3年)
郡司　浩平

（31・神奈川・99期）
松浦　悠士

（31・広　島・98期）
宿口　陽一

（37・埼　玉・91期）
古性　優作

（30・大　阪・100期）
平原　康多

（39・埼　玉・87期）
吉田　拓矢

（26・茨　城・107期）
清水　裕友

（27・山　口・105期）
佐藤慎太郎

（45・福　島・78期）
守澤　太志

（36・秋　田・96期）

(平成20年)

(平成21年)

(平成23年)

(平成22年)

氏　名　（当時の年齢・府県・期）

30
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出目 払戻金

立　川 中野　浩一（30）福　岡 井上　茂徳 佐々木昭彦 尾崎　雅彦 伊藤　豊明 山口　健治 高橋　健二 滝澤　正光 清嶋　彰一 ①-⑤

立　川 井上　茂徳（28）佐　賀 清嶋　彰一 中野　浩一 山口　健治 菅田　順和 滝澤　正光 伊藤　豊明 佐々木昭彦 本田　晴美 ②-④

平　塚 滝澤　正光（27)千　葉 中野　浩一 山口　健治 佐々木昭彦 小門　洋一 本田　晴美 俵　　信之 清嶋　彰一
馬場　　進
（5着失格）

①-③

立　川 井上　茂徳（30）佐　賀 山口　健治 滝澤　正光 佐々木昭彦 中野　浩一 佐古　雅俊 坂本　　勉 馬場　　進 本田　晴美 ⑤-②

立　川

立　川 坂本　　勉（28）青　森 中野　浩一 三宅　勝彦 鈴木　　誠 滝澤　正光 井上　茂徳 山口　健治 佐々木昭彦 俵　　信之 ①-③

立　川 鈴木　　誠（26）千　葉 滝澤　正光 小橋　正義 坂本　　勉 井上　茂徳 佐々木昭彦 俵　　信之 神山雄一郎 坂巻　正巳 ⑤-①

平　塚 吉岡　稔真（22）福　岡 井上　茂徳 神山雄一郎 高木　隆弘 梶應　弘樹 滝澤　正光 鈴木　　誠 松本　　整 山田　裕仁 ②-⑥

立　川 滝澤　正光（33）千　葉 吉岡　稔真 高木　隆弘 井上　茂徳 神山雄一郎 松本　　整 鈴木　　誠 俵　　信之 海田　和裕 ⑤-②

立　川 井上　茂徳（36）佐　賀 滝澤　正光 吉岡　稔真 高橋　光宏 山田　裕仁 神山雄一郎 小橋　正義 鈴木　　誠 稲村　成浩 ④-⑥

立　川 吉岡　稔真（25）福　岡 神山雄一郎 井上　茂徳 高橋　光宏 児玉　広志 小橋　正義 松本　　整 滝澤　正光 三宅　　伸
➊-➒
①-⑥

立　川 小橋　正義（29）岡　山 神山雄一郎 後閑　信一
吉岡　稔真
（落車再入）

松本　　整
（失格）

➐-➊
⑤-①

立　川 山田　裕仁（29）岐　阜 神山雄一郎 濵口　高彰 鈴木　　誠 東出　　剛 小橋　正義 児玉　広志
吉岡　稔真
（落車棄権）

後閑　信一
（8着失格）

➐-➎
⑤-④

立　川 山口　幸二（30）岐　阜 神山雄一郎 小橋　正義 山田　裕仁 吉岡　稔真 本田　晴美 高木　隆弘 加倉　正義
児玉　広志
（落車棄権）

➑-➋
⑥-②

立　川 太田　真一（24）埼　玉 児玉　広志 小橋　正義 東出　　剛 山口　幸二 吉岡　稔真 金古　将人
小倉　竜二
（落車棄権）

神山雄一郎
（3着失格）

➒-➊
①=⑥

立　川 児玉　広志（31）香　川 岡部　芳幸 金古　将人 山田　裕仁 神山雄一郎 池尻　浩一 金子　真也 太田　真一 小嶋　敬二
➒-➎
④=⑥

平　塚 伏見　俊昭（25）福　島 山田　裕仁 稲村　成浩 濵口　高彰 岡部　芳幸 高木　隆弘 児玉　広志 小橋　正義
神山雄一郎
（落車再入）

➎-➋
⑤②⑧

立　川 山田　裕仁（34）岐　阜 山口　富生 村上　義弘 小野　俊之 小橋　正義 池尻　浩一 戸邉　英雄 渡邉　晴智 松本　　整
➒-➐
⑨⑦①

京王閣 山田　裕仁（35）岐　阜 吉岡　稔真 太田　真一 小野　俊之 佐藤慎太郎 岡部　芳幸 伏見　俊昭 小嶋　敬二 村上　義弘
➏-➌
⑥③⑨

立　川 小野　俊之（28）大　分 岡部　芳幸 小橋　正義 村上　義弘 齋藤登志信 伏見　俊昭 佐藤慎太郎 内林　久徳 神山雄一郎
➒-➑
⑨⑧⑤

平　塚 加藤　慎平（27）岐　阜 後閑　信一 武田　豊樹 村本　大輔 伏見　俊昭 神山雄一郎 小嶋　敬二 鈴木　　誠
佐藤慎太郎
（落車棄権）

➍-➎
④⑤⑨

京王閣 有坂　直樹（37）秋　田 手島　慶介 佐藤慎太郎 合志　正臣 小倉　竜二 後閑　信一 山崎　芳仁 井上　昌己 吉岡　稔真
➎-➏
⑤⑥⑨

立川 伏見　俊昭（31）福　島 小嶋　敬二 飯嶋　則之 渡邉　晴智 有坂　直樹 山崎　芳仁 兵藤　一也 佐藤　友和
手島　慶介
（落車携入）

➌-➊
③①⑤

平塚 井上　昌己（29）長　崎 平原　康多 小嶋　敬二 佐藤　友和 渡邉　晴智 山崎　芳仁 伏見　俊昭 永井　清史 三宅　　伸
➐-➊
⑦①⑨

京王閣 海老根恵太（32）千　葉 武田　豊樹 伏見　俊昭 神山雄一郎 山崎　芳仁 加藤　慎平 永井　清史 石丸　寛之 平原　康多
➒-➑
⑨⑧④

立　川 村上　博幸（31）京　都 山崎　芳仁 伏見　俊昭 市田佳寿浩 海老根恵太 武田　豊樹 平原　康多
➐-➌
⑦③⑨

平　塚 山口　幸二（43）岐　阜 武田　豊樹 浅井　康太 成田　和也 佐藤　友和 伏見　俊昭 深谷　知広
村上　義弘
（落車携入）

長塚　智広
　（失格）

➋-➎
②⑤⑦

京王閣 村上　義弘（38）京　都 成田　和也 浅井　康太 武田　豊樹 長塚　智広 岡田　征陽 山崎　芳仁 深谷　知広
佐藤　友和
（事故棄権）

➍-➌
④③⑧

立　川 金子　貴志（38）愛　知 浅井　康太 長塚　智広 平原　康多 成田　和也 深谷　知広 村上　義弘 後閑　信一 新田　祐大
➌-➏
③⑥⑧

岸和田 武田　豊樹（40）茨　城 村上　博幸 村上　義弘 稲川　　翔 浅井　康太 神山雄一郎 平原　康多 深谷　知広
岩津　裕介
（落車再入）

➋-➎
②⑤①

京王閣 浅井　康太（31）三重 新田　祐大 平原　康多 園田　　匠 村上　義弘 山崎　芳仁 神山雄一郎 武田　豊樹 稲垣　裕之
❻-❷
⑥②⑧

立　川 村上　義弘（42）京　都 武田　豊樹 浅井　康太 渡邉　一成 岩津　裕介 平原　康多 中川誠一郎 稲垣　裕之
新田　祐大
（7着失格）

➌-➏
③⑥⑧

平　塚 浅井　康太（33）三　重 武田　豊樹 新田　祐大 三谷　竜生 渡邉　一成 平原　康多 桑原　大志 深谷　知広
諸橋　　愛
（失格）

❾-❽
⑨⑧①

静　岡 三谷　竜生(31)奈　良 浅井　康太 新田　祐大 清水　裕友 脇本　雄太 武田　豊樹 村上　博幸
平原　康多
（落車携入）

村上　義弘
（落車棄権）

❶-❷
①②④

立　川 佐藤慎太郎（43）福　島 脇本　雄太 平原　康多 新田　祐大 松浦　悠士 中川誠一郎 村上　博幸
❹-❸
④③⑧

平　塚 和田健太郎（39）千　葉 脇本　雄太 佐藤慎太郎 守澤　太志 平原　康多 清水　裕友 新田　祐大 松浦　悠士 郡司　浩平
❹-❷
④②⑨

静　岡 古性　優作（30）大　阪 平原　康多 郡司　浩平 佐藤慎太郎 松浦　悠士 守澤　太志 宿口　陽一 清水　裕友 吉田　拓矢
➍-➌
④③②

その年のＧＩ優勝者などが選ばれる。’96、’08は五輪メダリストも選ばれた

出目の白ヌキは2車単

競輪場年月日年

坂本　　勉・井上　茂徳・中野　浩一・佐々木昭彦・郡山　久二・小川　博美・滝澤　正光・工　　正信・波潟　和男

村上　義弘・佐藤　友和
（7着同着）

児玉　広志・海田　和裕・十文字貴信・三宅　　伸
（落車棄権）

6着5着4着3着2着優勝（当時の年齢)・府県

清水　裕友・郡司　浩平
（５着同着）

開催中止

払戻し
9着8着7着

■歴代Ｓ級Ｓ班選手

年

山崎　芳仁
（28・福　島・88期）

有坂　直樹
（38・秋　田・64期）

小嶋　敬二
（38・石　川・74期）

飯嶋　則之
（29・栃　木・81期）

伏見　俊昭
（31・福　島・75期）

兵藤　一也
（29・群　馬・82期）

佐藤　友和
（24・岩　手・88期）

渡邉　晴智
（34・静　岡・73期）

手島　慶介
（32・群　馬・75期）

岡部　芳幸
（37・福　島・66期）

渡部　哲男
（28・愛　媛・84期）

平原　康多
（25・埼　玉・87期）

豊田　知之
（40・岡　山・59期）

荒井　崇博
（29・佐　賀・82期）

神山雄一郎
（39・栃　木・61期）

新田　康仁
（33・静　岡・74期）

遠澤　健二
（42・神奈川・57期）

鈴木　誠
（42・千　葉・55期）

井上　昌己
（29・長　崎・86期）

渡邉　晴智
（35・静　岡・73期）

山崎　芳仁
（29・福　島・88期）

伏見　俊昭
（32・福　島・75期）

三宅　伸
（39・岡　山・64期）

永井　清史
（25・岐　阜・88期）

平原　康多
（26・埼　玉・87期）

小嶋　敬二
（39・石　川・74期）

佐藤　友和
（25・岩　手・88期）

紫原　政文
（40・福　岡・61期）

手島　慶介
（33・群　馬・75期）

新田　康仁
（34・静　岡・74期）

武田　豊樹
（34・茨　城・88期）

神山雄一郎
（40・栃　木・61期）

合志　正臣
（31・熊　本・81期）

山口　幸二
（40・岐　阜・62期）

海老根恵太
（31・千　葉・86期）

石丸　寛之
（34・岡　山・76期）

山崎　芳仁
（30・福　島・88期）

武田　豊樹
（35・茨　城・88期）

平原　康多
（27・埼　玉・87期）

海老根恵太
（32・千　葉・86期）

伏見　俊昭
（33・福　島・75期）

神山雄一郎
（41・栃　木・61期）

加藤　慎平
（31・岐　阜・81期）

石丸　寛之
（35・岡　山・76期）

永井　清史
（26・岐　阜・88期）

山口　幸二
（41・岐　阜・62期）

渡邉　晴智
（36・静　岡・73期）

小嶋　敬二
（40・石　川・74期）

村上　義弘
（35・京　都・73期）

市田佳寿浩
（34・福　井・76期）

成田　和也
（30・福　島・88期）

山田　裕仁
（41・岐　阜・61期）

浅井　康太
（25・三　重・90期）

村上　博幸
（30・京　都・86期）

村上　博幸
（31・京　都・86期）

平原　康多
（28・埼　玉・87期）

市田佳寿浩
（35・福　井・76期）

佐藤　友和
（27・岩　手・88期）

山崎　芳仁
（31・福　島・88期）

海老根恵太
（33・千　葉・86期）

村上　義弘
（36・京　都・73期）

武田　豊樹
（36・茨　城・88期）

伏見　俊昭
（34・福　島・75期）

山口　幸二
（42・岐　阜・62期）

神山雄一郎
（42・栃　木・61期）

坂本　亮馬
（25・福　岡・90期）

佐藤慎太郎
（34・福　島・78期）

成田　和也
（31・福　島・88期）

大塚健一郎
（33・大　分・82期）

新田　祐大
（24・福　島・90期）

加藤　慎平
（32・岐　阜・81期）

兵藤　一也
（32・群　馬・82期）

(平成24年)
村上　義弘

（37・京　都・73期）
深谷　知広

（21・愛　知・96期）
浅井　康太

（27・三　重・90期）
伏見　俊昭

（35・福　島・75期）
長塚　智広

（33・茨　城・81期）
山口　幸二

（43・岐　阜・62期）
武田　豊樹

（37・茨　城・88期）
佐藤　友和

（28・岩　手・88期）
成田　和也

（32・福　島・88期）

(平成25年)
成田　和也

（33・福　島・88期）
武田　豊樹

（38・茨　城・88期）
佐藤　友和

（29・岩　手・88期）
山崎　芳仁

（33・福　島・88期）
長塚　智広

（34・茨　城・81期）
深谷　知広

（22・愛　知・96期）
村上　義弘

（38・京　都・73期）
浅井　康太

（28・三　重・90期）
岡田　征陽

（32・東　京・85期）

(平成26年)
平原　康多

（31・埼　玉・87期）
村上　義弘

（39・京　都・73期）
成田　和也

（34・福　島・88期）
金子　貴志

（38・愛　知・75期）
後閑　信一

（43・東　京・65期）
深谷　知広

（23・愛　知・96期）
新田　祐大

（27・福　島・90期）
長塚　智広

（35・茨　城・81期）
浅井　康太

（29・三　重・90期）

(平成27年)
村上　博幸

（35・京　都・86期）
村上　義弘

（40・京　都・73期）
稲川　翔

（29・大　阪・90期）
深谷　知広

（24・愛　知・96期）
武田　豊樹

（40・茨　城・88期）
平原　康多

（32・埼　玉・87期）
浅井　康太

（30・三　重・90期）
神山雄一郎

（46・栃　木・61期）
岩津　裕介

（32・岡　山・87期）

(平成28年)
山崎　芳仁

（36・福　島・88期）
新田　祐大

（29・福　島・90期）
武田　豊樹

（41・茨　城・88期）
園田　匠

（34・福　岡・87期）
平原　康多

（33・埼　玉・87期）
浅井　康太

（31・三　重・90期）
神山雄一郎

（47・栃　木・61期）
稲垣　裕之

（38・京　都・86期）
村上　義弘

（41・京　都・73期）

(平成29年)
渡邉　一成

（33・福　島・88期）
村上　義弘

（42・京　都・73期）
中川誠一郎

（37・熊　本・85期）
新田　祐大

（30・福　島・90期）
岩津　裕介

（34・岡　山・87期）
稲垣　裕之

（39・京　都・86期）
平原　康多

（34・埼　玉・87期）
浅井　康太

（32・三　重・90期）
武田　豊樹

（42・茨　城・88期）

(平成30年)
平原　康多

（35・埼　玉・87期）
三谷　竜生

（30・奈　良・101期）
新田　祐大

（31・福　島・90期）
渡邉　一成

（34・福　島・88期）
浅井　康太

（33・三　重・90期）
諸橋　愛

（40・新　潟・79期）
深谷　知広

（27・愛　知・96期）
武田　豊樹

（43・茨　城・88期）
桑原　大志

（41・山　口・80期）

(平成31年)
新田　祐大

（32・福　島・90期）
三谷　竜生

（31・奈　良・101期）
脇本　雄太

（29・福　井・94期）
浅井　康太

（34・三　重・90期）
平原　康多

（36・埼　玉・87期）
村上　義弘

（44・京　都・73期）
村上　博幸

（39・京　都・86期）
武田　豊樹

（44・茨　城・88期）
清水　裕友

（24・山　口・105期）

(令和元年)
中川誠一郎

（40・熊　本・85期）
脇本　雄太

（30・福　井・94期）
新田　祐大

（33・福　島・90期）
村上　博幸

（40・京　都・86期）
松浦　悠士

（29・広　島・98期）
清水　裕友

（25・山　口・105期）
佐藤慎太郎

（43・福　島・78期）
平原　康多

（37・埼　玉・87期）
郡司　浩平

（29・神奈川・99期）

(令和2年)
清水　裕友

（26・山　口・105期）
脇本　雄太

（31・福　井・94期）
松浦　悠士

（30・広　島・98期）
郡司　浩平

（30・神奈川・99期）
平原　康多

（38・埼　玉・87期）
佐藤慎太郎

（44・福　島・78期）
和田健太郎

（39・千　葉・87期）
新田　祐大

（34・福　島・90期）
守澤　太志

（35・秋　田・96期）

(令和3年)
郡司　浩平

（31・神奈川・99期）
松浦　悠士

（31・広　島・98期）
宿口　陽一

（37・埼　玉・91期）
古性　優作

（30・大　阪・100期）
平原　康多

（39・埼　玉・87期）
吉田　拓矢

（26・茨　城・107期）
清水　裕友

（27・山　口・105期）
佐藤慎太郎

（45・福　島・78期）
守澤　太志

（36・秋　田・96期）

(平成20年)

(平成21年)

(平成23年)

(平成22年)

氏　名　（当時の年齢・府県・期）
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16回 神　山　雄一郎 （栃　木・61期） 11回 神　山　雄一郎（栃　木・61期） ［1991～2001］

12回 平　原　康　多 （埼　玉・87期） 10回 滝　澤　正　光（千　葉・43期） ［1985～1995］

11回 村　上　義　弘 （京　都・73期） 9回 平　原　康　多（埼　玉・87期） ［2013～2021］ ※継続中

10回 滝　澤　正　光 （千　葉・43期） 8回 吉　岡　稔　真（福　岡・65期） ［1992～1999］

小　橋　正　義 （新　潟・59期） 浅　井　康　太（三　重・90期） [2011～2018]

吉　岡　稔　真 （福　岡・65期） 7回 井　上　茂　徳（佐　賀・41期） ［1988～1995］

武　田　豊　樹 （茨　城・88期） 児　玉　広　志（香　川・66期） ［1995～2001］

9回 井　上　茂　徳 （佐　賀・41期） 村　上　義　弘（京　都・73期） [2010～2016]

伏　見　俊　昭 （福　島・75期） 6回 佐々木　昭　彦（佐　賀・43期） ［1985～1991］

8回 山　田　裕　仁 （岐　阜・61期） 小　橋　正　義（新　潟・59期） ［1994～1999］

浅　井　康　太 （三　重・90期） 新　田　祐　大（福　島・90期） ［2015～2020］

7回 鈴　木　　　誠 （千　葉・55期） 5回 中　野　浩　一（福　岡・35期） ［1985～1990］

児　玉　広　志 （香　川・66期） 山　口　健　治（東　京・38期） ［1985～1990］

佐　藤　慎太郎 （福　島・78期） 鈴 木　　　　誠（千　葉・55期） ［1990～1994］

山　崎　芳　仁 （福　島・88期） 伏　見　俊　昭（福　島・75期） ［2007～2011］

新　田　祐　大 （福　島・90期） 山　崎　芳　仁（福　島・88期） ［2006～2010］

6回 佐々木 昭 彦 （佐　賀・43期） 武　田　豊　樹（茨　城・88期） ［2014～2018］

5回 中　野　浩　一 （福　岡・35期）

山　口　健　治 （東　京・38期）

松　本　　　整 （京　都・45期）

後　閑　信　一 （東　京・65期）

小　嶋　敬　二 （石　川・74期）

佐　藤　友　和 （岩　手・88期）

深　谷　知　広 （福　島・90期）

【ＧＰ出場回数上位】 【ＧＰ連続出場回数上位　<89は中止>】

■GP出場回数上位・連続出場回数上位
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優勝選手名 ＧⅠ（当該年） ＧⅡ ＧⅢ

（1985年） 中野　浩一（福　岡・35期） 弥彦、花月園、静岡、高松、別府

（1986年） 井上　茂徳（佐　賀・41期） 第2回全日本選抜 取手、花月園、西宮、門司、武雄

（1987年） 滝澤　正光（千　葉・43期） 第38回高松宮杯・第30回オールスター・第3回全日本選抜
青森、弥彦、前橋、取手、大宮
千葉、松戸、花月園、平塚、岐阜
四日市、福井、高知

（1988年） 井上　茂徳（佐　賀･41期） 第39回高松宮杯
西武園、京王閣、名古屋、豊橋
福井、広島、防府、松山、武雄
別府

（1989年） 開催中止

（1990年） 坂本　○勉（青　森・57期） ふるさとダービー福井
京王閣、豊橋、富山、福井、奈良
久留米

（1991年） 鈴木　○誠（千　葉・55期） 第7回全日本選抜
京王閣、立川、松戸、富山、岸和田
西宮、玉野、門司

（1992年） 吉岡　稔真（福　岡・65期） 第45回日本選手権・第34回競輪祭（競輪王戦） ふるさとダービー別府
川崎、大垣、富山、福井、甲子園
武雄、熊本

（1993年） 滝澤　正光（千　葉・43期）
前橋（第2回寛仁親王牌）、西武園
西宮、小松島、熊本

（1994年） 井上　茂徳（佐　賀・41期） 広島、高松、観音寺、高知、佐世保

（1995年） 吉岡　稔真（福　岡・65期）
弥彦、大宮、松戸、平塚、伊東
松阪、向日町、久留米、武雄

（1996年） 小橋　正義（新　潟・59期） 福井

（1997年） 山田　裕仁（岐　阜・61期）
立川、松戸、岐阜、岸和田、高松
門司

（1998年） 山口　幸二（岐　阜・62期） 第41回オールスター 甲子園

（1999年） 太田　真一（埼　玉・75期） 第50回高松宮記念杯 別府

（2000年） 児玉　広志（香　川・66期） 第43回オールスター

（2001年） 伏見　俊昭（福　島・75期） 第44回オールスター ふるさとダービー函館
取手、岐阜、豊橋、和歌山、防府
高知、久留米

（2002年） 山田　裕仁（岐　阜・61期） 第43回競輪祭（競輪王戦）・第55回日本選手権 西宮

（2003年） 山田　裕仁（岐　阜・61期） 第44回競輪祭（競輪王戦）・第56回日本選手権 大垣、高松

（2004年） 小野　俊之（大　分・77期）
花月園、豊橋（2月・7月）、和歌山
玉野、観音寺、熊本

（2005年） 加藤　慎平（岐　阜・81期） 第21回全日本選抜 富山

（2006年） 有坂　直樹（秋　田・64期） 宇都宮、静岡

（2007年） 伏見　俊昭（福　島・75期） 福井

（2008年） 井上　昌己（長　崎・86期） 第49回競輪祭（競輪王戦） 別府

（2009年） 海老根恵太（千　葉・86期） 第18回寬仁親王牌 第8回東王座 函館

（2010年） 村上　博幸（京　都・86期） 第63回日本選手権・SSシリーズ風光る2010

（2011年） 山口　幸二（岐　阜・62期）

（2012年） 村上　義弘（京　都・73期） 大宮

（2013年） 金子　貴志（愛　知・75期） 第22回寬仁親王牌・第55回競輪祭 青森、豊橋

（2014年） 武田　豊樹（茨　城・88期） 第57回オールスター 静岡

（2015年） 浅井　康太（三　重・90期） 前橋、四日市（2月・7月）、武雄

（2016年） 村上　義弘（京　都・73期） 第69回日本選手権

（2017年） 浅井　康太（三　重・90期）

（2018年） 三谷　竜生（奈　良・101期） 第72回日本選手権・第69回高松宮記念杯 奈良、玉野、高松

（2019年） 佐藤慎太郎（福　島・78期） いわき平

（2020年） 和田健太郎（千　葉・87期）

（2021年） 古性優作（大　阪・100期） 第64回オールスター 福井

■ＧＰ優勝者の当該年優勝成績

開催年

16回 神　山　雄一郎 （栃　木・61期） 11回 神　山　雄一郎（栃　木・61期） ［1991～2001］

12回 平　原　康　多 （埼　玉・87期） 10回 滝　澤　正　光（千　葉・43期） ［1985～1995］

11回 村　上　義　弘 （京　都・73期） 9回 平　原　康　多（埼　玉・87期） ［2013～2021］ ※継続中

10回 滝　澤　正　光 （千　葉・43期） 8回 吉　岡　稔　真（福　岡・65期） ［1992～1999］

小　橋　正　義 （新　潟・59期） 浅　井　康　太（三　重・90期） [2011～2018]

吉　岡　稔　真 （福　岡・65期） 7回 井　上　茂　徳（佐　賀・41期） ［1988～1995］

武　田　豊　樹 （茨　城・88期） 児　玉　広　志（香　川・66期） ［1995～2001］

9回 井　上　茂　徳 （佐　賀・41期） 村　上　義　弘（京　都・73期） [2010～2016]

伏　見　俊　昭 （福　島・75期） 6回 佐々木　昭　彦（佐　賀・43期） ［1985～1991］

8回 山　田　裕　仁 （岐　阜・61期） 小　橋　正　義（新　潟・59期） ［1994～1999］

浅　井　康　太 （三　重・90期） 新　田　祐　大（福　島・90期） ［2015～2020］

7回 鈴　木　　　誠 （千　葉・55期） 5回 中　野　浩　一（福　岡・35期） ［1985～1990］

児　玉　広　志 （香　川・66期） 山　口　健　治（東　京・38期） ［1985～1990］

佐　藤　慎太郎 （福　島・78期） 鈴 木　　　　誠（千　葉・55期） ［1990～1994］

山　崎　芳　仁 （福　島・88期） 伏　見　俊　昭（福　島・75期） ［2007～2011］

新　田　祐　大 （福　島・90期） 山　崎　芳　仁（福　島・88期） ［2006～2010］

6回 佐々木 昭 彦 （佐　賀・43期） 武　田　豊　樹（茨　城・88期） ［2014～2018］

5回 中　野　浩　一 （福　岡・35期）

山　口　健　治 （東　京・38期）

松　本　　　整 （京　都・45期）

後　閑　信　一 （東　京・65期）

小　嶋　敬　二 （石　川・74期）

佐　藤　友　和 （岩　手・88期）

深　谷　知　広 （福　島・90期）

【ＧＰ出場回数上位】 【ＧＰ連続出場回数上位　<89は中止>】

■GP出場回数上位・連続出場回数上位
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■日本選手権競輪決勝戦　ＧⅠ

出目 払戻金

24.6.3～5 横田　隆雄（32）大　阪 後藤　欣一 松本　和一 毛利　武男 柴田　博司 紫垣　正信 小林　源吉 早川　清一 小西　正己 ④-⑥

24.6.11～12 横田　隆雄（32）大　阪 後藤　欣一 原田　和男 紫垣　正信 柴田　博司 松本　和一 小川　昌司 紫垣　正春 大久保　勝 ②-⑥

24.10.16～18 横田　隆雄（32）大　阪 小林　源吉 柴田　博司 大久保　勝 内山　昭二 坂本　政美 田川　義光 鍋谷　　正 早川　康三 ③-④

24.10.23～24 小林　源吉（24）埼　玉 紫垣　正信 山本　清治 大久保　勝 種村　末一 横田　隆雄 鍋谷　　正 福永　和平 菊池　宣次 ③-④

名古屋 宮本　義春（19）熊　本 阿久津開司 紫垣　正信 熊坂　克己 小島　　忠 南本　益雄 早川　清一 河原　昭二 早川　康三 ④-②

後楽園 山本　清治（20）大　阪 羽山　隆 中川　芳春 熊坂　克己 早川　清一 水田　佳博 浅井　忠雄 松本　勝明 小島　　忠 大野　裕典 古川　謹一 中川　優 ③-②

大阪中央 高倉　　登（18）埼　玉 島野　光彰 阪口　和男 紫垣　正弘 半田　弘之 植村　　央
高橋　　恒
（1着失格）

⑥-③

川　崎 高倉　　登（19）埼　玉 島野　光彰 平林己佐男 井口　喜道 長谷川文男 遠山　　巌 倉田　精二 松本　勝明 広町　昭二 ④-⑥

後楽園 宮本　義春（23）熊　本 室家　良夫 清水　義広 高倉　　登 阿久津開司 板村　和馬 水田　佳博 山地　　正 小沢　文太 秋元　和夫 新免　保一
西地　清一
（2着失格）

②-③

大阪中央 中井　光雄（19）滋　賀 山崎　　勲 黄金井光良 佐々木秀造 松本　勝明 杉山　一男 白鳥　伸雄 阿部　　昂 石川　　良 松村　　憲 山本　清治 西田　　勇 ③-⑥

川　崎 松本　勝明（26）京　都 坂本　昌仁 鈴木　幸男 中井　光雄 市川　　盛 山地　　正 松浦　　厚 大山　一海 及川　光明 ①-⑤

大阪中央 松本　勝明（27）京　都 力石　岩夫 石田　雄彦 中井　光雄 武田　勝義 昌山　晃夫 半田　弘之 宮本　正則 安野　茂雄 坂本　昌仁 山本　高幸 岡田　政勝 ④-①

後楽園 坂本　昌仁（22）大　阪 古田　泰久 山地　　正 戸上　　守 加藤　　晶 伊藤　文男 島木　賢一 西地　清一 松本　勝明 山下　八郎 西村　公佑 西村　　亀 ⑥-②

後楽園 佐藤喜知夫（25）北海道 宮本　義春 石村　正利 西村　公佑 西地　清一 力石　岩夫 安野　茂雄 山田　栄治 木竜　一徳 戸上　　守 石田　雄彦 田久保立次 ⑥-⑥

後楽園 吉田　　実（24）香　川 中井　光雄 松本　勝明 石田　雄彦 白鳥　伸雄 佐藤喜知夫 戸上　　守 白井　通義 渡部　　任 木内　　清 田渕　　実 加藤　　晶 ②-③

後楽園 石田　雄彦（25）和歌山 吉田　　実 山本　清治 山田　栄治 宮路　雄資 松本　勝明 鈴木　幸男 木内　　清 西地　清一 田中　久彦 戸上　　守 平土　忠治 ⑤-⑥

後楽園 吉田　実（26）香　川 古田　泰久 石田　雄彦 白鳥　伸雄 林　　一男 西村　公佑 平林己佐男 半田　弘之 市川　　盛 田淵　　実 加藤　　晶 島野　光彰 ④-⑥

一　宮 西地　清一（30）大　阪 石田　雄彦 髙原　永伍 笹田　伸二 西村　公佑 石村　正利 吉田　　実 竹野　暢勇
白鳥　伸雄
（1着失格）

⑥-⑤

後楽園 笹田　伸二（29）徳　島 石村　正利 白鳥　伸雄 荒井　豊 福島　昭亮 野寺　英男 石川　最之 吉田　　実 松川周次郎
石田　雄彦
（2着失格）

④-③

後楽園 石田　雄彦（30）和歌山 竹野　暢勇 須田一二三 木村　実成 平間　誠記 荒井　　豊 髙原　永伍 植村　　央 松川周次郎
白鳥　伸雄
（1着失格）

⑤-③

後楽園 笹田　伸二（30）徳　島 木村　実成 佐藤　秀男 石田　雄彦 戸上　　守 中川　茂一 斉藤　勝也 髙原　永伍 古田　泰久 松村　　憲 ③-⑤

後楽園 宮路　雄資（30）熊　本 稲村　雅士 須田　幸雄 伊藤　　繁 白鳥　伸雄 佐藤　秀男 黄金井光良 竹野　暢勇 新井市太郎 大倉　　寛 吉田　　実 田中　省吾 ⑤-③

後楽園 平間　誠記（30）宮　城 伊藤　　繁 神谷　恵幸 今井　　正 吉川　多喜夫 河内　　剛 小島　　浩 竹野　暢勇 松本　勝明 佐々木賢一 齋藤　貞男 田渕　　実 ⑤-⑥

後楽園 吉川多喜夫（21）神奈川 藤巻　　昇 木村　実成 須田一二三 石田　雄彦 山田　武義 佐藤　秀信 伊藤　　繁 工藤夕起夫 佐々木賢一 ③-⑤

一　宮 工藤元司郎（26）東　京 髙原　永伍 佐藤　秀信 松本　広導 石田　雄彦 中川　茂一 若林　哲夫 福島　正幸 松本　勝明 ③-②

岸和田 荒川秀之助（21）宮　城 工藤　昌平 福島　正幸 杉井　義久 宮路　雄資 石田　雄彦 新井市太郎 髙原　永伍 片折　　行 ②-④

千　葉 河内　　剛（26）宮　城 田中　　博 阿部　　道 工藤元司郎 福島　正幸 須田　幸雄 荒木　　実 稲村　雅士 中井　光雄 ⑤-①

西武園 阿部　　道（24）宮　城 田中　　博 工藤元司郎 松本　秀房 今井　　正 福島　正幸 吉田　　洋 平林己佐男 片折　　行 ④-③

西武園 田中　　博（26）群　馬 福島　正幸 平林己佐男 高山　一郎 太田　義夫 吉田　　洋 阿部　　道　 大坂　和夫 須田一二三 ①-④ 福島　正幸

千　葉 高橋　健二（22）愛　知 伊藤　　繁 田中　　博 須田一二三 工藤元司郎 加藤　善行 小山　　靖 ⑤-② 伊藤　繁

千　葉 新井　正昭（22）埼　玉 太田　義夫 小松　光治 藤巻　清志 荒木　　実 大野　昭弘 矢村　　正 平林己佐男 山口　国男 ⑥-① 藤巻　清志

一　宮 小池　和博（23）埼　玉 新井　正昭 国持　一洋 桜井　久昭 阿部　利美 菅田　順和　 中野　浩一 田仲　俊克 阿部　良二 ⑥-④ 中野　浩一

いわき平 藤巻　清志（27）神奈川 山口　国男 山口　健治 渋川　久雄 荒川秀之助 菅田　順和　 阿部　利美 佐藤　秀信 中田　毅彦 ⑥-③ 福島　正幸

立　川 山口　健治（22）東　京 藤巻　　昇 国持　一洋 谷津田陽一 尾崎　雅彦 久保千代志 菅田　順和 中野　浩一 高橋　健二 ④-① 国持　一洋

前　橋 吉井　秀仁（23）千葉 国持　一洋 中野　浩一 藤巻　　昇 荒川秀之助 鈴木　大介 阿部　良二 原田　則夫 江嶋　康光 ②-① 吉井　秀仁

千　葉 中野　浩一（25）福　岡 恩田　康司 山口　健治 片岡　克巳 竹内　久人 菅田　順和 久保千代志 高橋　健二
岩崎　誠一
（7着失格）

⑤-⑤ 国持　一洋

大　垣 中里　光典（25）兵　庫 山口　健治 高橋　健二 中野　浩一 竹内　久人 佐野　裕志 菅田　順和 片岡　克巳 鈴木　良弘 ⑤-① 井上　茂徳

前　橋 井上　茂徳（25）佐　賀 中野　浩一 亀川　修一 竹内　久人 石川　浩史 山口　健治 荒川　玄太 吉井　秀仁
藤田　朝弘
（落車棄権）

⑥-③ 中野　浩一

千　葉 滝澤　正光（23）千　葉 井上　茂徳 山口　健治 梨野　英人 大橋　秀人 中野　浩一 吉井　秀仁 清嶋　彰一 菅田　順和 ②-⑥ 山口　健治

立　川 清嶋　彰一（28）東　京 尾崎　雅彦 山口　健治 滝澤　正光 三好　章仁 馬場　圭一 伊藤　豊明 小林信太郎 千田　　剛 ⑥-③ 山口　健治

平　塚 滝澤　正光（26）千　葉 佐々木昭彦 井上　茂徳 兼松　　薫 藤巻　　昇 山口　健治 小門　洋一 片岡　克巳 菅田　順和 ③-⑤ 滝澤　正光

千　葉 清嶋　彰一（30）東　京 戸邉　英雄 小門　洋一 小磯　伸一 本田　晴美 山口　健治 尾崎　雅彦 荒金　佳男
井上　茂徳
（落車棄権）

⑤-⑥ 滝澤　正光

11着 12着 ゴールデンレーサー6着 7着 8着 9着 10着

福島　正幸・河内　　剛
（落車棄権）（落車棄権）

松本　勝明・池上　岩男・塚本　　勝
（落車棄権）（落車棄権）（落車棄権）

大　阪
甲規格
乙規格

川　崎
甲規格
乙規格

払戻し
回 年月日 競輪場　 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着
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出目 払戻金

立　川 滝澤　正光（28）千　葉 馬場　　進 山口　健治 中野　浩一 佐古　雅俊 井上　茂徳 今村　保徳 三宅　勝彦 本田　晴美 ④-⑤ 井上　茂徳

　1.3.24 花月園 小川　博美（29）福　岡 工　　正信 坂本　　勉 滝澤　正光 新谷　隆広 藤巻　　昇 東出　　剛 郡山　久二 佐藤　　仁 ⑤-⑥ 小門　洋一

　2.3.26 平　塚 俵　信之（25）北海道 坂本　　勉 佐藤　正人 神山雄一郎 中野　浩一 豊田　知之 松枝　義幸 内田　浩司 長谷部純也 ⑥-② 滝澤　正光

　3.3.26 一　宮 坂巻　正巳（25）茨　城 小川　博美 江嶋　康光 小磯　伸一 中野　浩一 平田　崇昭
井上　茂徳
（落車再入）

金田健一郎
（落車再入）

鈴木　　誠
（６着失格）

⑤-⑥ 長谷部純也

　4.3.25 前　橋 吉岡　稔真（21）福　岡 藤田　和彦 井上　茂徳 遠澤　健二 平田　崇昭 細川　貴雄 滝澤　正光 鈴木　　誠 髙橋　光宏 ②-⑥ 尾崎　雅彦

　5.3.24 立　川 海田　和裕（22）三　重 遠澤　健二 野原　哲也 俵　　信之 後閑　信一 森内　章之 小橋　正義 ①-④ 伊藤　公人

　6.3.28 静　岡 小橋　正義（26）岡　山 内林　久徳 井上　茂徳 海田　和裕 鈴木　　誠 中武　克雄 平田　崇昭 山田　裕仁 稲村　成浩 ④-⑥ 神山雄一郎

　7.3.27 松　戸 小橋　正義（27）岡　山 児玉　広志 滝澤　正光 三宅　　伸 加倉　正義 松本　　整
濵口　髙彰
（落車再入）

鈴木　　誠
佐々木龍也
（5着失格）

①-⑥ 吉岡　稔真

　8.3.26 千　葉 吉岡　稔真（25）福　岡 三宅　　伸 西川　親幸 小橋　正義 松本　　整 神山雄一郎 山田　裕仁
伊藤　　浩

（落車携入）
後閑　信一
（落車携入）

⑤-⑥
➐-➒

稲積　秀樹

　9.3.27 岸和田 濵口　髙彰（29）岐　阜 山田　裕仁 金田　健一郎 小橋　正義 渡会　宏和 松本　　整 児玉　広志 古原　勝己 遠澤　健二
④-①
➍-➊

小橋　正義

西武園 吉岡　稔真（27）福　岡 神山雄一郎 稲村　成浩 山田　裕仁 森内　章之 金田健一郎 鈴木　　誠 小嶋　敬二 岡﨑　孝士
③-①
➌-➊

吉岡　稔真

静　岡 神山雄一郎（30）栃　木 小嶋　敬二 金古　将人 児玉　広志 濵口　髙彰 東出　　剛 鈴木　　誠 小川　　巧 十文字貴信
③-②
➌-➋

東出　　剛

千　葉 岡部　芳幸（29）福　島 西川　親幸 小嶋　敬二 内林　久徳 齋藤登志信 吉岡　稔真 西尾　芳樹 山田　裕仁 市田佳寿浩
④-⑤
➐-➎

小橋　正義

松　戸 稲村　成浩（29）群　馬 児玉　広志 一丸　安貴 山田　裕仁 小倉　竜二 小川　　巧 山口　幸二
堤　　　洋
（事故入）

小嶋　敬二
（落車棄権）

①-②
➊-➋

稲村　成浩

立　川 山田　裕仁（33）岐　阜 内林　久徳 古原　勝己 濵口　髙彰 高木　隆弘 児玉　広志 佐藤慎太郎 小林　裕司 村上　義弘
➒-➌
⑨③⑧

濵口　髙彰

15.3.23　 平　塚 山田　裕仁（34）岐　阜 松本　　整 齋藤登志信 小嶋　敬二 神山雄一郎 東出　　剛 池尻　浩一 中塚　記生 吉岡　稔真
➊-➒
①⑨④

伏見　俊昭
小橋　正義

静　岡 伏見　俊昭（28）福　島 佐藤慎太郎 出口　眞浩 大井　啓世 濵口　髙彰 小野　俊之 村上　義弘 山口　幸二 伊藤　保文
➌-➐
③⑦⑤

澤田　義和

松　戸 鈴木　誠（39）千　葉 伏見　俊昭 合志　正臣 内林　久徳 吉岡　稔真 村上　義弘 武田　豊樹 後閑　信一 小嶋　敬二
➑-➌
⑧③④

加藤　慎平

立　川 吉岡　稔真（35）福　岡 有坂　直樹 加藤　慎平 後閑　信一 藤原　憲征
阿部　康雄
（落車再入）

稲村　成浩
（落車再入）

山口　富生
（落車再入）

小倉　竜二
（落車再入）

➌-➐
③⑦①

大塚健一郎

平　塚 有坂　直樹（37）秋　田 兵藤　一也 稲村　成浩 小倉　竜二
加藤　慎平
（落車再入）

村上　義弘
（落車再入）

渡邉　晴智
（落車再入）

➊-➎
①⑤⑧

武田　豊樹

静　岡 渡邉　晴智（34）静　岡 合志　正臣 山崎　芳仁 藤原　憲征 山田　裕仁 濵口　髙彰
平原　康多
（事故入）

➊-➑
①⑧⑤

山崎　芳仁

岸和田 武田　豊樹（35）茨　城 加藤　慎平 海老根恵太 兵藤　一也 山口　幸二 村上　義弘 渡邉　晴智 山内　卓也 鈴木　　誠
➌-➍
③④⑤

山口　幸二

松　戸 村上　博幸（30）京　都 村上　義弘 山口　幸二 加藤　慎平 井上　昌己 坂本　亮馬 山崎　芳仁 伏見　俊昭 松坂　英司
➎-➊
⑤①⑦

村上　義弘

名古屋 村上　義弘（36）京　都 山口　幸二 兵藤　一也 松岡　貴久 山内　卓也 鈴木謙太郎 太田　真一
市田佳寿浩
（落車再入）

長塚　智広
（4着失格）

➌-➊
③①②

伏見　俊昭

熊　本 成田　和也（33）福　島 山崎　芳仁 園田　　匠 岡田　征陽 深谷　知広 長塚　智広 小嶋　敬二 鈴木　　裕 村上　義弘
➒-➊
⑨①⑤

武田　豊樹

立　川 村上　義弘（38）京　都 深谷　知広 山崎　芳仁 武田　豊樹 成田　和也 佐藤慎太郎 菊地　圭尚 牛山　貴広 佐藤　友和
➊-➒
①⑨⑦

深谷　知広

名古屋 村上　義弘（39）京　都 武田　豊樹 深谷　知広 村上　博幸 稲川　　翔 成田　和也 内藤　秀久 平原　康多 稲垣　裕之
➌－➋
③②①

深谷　知広

京王閣 新田　祐大（29）福　島 平原　康多 浅井　康太 飯嶋　則之 金子　貴志 武田　豊樹 大槻　寛徳 井上　昌己 原田研太朗
➌－❾
③⑨⑤

新田　祐大

名古屋 村上　義弘（41）京　都 川村　晃司 新田　祐大 岩津　裕介 野田　源一 金子　貴志 深谷　知広 竹内　雄作 三谷　竜生
❷-❽
②⑧③

平原　康多

静　岡 中川　誠一郎（36）熊　本 吉田　敏洋 渡邉　晴智 牛山　貴広 近藤　龍徳 新田　祐大 稲川　　翔 松坂　英司 深谷　知広
❹-➐
④⑦①

原田研太朗

京王閣 三谷　竜生（29）奈　良 桑原　大志 浅井　康太 武田　豊樹 深谷　知広 平原　康多 守澤　太志 園田　　匠 山田　英明
❷-❽
②⑧⑨

武田　豊樹

平　塚 三谷　竜生（30）奈　良 村上　義弘 脇本　雄太 村上　博幸 香川　雄介 浅井　康太 和田健太郎 新田　祐大 山中　秀将
❼-❾
⑦⑨③

浅井　康太

松　戸 脇本　雄太（30）福　井 清水　裕友 菅田　壱道 古性　優作 渡邉　雄太 田中　晴基 原田研太朗 松浦　悠士 深谷　知広
❶-❺
①⑤⑨

脇本　雄太

静岡

京王閣 松浦　悠士（30）広　島 郡司　浩平 佐藤慎太郎 浅井　康太 武藤　龍生 平原　康多 清水　裕友 眞杉　　匠 松岡　健介
➌－➋
③➁⑨

郡司  浩平

前年2月～1月までの選考用賞金獲得額上位者から選ばれる。

優勝者の白ヌキは完全優勝、出目の白ヌキは2車単

・脇本雄太（福井・94期・第73回[完全優勝]）

※R2（2020年）は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

開　　催　　中　　止

3着
払戻し

8着7着6着5着4着

・新田祐大（福島・90期・第68回 京王閣）

回 年月日 競輪場　

・吉岡稔真（福岡・65期・引退・第51回 西武園）
・稲村成浩（群馬・69期・第54回 松戸）

山口　幸二・小嶋　敬二
（5着同着）

小野　俊之・平原　康多
（2着失格）（6着失格）

大竹　慎吾・伊藤　公人
（2着失格）（8着失格）

※過去に、ゴールデンレーサー賞と決勝戦をともに制している選手は下記の6選手。
・吉井秀仁（千葉・38期・引退・第33回 前橋[完全優勝]）
・滝澤正光（千葉・43期・引退・第39回 平塚[完全優勝])

優勝（当時の年齢)・府県 2着 ゴールデンレーサー9着
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■高松宮記念杯競輪決勝戦　ＧⅠ

出目 払戻金

大津
びわこ

山本　清治（19）大　阪 福永　和平 藤巻　武雄 鍋谷　　正 天野　　勝 小塩　喜典 尾池　義翁 明石　和男 大久保　勝 ①-⑥

大津
びわこ

山本　清治（20）大　阪 尾池　義翁 高倉　　登 紫垣　正春 後藤　欣一 熊坂　克己 阿久津開司
西田　　勇
（欠場）

②-③

大津
びわこ

高倉　　登（19）埼　玉 山本　清治 松村　　憲 島野　光彰 倉田　精二 尾池　義翁 後藤　欣一 熊坂　克己 西田　　勇 ⑤-⑥

大津
びわこ

松村　　憲（26）高　知 宮本　義春 松本　勝明 小沢　文太 中井　光雄 林　　　完 山地　　正 佐藤　昭夫 松野　　健 ⑤-①

大津
びわこ

中井　光雄（20）滋　賀 坂本　昌仁 松本　勝明 久保田敏夫 加藤　　晶 小沢　文太 黄金井光良 戸上　　豊 ⑤-⑤

大津
びわこ

中井　光雄（21）滋　賀 佐藤　和幸 古田　泰久 植村　　央 坂本　昌仁 林　　　完 中川　　優 野村　　勝 平林己佐男 ⑥-④

大津
びわこ

中井　光雄（22）滋　賀 佐藤　和幸 武田　勝義 阿久津開司 山地　　正 松本　勝明 古田　泰久 大山　一海 水田　佳博 ①-⑥

大津
びわこ

西村　　亀（32）山　口 宮本　義春 石田　雄彦 黄金井光良 竹野　暢勇 大山　一海 佐藤　和幸 山中　義実 半田　弘之 ②-⑥

大津
びわこ

加藤　　晶（26）京　都 石田　雄彦 西村　公佑 昌山　晃夫 松本　勝明 坂本　昌仁 大山　一海 戸上　　守 林　　一男 ④-⑥

大津
びわこ

山本　清治（28）大　阪 西村　公佑 戸上　　守 樽井　武彦 木村　繁一 古田　泰久 吉田　　実 石田　雄彦 多田　　修 ②-⑥

大津
びわこ

石田　雄彦（25）和歌山 古田　泰久 山本　清治 加藤　　晶 坂本　昌仁 吉田　　実 中井　光雄 西村　公佑 天倉　　稔 ②-⑤

大津
びわこ

笹田　伸二（26）徳　島 板村　和馬 宮路　雄資 石田　雄彦 田中　省吾 松本　勝明 竹野　暢勇 加藤　　晶 田淵　博則 ③-④

大津
びわこ

笹田　伸二（27）徳　島 吉田　　実 白鳥　伸雄 石田　雄彦 石村　正利 平間　誠記 坂本　昌仁 松川周次郎 半田　弘之 ④-⑥

大津
びわこ

高原　永伍（23）神奈川 白鳥　伸雄 吉田　　実 松川周次郎 坂本　昌仁 島田　　優 石村　正利 戸上　　守
宮路　雄資
（事故入）

⑥-⑤

大津
びわこ

戸上　　守（28）福　岡 木村　実成 宮路　雄資 笹田　伸二 松本　勝明 林　　栄和 荒井　　豊 石田　雄彦 吉田　　実 ⑥-⑥

大津
びわこ

白鳥　伸雄（36）千　葉 平間　誠記 吉田　　実 竹野　暢勇 笹田　伸二 古田　泰久 松川周次郎 須田一二三 石田　雄彦 ⑥-③

大津
びわこ

宮路　雄資（30）熊　本 松本　秀房 木村　実成 高原　永伍 昌山　晃夫 平林己佐男 佐藤　秀信 小川　朝満
平間　誠記
（6着失格）

⑤-③

大津
びわこ

平間　誠記（30）宮　城 高原　永伍 稲村　雅士 宮路　雄資 新井市太郎 木村　実成 田中　　博 松本　秀房 佐々木賢一 ④-②

大津
びわこ

吉川多喜夫（20）神奈川 高原　永伍 稲村　雅士 佐藤　秀男 藤巻　　昇 伊藤　　繁 永田　種昭 杉井　正義 塩見　昭彦 ③-①

大津
びわこ

高原　永伍（29）神奈川 工藤元司郎 松本　秀房 藤巻　　昇 吉川多喜夫 木村　実成　 石田　雄彦 平林己佐男 小川　朝満 ⑤-②

大津
びわこ

田中　　博（23）群　馬 町田　克己 福島　正幸 佐藤　秀信 佐藤　敏男 荒木　　実 工藤元司郎 石田　雄彦 佐々木賢一 ④-⑤

大津
びわこ

稲村　雅士（28）群　馬 荒川秀之助 多川　万造 田中　　博 佐藤　良富 瀬口孝一郎 石田　雄彦
木村　実成
（落車棄権）

福島　正幸
（4着失格）

①-②

大津
びわこ

福島　正幸（24）群　馬 稲村　雅士 山口　国男 阿部　　道 矢村　　正 国持　一洋 林　光雄 平林己佐男
荒川秀之助
（4着失格）

②-⑤

大津
びわこ

太田　義夫（26）千　葉 荒川秀之助 矢村　正 山口　国男 大坂　和夫 大和　孝義 伊藤　　繁　 大津　初雄
渋谷　晃一
（7着失格）

東 ⑥-⑤

大津
びわこ

荒木　　実（25）京　都 国持　一洋 新田　計三 太田　義夫 寺本　弘志 佐藤　秀信 矢村　　正 久保千代志 小松　光治 西 ⑥-①

大津
びわこ

藤巻　清志（24）神奈川 阿部　　道 藤巻　　昇 阿部　利美 新田　計三 吉田　清治 渋谷　晃一 伊藤　健次 荒木　　実 東 ⑥-⑤

大津
びわこ

荒木　　実（27）京　都 小池　和博 藤巻　　昇 桜井　久昭 恩田　　勲 新田　計三 松本　秀房 阿部　利美 岩元　幸明 西 ③-⑥

大津
びわこ

谷津田陽一（26）神奈川 高橋　健二 中野　浩一 矢村　　正 福島　正幸 菅田　順和 大和　孝義 丹波　秀次
岩崎　誠一
(2着失格）

東 ④-④

大津
びわこ

阿部　良二（25）岩　手 岩崎　誠一 高橋　健二 緒方　浩一 小山　　靖 柁原　正晴 吉岡　隆伸 班目　隆雄 村田　一男 東 ③-⑥

大津
びわこ

荒川秀之助（30）宮　城 阿部　利美 谷津田陽一 中野　浩一 矢村　　正 吉井　秀仁 國松　利全 菊地　優 田中　巧 東 ⑤-④

大津
びわこ

藤巻　　昇（30）北海道 國松　利全 吉井　秀仁 新田　計三 荒川秀之助 高橋　美行 阿部　利美 東 ⑤-④

大津
びわこ

久保千代志（28）愛　知 井上　茂徳 中田　毅彦 中野　浩一 菅田　順和 村岡　和久 尾崎　雅彦 吉井　秀仁 森　　人志 西 ⑤-④

中野　浩一・山口　健治
(5着失格）（9着失格）

払戻し
8着 9着 東西回 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着

36



出目 払戻金

払戻し
8着 9着 東西回 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着

大津
びわこ

伊藤　豊明（24）愛　媛 尾崎　雅彦 増子　政明 佐野　裕志 木村　一利 藤巻　清志 石川　浩史 村岡　和久 杉井　英雄 西 ⑤-⑥

大津
びわこ

尾崎　雅彦（25）東　京 菅田　順和 中野　浩一 佐古　雅俊 竹内　久人 藤巻　　昇 山口　健治 吉井　秀仁 梨野　英人 東 ②-④

大津
びわこ

佐々木昭彦（24）佐　賀 國松　利全 片岡　克巳 山口　国男 佐藤　彰一 井上　茂徳
山口　健治
（6着失格）

西 ⑥-⑥

大津
びわこ

滝澤　正光（25）千　葉 尾崎　雅彦 佐古　雅俊 高橋　健二 馬場　圭一 片岡　克巳 清嶋　彰一 東 ④-③

大津
びわこ

滝澤　正光（26）千　葉 片岡　克巳 尾崎　雅彦 峰重　龍一 野田　　正 佐々木昭彦 吉井　秀仁 清嶋　彰一 本田　晴美 東 ⑤-⑥

大津
びわこ

滝澤　正光（27）千　葉 井上　茂徳 藤巻　　昇 中野　浩一 安福　洋一 高村　　敦 井上　　薫 佐藤　正人 清嶋　彰一 東 ③-①

大津
びわこ

井上　茂徳（30）佐　賀 中野　浩一 馬場　　進 滝澤　正光 小磯　伸一 高林　秀樹 佐々木昭彦 佐々木浩三 富原　忠夫 西 ①-③

大津
びわこ

滝澤　正光（29）千　葉 郡山　久二 鈴木　　誠 坂本　　勉 豊田　知之 井上　茂徳 佐古　雅俊 長谷部純也
工　正信

（落車棄権）
東 ⑤-③

大津
びわこ

鈴木　　誠（25）千　葉 井上　茂徳 花嶋　洋之 中野　浩一 波潟　和男 佐々木昭彦 滝澤　正光 坂本　勉 関谷　敏彦 東 ②-⑥

大津
びわこ

佐々木昭彦（31）佐　賀 三宅　勝彦 平田　崇昭 坂本　　勉 長谷部純也 大竹　慎吾 神山雄一郎 滝澤　正光 三宅　　伸 西 ②-③

大津
びわこ

滝澤　正光（32）千　葉 中野　浩一 井上　茂徳 神山雄一郎 三宅　勝彦 梶應　弘樹 東出　　剛 山口　健治 尾崎　雅彦 東 ②-③

大津
びわこ

井上　茂徳（35）佐賀 吉岡　稔真 平田　崇昭 高木　隆弘 高橋　武 海田　和裕 滝澤　正光 尾崎　雅彦 俵　　信之 西 ③-①

大津
びわこ

神山雄一郎（26）栃　木 稲村　成浩 後閑　信一 尾崎　雅彦 有坂　直樹 吉岡　稔真 小橋　正義 紫原　政文 井上　茂徳 東 ①-④

大津
びわこ

神山雄一郎（27）栃　木 戸邉　英雄 尾崎　雅彦 小橋　正義 高橋　光宏 本田　晴美 安福　洋一 阿部　文雄 三宅　　伸 東 ②-①

大津
びわこ

吉岡　稔真（25）福　岡 東出　　剛 金田健一郎 松本　　整 山口　幸二 神山雄一郎 三宅　　伸 遠澤　健二 出口　眞浩 西
➌-➒
③-⑥

大津
びわこ

吉岡　稔真（26）福　岡 神山雄一郎 児玉　広志 西川　親幸 長谷部純也 小川　圭二 東出　　剛 稲村　成浩 十文字貴信 西
➐-➊
⑤-①

大津
びわこ

高木　隆弘（29）神奈川 後閑　信一 内林　久徳 伊藤　　浩 関根　幸夫 小橋　正義 東出　　剛 山田　裕仁 金子　真也 東
➌-➊
③-①

大津
びわこ

太田　真一（23）埼　玉 児玉　広志 東出　　剛 内林　久徳 神山　雄一郎 山口　幸二 郡山　久二 山田　裕仁 波潟　和男 東
➍-➋
②-④

大津
びわこ

金子　真也（27）群　馬 太田　真一 児玉　広志 山田　裕仁 出口　眞浩 金山　栄治 中村　　淳 神山雄一郎 小倉　竜二 東
➍-➐
④-⑤

大津
びわこ

高木　隆弘（32）神奈川 児玉　広志 山田　裕仁 渡邉　晴智 三宅　　伸 神山雄一郎 小橋　正義 吉岡　稔真
朝内　正幸
（落車棄権）

東
➌-➊
①-③

大津
びわこ

山口　富生（32）岐　阜 山田　裕仁 小川　圭二 伏見　俊昭 松本　　整 佐藤慎太郎 後閑　信一 鈴木　　誠 岡部　芳幸 西
➐-➋
②-⑤

大津
びわこ

小嶋　敬二（33）石　川 村上　義弘 佐藤慎太郎 大井　啓世 渡辺　一貴 新藤　　敦 堤　　　洋 山口　富生 松本　　整 西
➌-➊
③①⑦

大津
びわこ

松本　　整（45）京　都 岡部　芳幸 佐藤慎太郎 小野　俊之 小川　圭二 金古　将人 山口　富生 村上　義弘 吉田　敏洋 西
➎-➑
⑤⑧③

大津
びわこ

村本　大輔（29）静　岡 武田　豊樹 内林　久徳 小野　俊之 伏見　俊昭 佐藤慎太郎 山田　裕仁 濵口　高彰 小嶋　敬二 東
➏-➌
⑥③②

大津
びわこ

山崎　芳仁（26）福　島 佐藤慎太郎 兵藤　一也 坂本　英一 山口　富生 村本　大輔 井上　昌己 山内　卓也 岡部　芳幸 東
➊-➌
①③⑦

大津
びわこ

小嶋　敬二（37）石　川 山崎　芳仁 岡部　芳幸 荒井　崇博 合志　正臣 齋藤登志信 佐藤　友和 西
➋-➐
②⑦⑤

大津
びわこ

渡邉　晴智（34）静　岡 新田　康仁 山崎　芳仁 武田　豊樹
手島　慶介
（事故入）

小倉　竜二
（事故入）

神山雄一郎 伏見　俊昭 平原　康多 東
➍-➐
④⑦⑨

大津
びわこ

平原　康多（27）埼　玉 山崎　芳仁 浅井　康太 諸橋　　愛 阿部　康雄 渡邉　晴智 小嶋　敬二 南　　修二 武田　豊樹 東
➐-➊
⑦①⑨

大津
びわこ

平原　康多（27）埼　玉 神山雄一郎 兵藤　一也 山口　幸二 武田　豊樹 諸橋　　愛 渡邉　晴智 新田　祐大 渡邉　一成 東
➒-➌
⑨③④

前　橋 深谷　知広（21）愛　知 村上　義弘 伏見　俊昭 小倉　竜二 佐藤　友和 武田　豊樹 後閑　信一 山口　富生 稲垣　裕之 西
➊-➒
①⑨⑤

函　館 武田　豊樹（38）茨　城 脇本　雄太 神山雄一郎 合志　正臣 深谷　知広 村上　義弘 柏野　智典 井上　昌己 山口　幸二 東
➒-➋
⑨②③

岸和田 成田　和也（34）福　島 新田　祐大 伏見　俊昭 南　　修二 佐藤　友和 稲川　　翔 神山雄一郎 荒井　崇博 藤木　　裕 東
➋-➒
②⑨⑦

宇都宮 稲川　　翔（29）大　阪 大塚健一郎 岩津　裕介 脇本　雄太 東口　善朋 浅井　康太 吉村　和之 柏野　智典
菊地　圭尚
(落車携入）

西
➒-➎
⑨⑤③

北津留翼・山田裕仁
（落車棄権）

井上　茂徳・大橋　秀人
（落車棄権）

藤巻　昇・中野　浩一
（落車棄権）
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■オールスター競輪決勝戦　ＧⅠ

出目 払戻金

川　崎 石田　雄彦（21）和歌山 西村　公佑 黒田　益男 山地　　正 杉井　正義 坂本　昌仁 鈴木　幸男 半田　弘之
佐藤　和幸
（2着失格）

④-⑤
伊藤　文男
※一般戦

大阪中央 西村　公佑（22）大　阪 大井　　清 中井　光雄 西村　　亀 竹野　暢勇 坂本　昌仁 井村　　稔 大山　一海 豊田　　茂 白鳥　伸雄 ⑥-④

名古屋 戸上　守（22）福　岡 山本　清治 林　　一男 島野　光彰 中井　光雄 山田　栄治 黒田　益男 ⑤-①
古田　泰久
※一般戦

大阪中央 中井　光雄（25）滋　賀 松本　勝明 西村　公佑 戸上　　守 山本　清治 林　　一男 石田　雄彦 昌山　晃夫 西地　清一 竹野　暢勇 ②-④

川　崎 吉田　　実（26）香　川 林　　一男 黄金井光良 中井　光雄 石田　雄彦 佐藤喜知夫 白鳥　伸雄 西地　清一 伊藤　文男 ⑥-⑤

名古屋 吉田　　実（27）香　川 山下　八郎 石田　雄彦 松本　勝明 白鳥　伸雄 黄金井光良 林　　一男 古田　泰久 島野　光影 ④-①
宮路　雄資
※一般戦

川　崎 平間　誠記（25）宮　城 吉田　　実 石田　雄彦 西村　公佑 田渕　　実 杉井　正義 西地　清一 力石　岩夫 昌山　晃夫 ④-①

名古屋 高原　永伍（23）神奈川 杉井　正義 竹野　暢勇 半田　弘之 昌山　晃夫 川島　　努 白鳥　伸雄 ④-⑤
中井　光雄
※一般戦

岸和田 高原　永伍（24）神奈川 石田　雄彦 笹田　伸二 福島　昭亮 新井市太郎 田中　省吾 松川周次郎 吉田　　実 須田一二三 ②-④

川　崎 白鳥　伸雄（36）千　葉 高原　永伍 平間　誠記 加藤　　晶 福島　昭亮 田中　省吾 吉田　　実 松川周次郎 石田　雄彦 ⑥-③

一　宮 木村　実成（25）群　馬 稲村　雅士 竹野　暢勇 白鳥　伸雄 松本　勝明 平間　誠記 須田一二三 小島　　浩 斉藤　勝也 ①-⑤

岸和田 竹野　暢勇（31）栃　木 伊藤　　繁 平間　誠記 稲村　雅士 福島　正幸 宮路　雄資 白鳥　伸雄 高原　永伍 平林己佐男 ④-⑤

一　宮 伊藤　繁（20）神奈川 平間　誠記 佐藤　秀信 高原　永伍 町田　克己 竹野　暢勇 河内　　剛 平林己佐男 神谷　恵幸 ②-①

岸和田 田中　　博（22）群　馬 稲村　雅士 佐藤　秀信 石田　雄彦 工藤元司郎 竹野　暢勇 班目　秀雄 平林己佐男 田中　省吾 ⑤-③

大　垣 稲村　雅士（29）群　馬 福島　正幸 松本　澄雄 阿部　利美 瀬口孝一郎 松本　秀房 矢村　　正 阿部　　道 松本　勝明 ②-④

高　松 福島　正幸（25）群　馬 田中　　博 阿部　　道 佐藤　秀信 矢村　　正 太田　義夫 泉　　　豊 工藤元司郎 木村　実成 ③-⑥

静　岡 阿部　道（26）宮　城 国持　一洋 菅谷　　勇 平林己佐男 田中　　博 稲村　雅士 福島　正幸 高山　一郎 矢村　　正 ⑤-④ 阿部　道

前　橋 加藤　善行（28）岩　手 宮一　　透 稲村　雅士 塩沢　正仁 福島　正幸 桜井　久昭 平林己佐男 ②-④ 荒川秀之助

前　橋 藤巻　昇（28）北海道 藤巻　清志 田中　　博 岩崎　誠一 伊藤　　繁 桝井　道弘 村松　清一 荒川　玄太 菅田　順和 ③-⑤ 菅田　順和

千　葉 谷津田陽一（26）神奈川 国持　一洋 荒川　玄太　 平林己佐男 阿部　良二 久保千代志 桝井　道弘 菅田　順和 阿部　利美 ①-⑤ 藤巻　昇

西　宮 天野　康博（26）新　潟 福島　正幸 中野　浩一 国持　一洋 緒方　浩一 渡辺　孝夫 桑木　和夫 堤　　昌彦
高橋　健二
（落車棄権）

⑥-② 藤巻　清志

岸和田 中野　浩一（23）福　岡 鈴木　正彦 七竹　　茂 山口　健治 吉井　秀仁 服部　雅春 菅田　順和 高橋　健二 原田　則夫 ③-④ 中野　浩一

いわき平 中野　浩一（24）福　岡 高橋　健二 大和　孝義 井上　茂徳 高橋　美行 井上　　馨 菅田　順和 谷津田陽一 増子　政明 ①-② 菅田　順和

立　川 井上　茂徳（23）佐　賀 中野　浩一 高橋　健二 山口　国男 竹内　久人 山口　健治 木村　一利 菅田　順和 北村　徹 ②-① 久保千代志

高　松 松村　信定（27）高　知 小林信太郎 緒方　浩一 滝澤　正光 菅谷　幸泰 山口　健治 井上　茂徳
新谷　隆広
（落車棄権）

吉井　秀仁
（6着失格）

⑥-⑥ 井上　茂徳

いわき平 菅田　順和（29）宮　城 中野　浩一 滝澤　正光 尾崎　雅彦 西地　孝介 久保千代志 伊藤　豊明 吉井　秀仁 堂田　将治 ⑥-③ 藤巻　昇

西　宮 吉井　秀仁（28）千　葉 山口　健治 井上　茂徳 佐々木昭彦 竹内　久人 増子　政明 滝澤　正光 北村　　徹 細川　忠行 ②-③ 中野　浩一

一　宮 高橋　健二（33）愛　知 中野　浩一 高橋　美行 藤巻　　昇 高村　　敦 前田　義秋 東　　　晃 野原　哲也 鈴木　　勝 ③-① 尾崎　雅彦

いわき平 伊藤　豊明（28）愛　媛 小門　洋一 高村　　敦 井上　茂徳 佐々木昭彦 中野　浩一 高橋　健二 本田　晴美 野原　哲也 ④-⑥ 山口　健治

宇都宮 滝澤　正光（27）千　葉 馬場　　進 小門　洋一 井上　茂徳 中村　郁彦 山口　健治 竹内　久人 長井　賢人 荒川　博之 ⑤-⑥ 滝澤　正光

岸和田 中野　浩一（32）福　岡 滝澤　正光 長谷部純也 三宅　勝彦 井上　　薫 佐藤　嘉修 坂本　　勉 阿部　文雄 野原　哲也 ③-⑥ 佐々木昭彦

静　岡 坂本　勉（27）青　森 中野　浩一 井上　茂徳 佐藤　　仁 藤巻　　昇 髙橋　　武 山口　健治 佐々木昭彦 小林信太郎 ②-① 坂本　勉

宇都宮 滝澤　正光（30）千　葉 三好　章仁 中野　浩一 平田　崇昭 坂本　　勉 三宅　勝彦 松枝　義幸 山口　健治 波潟　和男 ⑤-⑤ 坂本　勉

高　松 坂本　勉（29）青　森 滝澤　正光 小橋　正義 尾崎　雅彦 鈴木　　誠 俵　　信之
花嶋　洋之
（落車再入）

小林　　覚 青島　宗仁 ③-② 佐々木昭彦

名古屋 松本　整（33）京　都 平田　崇昭 鈴木　　誠 俵　　信之 尾崎　雅彦 高木　隆弘 海田　和裕 吉岡　稔真
井上　茂徳
（1着失格）

⑤-⑥ 鈴木　誠

宇都宮 神山雄一郎（25）栃　木 高木　隆弘 松本　　整 山田　英伸 佐々木龍也 俵　　信之 海田　和裕 金田健一郎 出口　眞浩 ①-③ 滝澤　正光

いわき平 出口　眞浩（25）神奈川 高木　隆弘 吉岡　稔真 鈴木　　誠 俵　　信之 東出　　剛 稲村　成浩 神山雄一郎 佐々木昭彦 ⑥-③ 吉岡　稔真

熊　本 髙橋　光宏（33）群　馬 神山雄一郎 俵　　信之 梶應　弘樹 児玉　広志 本田　晴美 山口　健治 佐々木龍也 伊藤　保文 ⑤-① 小橋　正義

ドリーム10着9着8着7着

笹田　伸二・平間　誠記
（落車棄権）

加藤　　晶・西地　清一
（7着同着）

吉岡　隆伸・藤巻　　昇
（4着同着）

払戻し
回 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 6着5着4着3着2着

出目 払戻金

払戻し
8着 9着 東西回 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着

岸和田 武田　豊樹（41）茨　城 稲垣　裕之 佐藤慎太郎 村上　義弘 石井　秀治 松岡　貴久 岩津　裕介 平原　康多 脇本　雄太 東
❶-❼
①⑦④

名古屋 新田　祐大（30）福　島 郡司　浩平 浅井　康太 村上　義弘 諸橋　　愛 金子　貴志 平原　康多 吉田　敏洋 山崎　芳仁 東
➋-➏
②⑥①

岸和田 新田　祐大（31）福　島 成田　和也 山田　英明 武田　豊樹 井上　昌己 平原　康多 村上　義弘 稲垣　裕之 吉田　拓矢 東
➋-➏
②⑥④

岸和田 三谷　竜生（30）奈　良 脇本　雄太 原田研太朗 菅田　壱道 山田　英明 吉澤　純平 村上　博幸 木暮　安由 武田　豊樹 西
❸-❶
③①⑧

岸和田 中川誠一郎（40）熊　本 新田　祐大 小原　太樹 清水　裕友 脇本　雄太 小倉　竜二 平原　康多 木暮　安由 渡邉　一成 西
❼-❷
⑦②④

和歌山 脇本　雄太（31）福　井 和田健太郎 松浦　悠士 佐藤慎太郎 稲川　　翔 平原　康多 芦澤　辰弘 新田　祐大 稲垣　裕之 西
❷-❾
②➈③

岸和田 宿口　陽一（37）埼　玉 吉田　拓矢 守澤　太志 山崎　賢人 清水　裕友 佐藤慎太郎 稲川　　翔 松浦　悠士 小松崎大地 東
➑-➎
⑧⑤➈

平成22年の第61回大会まで大津びわこ競輪場で開催。
第24回以降から52回まで東西対抗の形式をとった。
第15回までは高松宮同妃賜杯、第16～23回までは高松宮賜杯、以後は高松宮杯、第49回からは高松宮記念杯と呼ぶ。第50回からは4日制。

前年10月～3月までの東西別平均競走得点上位者から選ばれる。

24回から72回まで　48回中　東30勝　西18勝
優勝者の白ヌキは完全優勝、出目の白ヌキは2車単
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■オールスター競輪決勝戦　ＧⅠ

出目 払戻金

川　崎 石田　雄彦（21）和歌山 西村　公佑 黒田　益男 山地　　正 杉井　正義 坂本　昌仁 鈴木　幸男 半田　弘之
佐藤　和幸
（2着失格）

④-⑤
伊藤　文男
※一般戦

大阪中央 西村　公佑（22）大　阪 大井　　清 中井　光雄 西村　　亀 竹野　暢勇 坂本　昌仁 井村　　稔 大山　一海 豊田　　茂 白鳥　伸雄 ⑥-④

名古屋 戸上　守（22）福　岡 山本　清治 林　　一男 島野　光彰 中井　光雄 山田　栄治 黒田　益男 ⑤-①
古田　泰久
※一般戦

大阪中央 中井　光雄（25）滋　賀 松本　勝明 西村　公佑 戸上　　守 山本　清治 林　　一男 石田　雄彦 昌山　晃夫 西地　清一 竹野　暢勇 ②-④

川　崎 吉田　　実（26）香　川 林　　一男 黄金井光良 中井　光雄 石田　雄彦 佐藤喜知夫 白鳥　伸雄 西地　清一 伊藤　文男 ⑥-⑤

名古屋 吉田　　実（27）香　川 山下　八郎 石田　雄彦 松本　勝明 白鳥　伸雄 黄金井光良 林　　一男 古田　泰久 島野　光影 ④-①
宮路　雄資
※一般戦

川　崎 平間　誠記（25）宮　城 吉田　　実 石田　雄彦 西村　公佑 田渕　　実 杉井　正義 西地　清一 力石　岩夫 昌山　晃夫 ④-①

名古屋 高原　永伍（23）神奈川 杉井　正義 竹野　暢勇 半田　弘之 昌山　晃夫 川島　　努 白鳥　伸雄 ④-⑤
中井　光雄
※一般戦

岸和田 高原　永伍（24）神奈川 石田　雄彦 笹田　伸二 福島　昭亮 新井市太郎 田中　省吾 松川周次郎 吉田　　実 須田一二三 ②-④

川　崎 白鳥　伸雄（36）千　葉 高原　永伍 平間　誠記 加藤　　晶 福島　昭亮 田中　省吾 吉田　　実 松川周次郎 石田　雄彦 ⑥-③

一　宮 木村　実成（25）群　馬 稲村　雅士 竹野　暢勇 白鳥　伸雄 松本　勝明 平間　誠記 須田一二三 小島　　浩 斉藤　勝也 ①-⑤

岸和田 竹野　暢勇（31）栃　木 伊藤　　繁 平間　誠記 稲村　雅士 福島　正幸 宮路　雄資 白鳥　伸雄 高原　永伍 平林己佐男 ④-⑤

一　宮 伊藤　繁（20）神奈川 平間　誠記 佐藤　秀信 高原　永伍 町田　克己 竹野　暢勇 河内　　剛 平林己佐男 神谷　恵幸 ②-①

岸和田 田中　　博（22）群　馬 稲村　雅士 佐藤　秀信 石田　雄彦 工藤元司郎 竹野　暢勇 班目　秀雄 平林己佐男 田中　省吾 ⑤-③

大　垣 稲村　雅士（29）群　馬 福島　正幸 松本　澄雄 阿部　利美 瀬口孝一郎 松本　秀房 矢村　　正 阿部　　道 松本　勝明 ②-④

高　松 福島　正幸（25）群　馬 田中　　博 阿部　　道 佐藤　秀信 矢村　　正 太田　義夫 泉　　　豊 工藤元司郎 木村　実成 ③-⑥

静　岡 阿部　道（26）宮　城 国持　一洋 菅谷　　勇 平林己佐男 田中　　博 稲村　雅士 福島　正幸 高山　一郎 矢村　　正 ⑤-④ 阿部　道

前　橋 加藤　善行（28）岩　手 宮一　　透 稲村　雅士 塩沢　正仁 福島　正幸 桜井　久昭 平林己佐男 ②-④ 荒川秀之助

前　橋 藤巻　昇（28）北海道 藤巻　清志 田中　　博 岩崎　誠一 伊藤　　繁 桝井　道弘 村松　清一 荒川　玄太 菅田　順和 ③-⑤ 菅田　順和

千　葉 谷津田陽一（26）神奈川 国持　一洋 荒川　玄太　 平林己佐男 阿部　良二 久保千代志 桝井　道弘 菅田　順和 阿部　利美 ①-⑤ 藤巻　昇

西　宮 天野　康博（26）新　潟 福島　正幸 中野　浩一 国持　一洋 緒方　浩一 渡辺　孝夫 桑木　和夫 堤　　昌彦
高橋　健二
（落車棄権）

⑥-② 藤巻　清志

岸和田 中野　浩一（23）福　岡 鈴木　正彦 七竹　　茂 山口　健治 吉井　秀仁 服部　雅春 菅田　順和 高橋　健二 原田　則夫 ③-④ 中野　浩一

いわき平 中野　浩一（24）福　岡 高橋　健二 大和　孝義 井上　茂徳 高橋　美行 井上　　馨 菅田　順和 谷津田陽一 増子　政明 ①-② 菅田　順和

立　川 井上　茂徳（23）佐　賀 中野　浩一 高橋　健二 山口　国男 竹内　久人 山口　健治 木村　一利 菅田　順和 北村　徹 ②-① 久保千代志

高　松 松村　信定（27）高　知 小林信太郎 緒方　浩一 滝澤　正光 菅谷　幸泰 山口　健治 井上　茂徳
新谷　隆広
（落車棄権）

吉井　秀仁
（6着失格）

⑥-⑥ 井上　茂徳

いわき平 菅田　順和（29）宮　城 中野　浩一 滝澤　正光 尾崎　雅彦 西地　孝介 久保千代志 伊藤　豊明 吉井　秀仁 堂田　将治 ⑥-③ 藤巻　昇

西　宮 吉井　秀仁（28）千　葉 山口　健治 井上　茂徳 佐々木昭彦 竹内　久人 増子　政明 滝澤　正光 北村　　徹 細川　忠行 ②-③ 中野　浩一

一　宮 高橋　健二（33）愛　知 中野　浩一 高橋　美行 藤巻　　昇 高村　　敦 前田　義秋 東　　　晃 野原　哲也 鈴木　　勝 ③-① 尾崎　雅彦

いわき平 伊藤　豊明（28）愛　媛 小門　洋一 高村　　敦 井上　茂徳 佐々木昭彦 中野　浩一 高橋　健二 本田　晴美 野原　哲也 ④-⑥ 山口　健治

宇都宮 滝澤　正光（27）千　葉 馬場　　進 小門　洋一 井上　茂徳 中村　郁彦 山口　健治 竹内　久人 長井　賢人 荒川　博之 ⑤-⑥ 滝澤　正光

岸和田 中野　浩一（32）福　岡 滝澤　正光 長谷部純也 三宅　勝彦 井上　　薫 佐藤　嘉修 坂本　　勉 阿部　文雄 野原　哲也 ③-⑥ 佐々木昭彦

静　岡 坂本　勉（27）青　森 中野　浩一 井上　茂徳 佐藤　　仁 藤巻　　昇 髙橋　　武 山口　健治 佐々木昭彦 小林信太郎 ②-① 坂本　勉

宇都宮 滝澤　正光（30）千　葉 三好　章仁 中野　浩一 平田　崇昭 坂本　　勉 三宅　勝彦 松枝　義幸 山口　健治 波潟　和男 ⑤-⑤ 坂本　勉

高　松 坂本　勉（29）青　森 滝澤　正光 小橋　正義 尾崎　雅彦 鈴木　　誠 俵　　信之
花嶋　洋之
（落車再入）

小林　　覚 青島　宗仁 ③-② 佐々木昭彦

名古屋 松本　整（33）京　都 平田　崇昭 鈴木　　誠 俵　　信之 尾崎　雅彦 高木　隆弘 海田　和裕 吉岡　稔真
井上　茂徳
（1着失格）

⑤-⑥ 鈴木　誠

宇都宮 神山雄一郎（25）栃　木 高木　隆弘 松本　　整 山田　英伸 佐々木龍也 俵　　信之 海田　和裕 金田健一郎 出口　眞浩 ①-③ 滝澤　正光

いわき平 出口　眞浩（25）神奈川 高木　隆弘 吉岡　稔真 鈴木　　誠 俵　　信之 東出　　剛 稲村　成浩 神山雄一郎 佐々木昭彦 ⑥-③ 吉岡　稔真

熊　本 髙橋　光宏（33）群　馬 神山雄一郎 俵　　信之 梶應　弘樹 児玉　広志 本田　晴美 山口　健治 佐々木龍也 伊藤　保文 ⑤-① 小橋　正義

ドリーム10着9着8着7着

笹田　伸二・平間　誠記
（落車棄権）

加藤　　晶・西地　清一
（7着同着）

吉岡　隆伸・藤巻　　昇
（4着同着）

払戻し
回 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 6着5着4着3着2着
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　ドリームレース

出目 払戻金

静　岡 阿部　　道（26）宮　城 国持　一洋 田中　　博 荒川秀之助 岩崎　誠一 太田　義夫 阿部　良二 福島　正幸
矢村　　正
（4着失格）

①-②

前　橋 荒川秀之助（26）宮　城 藤巻　　昇 国持　一洋 阿部　　道 田中　　博 福島　正幸 矢村　　正 岩崎　誠一 阿部　良二 ④-④

前　橋 菅田　順和（22）宮　城 藤巻　　昇 国持　一洋 阿部　　道 田中　　博 福島　正幸 阿部　良二 新井　正昭
中野　浩一
（落車再入）

④-⑥

千　葉 藤巻　　昇（29）北海道 国持　一洋 小池　和博 菅田　順和 中野　浩一 新田　計三 阿部　良二 谷津田陽一 新井　正昭 ⑤-⑥

西　宮 藤巻　清志（28）北海道 中野　浩一 藤巻　　昇 国持　一洋 高橋　健二 阿部　良二 福島　正幸 菅田　順和
鈴木　大介
（5着失格）

③-⑤

岸和田 中野　浩一（23）福　岡 藤巻　　昇 高橋　健二 山口　健治 中田　毅彦 堤　　昌彦 工藤元司郎 吉井　秀仁 阿部　良二 ②-①

いわき平 菅田　順和（26）宮　城 荒川　秀之 中野　浩一 山口　健治 高橋　健二 国持　一洋 吉井　秀仁 阿部　良二
藤巻　　昇
（5着失格）

③-⑥

立　川 久保千代志（29）愛　知 中野　浩一 山口　健治 國松　利全 高橋　健二 藤巻　　昇 吉井　秀仁 ⑤-④

高　松 井上　茂徳（24）佐　賀 中野　浩一 國松　利全 高橋　健二 馬場　圭一 山口　健治 菅田　順和 久保千代志 吉井　秀仁 ④-①

いわき平 藤巻　　昇（35）北海道 中野　浩一 久保千代志 菅田　順和 高橋　健二 尾崎　雅彦 山口　健治 吉井　秀仁
井上　茂徳
（1着失格）

⑥-②

西　宮 中野　浩一（28）福　岡 高橋　健二 井上　茂徳 山口　健治 佐々木昭彦 滝澤　正光 久保千代志 吉井　秀仁 藤巻　　昇 ①-⑥

一　宮 尾崎　雅彦（27）東　京 滝澤　正光 山口　健治 藤巻　　昇 清嶋　彰一 高橋　健二 吉井　秀仁 中野　浩一 井上　茂徳 ②-③

いわき平 山口　健治（29）東　京 中野　浩一 尾崎　雅彦 佐々木昭彦 藤巻　　昇 吉井　秀仁 滝澤　正光 高橋　健二
井上　茂徳
（1着失格）

⑥-①

宇都宮 滝澤　正光（27）千　葉 山口　健治 藤巻　　昇 尾崎　雅彦 井上　茂徳 中野　浩一 清嶋　彰一 高橋　健二
佐々木昭彦
（3着失格）

⑥-②

岸和田 佐々木昭彦（38）佐　賀 滝澤　正光 中野　浩一 井上　茂徳 藤巻　　昇 馬場　　進
山口　健治
（6着失格）

④-②

静　岡 坂本　　勉（27）青　森 山口　健治 佐々木昭彦 滝澤　正光 馬場　　進 郡山　久二 井上　茂徳 中野　浩一 藤巻　　昇 ④-④

宇都宮 坂本　　勉（28）青　森 佐々木昭彦 中野　浩一 滝澤　正光 井上　茂徳 鈴木　　誠 波潟　和男 ⑤-④

高　松 佐々木昭彦（41）佐　賀 吉岡　稔真 中野　浩一 井上　茂徳 坂本　　勉 俵　　信之 滝澤　正光 神山雄一郎 鈴木　　誠 ④-①

名古屋 鈴木　　誠（37）千　葉 俵　　信之 佐々木昭彦 小橋　正義 井上　茂徳 吉岡　稔真 坂本　　勉 山田　裕仁 神山雄一郎 ①-⑤

宇都宮 滝澤　正光（33）千　葉 神山雄一郎 吉岡　稔真 俵　　信之 鈴木　　誠 海田　和裕 有坂　直樹 稲村　成浩 高木　隆弘 ②-③

いわき平 吉岡　稔真（27）福　岡 井上　茂徳 稲村　成浩 俵　　信之 山田　裕仁 鈴木　　誠 滝澤　正光
神山雄一郎
（落車棄権）

海田　和裕
（3着失格）

①-④

熊　本 小橋　正義（28）新　潟 井上　茂徳 神山雄一郎 滝澤　正光 山田　裕仁 稲村　成浩
俵　　信之
（事故再入）

海田　和裕
吉岡　稔真
（2着失格）

②-⑥

岐　阜 神山雄一郎（28）栃　木 児玉　広志 吉岡　稔真 松本　　整 髙谷　雅彦 滝澤　正光 海田　和裕 三宅　　伸 十文字貴信
❼-❺
⑤-④

平　塚 吉岡　稔真（27）福　岡 井上　茂徳 神山雄一郎 山田　裕仁 小橋　正義 児玉　広志 滝澤　正光 後閑　信一 十文字貴信
❸-❹
③-④

一　宮 神山雄一郎（30）栃　木 後閑　信一 児玉　広志 山田　裕仁 小嶋　敬二 鈴木　誠 十文字貴信 吉岡　稔真 滝澤　正光
❷-❹
②-④

甲子園 児玉　広志（30）香　川 金古　将人 小橋　正義 吉岡　稔真 東出　　剛 山田　裕仁 神山雄一郎 小嶋　敬二 馬渕　紀明
➊-❹
①-④

高　知 内林　久徳（36）滋　賀 東出　　剛 児玉　広志 山田　裕仁 金古　将人 小橋　正義 太田　真一 神山雄一郎 齋藤登志信
❾-❹
④-⑥

岐　阜 太田　真一（25）埼　玉 神山雄一郎 小橋　正義 伏見　俊昭 児玉　広志 稲村　成浩 吉岡　稔真 山田　裕仁 小嶋　敬二
❽-❷
②-⑥

熊　本 神山雄一郎（34）栃　木 山田　裕仁 児玉　広志 堤　　　洋 岡部　芳幸 小嶋　敬二 伏見　俊昭 吉岡　稔真 村上　義弘
❶-❷
①-②

一　宮 小嶋　敬二（33）石　川 吉岡　稔真 山田　裕仁 伏見　俊昭 小野　俊之 岡部　芳幸 堤　　　洋 神山雄一郎 村上　義弘
❻-❷
⑥②①

西武園 佐藤慎太郎（27）福　島 小野　俊之 村上　義弘 小橋　正義 神山雄一郎 伏見　俊昭 小嶋　敬二 山田　裕仁 吉岡　稔真
❽-❹
⑧④⑨

名古屋 小嶋　敬二（35）石　川 山田　裕仁 吉岡　稔真 小野　俊之 佐藤慎太郎 神山雄一郎 伏見　俊昭 村上　義弘 武田　豊樹
❷-❻
②⑥⑧

花月園 加藤　慎平（28）岐　阜 村上　義弘 武田　豊樹 神山雄一郎 小倉　竜二 山崎　芳仁 小嶋　敬二 海老根恵太 吉岡　稔真
❶-❻
①⑥⑤

高　知 神山雄一郎（39）栃　木 渡邉　晴智 武田　豊樹 山崎　芳仁 加藤　慎平 佐藤　友和 山田　裕仁 有坂　直樹 村上　義弘
❷-❺
②⑤⑦

一　宮 武田　豊樹（34）茨　城 神山雄一郎 井上　昌己 平原　康多 伏見　俊昭 村上　義弘 小嶋　敬二 渡邉　晴智 山崎　芳仁
❹-❼
④⑦⑧

松　山 小嶋　敬二（39）石　川 石丸　寛之 武田　豊樹 平原　康多 井上　昌己 渡邉　晴智 神山雄一郎 伏見　俊昭 山崎　芳仁
❽-❼
⑧⑦③

いわき平 武田　豊樹（36）茨　城 伏見　俊昭 海老根恵太 平原　康多 市田佳寿浩 坂本　亮馬 山崎　芳仁 村上　義弘 村上　博幸
❼-❺
⑦⑤①

岐　阜 武田　豊樹（37）茨　城 平原　康多 山崎　芳仁 伏見　俊昭 海老根恵太 坂本　亮馬 村上　博幸 村上　義弘 深谷　知広
❷-❹
②④⑦

2着優勝（当時の年齢)・府県競輪場年月日

神山雄一郎・高橋　健二
（6着同着）

尾崎　雅彦・国持　一洋
（3着失格）（7着失格）

本田　晴美・高橋　健二
（落車棄権）

払戻し
回 9着8着7着6着5着4着3着

出目 払戻金

岐　阜 児玉　広志（27）香　川 神山雄一郎 遠澤　健二 俵　　信之 伊藤　公人 髙橋　光宏 金田健一郎
➌-➋
③-②

神山雄一郎

平　塚 神山雄一郎（29）栃　木 後閑　信一 太田　真一 戸邉　英雄 高橋　　武 濵口　高彰 伊藤　保文 遠澤　健二 高谷　雅彦
➐-➌
⑤-③

吉岡　稔真

一　宮 山口　幸二（30）岐　阜 本田　晴美 馬渕　紀明 吉岡　稔真 神山雄一郎 金田健一郎　 萩原　　操 梅澤　謙芝 一丸　安貴
➊-➎
①-④

神山雄一郎

甲子園 神山雄一郎（31）栃　木 曾田　正一 戸邉　英雄 山口　富生 齋藤　秀昭 幸田　光博 落合　　豊
阿部　康雄
（事故棄権）

十文字貴信
（8着失格）

➊-➐
①-⑤

児玉　広志

高　知 児玉　広志（31）香　川 池尻　浩一 小橋　正義 茂木　和臣 渡邉　　隆 神山雄一郎 山口　富生 幸田　光博 新田　康仁
➊-➐
①-⑤

内林　久徳

岐　阜 伏見　俊昭（25）福　島 岡部　芳幸 濵口　高彰 山田　裕仁 小橋　正義 幸田　光博 松本　　整 小嶋　敬二 渡邉　泰夫
➊-➎
①-④

太田　真一

熊　本 松本　整（43）京　都 池尻　浩一 山田　裕仁 岡部　芳幸 新藤　　敦 神山雄一郎 齋藤登志信 横田　　努 高木　隆弘
➒-➏
⑤-⑥

神山雄一郎

一　宮 村上　義弘（29）京　都 小野　俊之 光岡　義洋 伏見　俊昭 齋藤登志信 長塚　智広 小橋　正義 吉岡　稔真 紫原　政文
➋-➒
②⑨④

小嶋　敬二

西武園 神山雄一郎（36）栃　木 後閑　信一 市田佳寿浩 佐藤慎太郎 齋藤登志信 伏見　俊昭 榊枝　輝文 稲垣　裕之
横田　　努
（9着失格）

➋-➐
②⑦③

佐藤慎太郎

名古屋 神山雄一郎（37）栃　木 金子　貴志 佐藤慎太郎 有坂　直樹 前田　拓也 吉岡　稔真 坂本　　勉 小野　俊之 松岡　彰洋
➎-➋
⑤②③

小嶋　敬二

花月園 井上　昌己（27）長　崎 高木　隆弘 佐藤慎太郎 佐々木龍也 市田佳寿浩 白戸淳太郎 武田　豊樹 諸橋　　愛 手島　慶介
➍-➋
④②③

加藤　慎平

高　知 飯嶋　則之（28）栃　木 伏見　俊昭 豊田　知之 遠澤　健二 山崎　芳仁 菊地　圭尚 鈴木　　誠 佐藤　友和 新田　康仁
➐-➌
⑦③④

神山雄一郎

一　宮 伏見　俊昭（32）福　島 紫原　政文 新田　康仁 神山雄一郎 佐藤　友和 山崎　芳仁 有坂　直樹 山口　幸二 小嶋　敬二
➊-➏
①⑥③

武田　豊樹

松　山 武田　豊樹（35）茨　城 神山雄一郎 石丸　寛之 合志　正臣 村上　博幸 稲村　成浩 永井　清史 海老根恵太 平原　康多
➎-➒
⑤⑨①

小嶋　敬二

いわき平 山崎　芳仁（31）福　島 佐藤慎太郎 海老根恵太 神山雄一郎 佐々木雄一 石毛　克幸 大塚健一郎 武田　豊樹 吉田　敏洋
➒-➋
⑨②①

武田　豊樹

岐　阜 浅井　康太（27）三　重 山口　幸二 佐藤　友和 合志　正臣 深谷　知広
山内　卓也
（落車再入）

伏見　俊昭
（落車再入）

佐藤慎太郎
（落車再入）

長塚　智広
（失格）

➍-➐
④⑦③

武田　豊樹

前　橋 山崎　芳仁（33）福　島 成田　和也 岩津　裕介 渡邉　一成 小野　俊之
武田　豊樹
（事故入）

脇本　雄太
（落車再入）

➎-➒
⑤⑨④

村上　義弘

京王閣 後閑　信一（43）東　京 新田　祐大 勝瀬　卓也 稲川　　翔 成田　和也 藤木　　裕 村上　博幸 金子　貴志 吉田　敏洋
➍-➒
④⑨⑥

浅井　康太

前　橋 武田　豊樹（40）茨　城 神山雄一郎 岩津　裕介 新田　祐大 浅井　康太 平原　康多 金子　貴志 天田　裕輝 井上　昌己
➋-➍
②④③

金子　貴志

松　戸 新田　祐大（29）福　島 神山雄一郎 稲垣　裕之 稲川　　翔 渡邉　晴智 大塚健一郎 武井　大介 竹内　雄作 桐山敬太郎
❼-❶
⑦①③

浅井　康太

松　戸 岩津　裕介(34)岡　山 稲垣　裕之 中村　浩士 武田　豊樹 平原　康多 菅田　壱道 村上　義弘
➌-➎
③⑤⑧

新田　祐大

いわき平 渡邉　一成（33）福　島 新田　祐大 浅井　康太 脇本　雄太 坂口　晃輔 原田研太朗 山崎　芳仁 深谷　知広
竹内　雄作

（失格）
➐-❶
⑦①⑨

新田　祐大

いわき平 脇本　雄太（29）福　井 浅井　康太 渡邉　一成 山崎　賢人 中村　浩士 古性　優作 竹内　雄作 金子　貴志
村上　義弘

（失格）
➐-❶
⑦①②

武田　豊樹

名古屋 新田　祐大(33)福　島 佐藤慎太郎 諸橋　　愛 渡邉　一成 平原　康多 中川誠一郎 郡司　浩平 中村　浩士 菅田　壱道
❷-❾
②⑨⑤

脇本　雄太

名古屋 松浦　悠士(29)広　島 脇本　雄太 古性優作 諸橋　　愛 内藤　秀久 山田　英明 守澤　太志 柏野　智典 原田研太朗
❸-❼
③⑦①

脇本　雄太

いわき平 古性  優作(30)大　阪 脇本　雄太 守澤　太志 平原　康多 新田　祐大 佐藤慎太郎 成田　和也 中川誠一郎 深谷　知広
❹-➋
④➁⑦

清水　裕友

第8回までは全国オールスター争奪覇競輪、以後はオールスター競輪と呼ぶ。
ドリームレースはファン投票で選手を選出する。

ファン投票上位者、前年12月～5月の平均競走得点上位者から選ばれる。

優勝者の白ヌキは完全優勝、出目の白ヌキは2車単

ドリーム9着8着7着6着

山口　幸二・山田　裕仁
（5着同着）

新田祐大・木暮安由
（6着同着）

村上　義弘・木暮　安由
（落車棄権）

払戻し
回 5着4着2着 3着優勝（当時の年齢)・府県競輪場年月日
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　ドリームレース

出目 払戻金

静　岡 阿部　　道（26）宮　城 国持　一洋 田中　　博 荒川秀之助 岩崎　誠一 太田　義夫 阿部　良二 福島　正幸
矢村　　正
（4着失格）

①-②

前　橋 荒川秀之助（26）宮　城 藤巻　　昇 国持　一洋 阿部　　道 田中　　博 福島　正幸 矢村　　正 岩崎　誠一 阿部　良二 ④-④

前　橋 菅田　順和（22）宮　城 藤巻　　昇 国持　一洋 阿部　　道 田中　　博 福島　正幸 阿部　良二 新井　正昭
中野　浩一
（落車再入）

④-⑥

千　葉 藤巻　　昇（29）北海道 国持　一洋 小池　和博 菅田　順和 中野　浩一 新田　計三 阿部　良二 谷津田陽一 新井　正昭 ⑤-⑥

西　宮 藤巻　清志（28）北海道 中野　浩一 藤巻　　昇 国持　一洋 高橋　健二 阿部　良二 福島　正幸 菅田　順和
鈴木　大介
（5着失格）

③-⑤

岸和田 中野　浩一（23）福　岡 藤巻　　昇 高橋　健二 山口　健治 中田　毅彦 堤　　昌彦 工藤元司郎 吉井　秀仁 阿部　良二 ②-①

いわき平 菅田　順和（26）宮　城 荒川　秀之 中野　浩一 山口　健治 高橋　健二 国持　一洋 吉井　秀仁 阿部　良二
藤巻　　昇
（5着失格）

③-⑥

立　川 久保千代志（29）愛　知 中野　浩一 山口　健治 國松　利全 高橋　健二 藤巻　　昇 吉井　秀仁 ⑤-④

高　松 井上　茂徳（24）佐　賀 中野　浩一 國松　利全 高橋　健二 馬場　圭一 山口　健治 菅田　順和 久保千代志 吉井　秀仁 ④-①

いわき平 藤巻　　昇（35）北海道 中野　浩一 久保千代志 菅田　順和 高橋　健二 尾崎　雅彦 山口　健治 吉井　秀仁
井上　茂徳
（1着失格）

⑥-②

西　宮 中野　浩一（28）福　岡 高橋　健二 井上　茂徳 山口　健治 佐々木昭彦 滝澤　正光 久保千代志 吉井　秀仁 藤巻　　昇 ①-⑥

一　宮 尾崎　雅彦（27）東　京 滝澤　正光 山口　健治 藤巻　　昇 清嶋　彰一 高橋　健二 吉井　秀仁 中野　浩一 井上　茂徳 ②-③

いわき平 山口　健治（29）東　京 中野　浩一 尾崎　雅彦 佐々木昭彦 藤巻　　昇 吉井　秀仁 滝澤　正光 高橋　健二
井上　茂徳
（1着失格）

⑥-①

宇都宮 滝澤　正光（27）千　葉 山口　健治 藤巻　　昇 尾崎　雅彦 井上　茂徳 中野　浩一 清嶋　彰一 高橋　健二
佐々木昭彦
（3着失格）

⑥-②

岸和田 佐々木昭彦（38）佐　賀 滝澤　正光 中野　浩一 井上　茂徳 藤巻　　昇 馬場　　進
山口　健治
（6着失格）

④-②

静　岡 坂本　　勉（27）青　森 山口　健治 佐々木昭彦 滝澤　正光 馬場　　進 郡山　久二 井上　茂徳 中野　浩一 藤巻　　昇 ④-④

宇都宮 坂本　　勉（28）青　森 佐々木昭彦 中野　浩一 滝澤　正光 井上　茂徳 鈴木　　誠 波潟　和男 ⑤-④

高　松 佐々木昭彦（41）佐　賀 吉岡　稔真 中野　浩一 井上　茂徳 坂本　　勉 俵　　信之 滝澤　正光 神山雄一郎 鈴木　　誠 ④-①

名古屋 鈴木　　誠（37）千　葉 俵　　信之 佐々木昭彦 小橋　正義 井上　茂徳 吉岡　稔真 坂本　　勉 山田　裕仁 神山雄一郎 ①-⑤

宇都宮 滝澤　正光（33）千　葉 神山雄一郎 吉岡　稔真 俵　　信之 鈴木　　誠 海田　和裕 有坂　直樹 稲村　成浩 高木　隆弘 ②-③

いわき平 吉岡　稔真（27）福　岡 井上　茂徳 稲村　成浩 俵　　信之 山田　裕仁 鈴木　　誠 滝澤　正光
神山雄一郎
（落車棄権）

海田　和裕
（3着失格）

①-④

熊　本 小橋　正義（28）新　潟 井上　茂徳 神山雄一郎 滝澤　正光 山田　裕仁 稲村　成浩
俵　　信之
（事故再入）

海田　和裕
吉岡　稔真
（2着失格）

②-⑥

岐　阜 神山雄一郎（28）栃　木 児玉　広志 吉岡　稔真 松本　　整 髙谷　雅彦 滝澤　正光 海田　和裕 三宅　　伸 十文字貴信
❼-❺
⑤-④

平　塚 吉岡　稔真（27）福　岡 井上　茂徳 神山雄一郎 山田　裕仁 小橋　正義 児玉　広志 滝澤　正光 後閑　信一 十文字貴信
❸-❹
③-④

一　宮 神山雄一郎（30）栃　木 後閑　信一 児玉　広志 山田　裕仁 小嶋　敬二 鈴木　誠 十文字貴信 吉岡　稔真 滝澤　正光
❷-❹
②-④

甲子園 児玉　広志（30）香　川 金古　将人 小橋　正義 吉岡　稔真 東出　　剛 山田　裕仁 神山雄一郎 小嶋　敬二 馬渕　紀明
➊-❹
①-④

高　知 内林　久徳（36）滋　賀 東出　　剛 児玉　広志 山田　裕仁 金古　将人 小橋　正義 太田　真一 神山雄一郎 齋藤登志信
❾-❹
④-⑥

岐　阜 太田　真一（25）埼　玉 神山雄一郎 小橋　正義 伏見　俊昭 児玉　広志 稲村　成浩 吉岡　稔真 山田　裕仁 小嶋　敬二
❽-❷
②-⑥

熊　本 神山雄一郎（34）栃　木 山田　裕仁 児玉　広志 堤　　　洋 岡部　芳幸 小嶋　敬二 伏見　俊昭 吉岡　稔真 村上　義弘
❶-❷
①-②

一　宮 小嶋　敬二（33）石　川 吉岡　稔真 山田　裕仁 伏見　俊昭 小野　俊之 岡部　芳幸 堤　　　洋 神山雄一郎 村上　義弘
❻-❷
⑥②①

西武園 佐藤慎太郎（27）福　島 小野　俊之 村上　義弘 小橋　正義 神山雄一郎 伏見　俊昭 小嶋　敬二 山田　裕仁 吉岡　稔真
❽-❹
⑧④⑨

名古屋 小嶋　敬二（35）石　川 山田　裕仁 吉岡　稔真 小野　俊之 佐藤慎太郎 神山雄一郎 伏見　俊昭 村上　義弘 武田　豊樹
❷-❻
②⑥⑧

花月園 加藤　慎平（28）岐　阜 村上　義弘 武田　豊樹 神山雄一郎 小倉　竜二 山崎　芳仁 小嶋　敬二 海老根恵太 吉岡　稔真
❶-❻
①⑥⑤

高　知 神山雄一郎（39）栃　木 渡邉　晴智 武田　豊樹 山崎　芳仁 加藤　慎平 佐藤　友和 山田　裕仁 有坂　直樹 村上　義弘
❷-❺
②⑤⑦

一　宮 武田　豊樹（34）茨　城 神山雄一郎 井上　昌己 平原　康多 伏見　俊昭 村上　義弘 小嶋　敬二 渡邉　晴智 山崎　芳仁
❹-❼
④⑦⑧

松　山 小嶋　敬二（39）石　川 石丸　寛之 武田　豊樹 平原　康多 井上　昌己 渡邉　晴智 神山雄一郎 伏見　俊昭 山崎　芳仁
❽-❼
⑧⑦③

いわき平 武田　豊樹（36）茨　城 伏見　俊昭 海老根恵太 平原　康多 市田佳寿浩 坂本　亮馬 山崎　芳仁 村上　義弘 村上　博幸
❼-❺
⑦⑤①

岐　阜 武田　豊樹（37）茨　城 平原　康多 山崎　芳仁 伏見　俊昭 海老根恵太 坂本　亮馬 村上　博幸 村上　義弘 深谷　知広
❷-❹
②④⑦

2着優勝（当時の年齢)・府県競輪場年月日

神山雄一郎・高橋　健二
（6着同着）

尾崎　雅彦・国持　一洋
（3着失格）（7着失格）

本田　晴美・高橋　健二
（落車棄権）

払戻し
回 9着8着7着6着5着4着3着

出目 払戻金

岐　阜 児玉　広志（27）香　川 神山雄一郎 遠澤　健二 俵　　信之 伊藤　公人 髙橋　光宏 金田健一郎
➌-➋
③-②

神山雄一郎

平　塚 神山雄一郎（29）栃　木 後閑　信一 太田　真一 戸邉　英雄 高橋　　武 濵口　高彰 伊藤　保文 遠澤　健二 高谷　雅彦
➐-➌
⑤-③

吉岡　稔真

一　宮 山口　幸二（30）岐　阜 本田　晴美 馬渕　紀明 吉岡　稔真 神山雄一郎 金田健一郎　 萩原　　操 梅澤　謙芝 一丸　安貴
➊-➎
①-④

神山雄一郎

甲子園 神山雄一郎（31）栃　木 曾田　正一 戸邉　英雄 山口　富生 齋藤　秀昭 幸田　光博 落合　　豊
阿部　康雄
（事故棄権）

十文字貴信
（8着失格）

➊-➐
①-⑤

児玉　広志

高　知 児玉　広志（31）香　川 池尻　浩一 小橋　正義 茂木　和臣 渡邉　　隆 神山雄一郎 山口　富生 幸田　光博 新田　康仁
➊-➐
①-⑤

内林　久徳

岐　阜 伏見　俊昭（25）福　島 岡部　芳幸 濵口　高彰 山田　裕仁 小橋　正義 幸田　光博 松本　　整 小嶋　敬二 渡邉　泰夫
➊-➎
①-④

太田　真一

熊　本 松本　整（43）京　都 池尻　浩一 山田　裕仁 岡部　芳幸 新藤　　敦 神山雄一郎 齋藤登志信 横田　　努 高木　隆弘
➒-➏
⑤-⑥

神山雄一郎

一　宮 村上　義弘（29）京　都 小野　俊之 光岡　義洋 伏見　俊昭 齋藤登志信 長塚　智広 小橋　正義 吉岡　稔真 紫原　政文
➋-➒
②⑨④

小嶋　敬二

西武園 神山雄一郎（36）栃　木 後閑　信一 市田佳寿浩 佐藤慎太郎 齋藤登志信 伏見　俊昭 榊枝　輝文 稲垣　裕之
横田　　努
（9着失格）

➋-➐
②⑦③

佐藤慎太郎

名古屋 神山雄一郎（37）栃　木 金子　貴志 佐藤慎太郎 有坂　直樹 前田　拓也 吉岡　稔真 坂本　　勉 小野　俊之 松岡　彰洋
➎-➋
⑤②③

小嶋　敬二

花月園 井上　昌己（27）長　崎 高木　隆弘 佐藤慎太郎 佐々木龍也 市田佳寿浩 白戸淳太郎 武田　豊樹 諸橋　　愛 手島　慶介
➍-➋
④②③

加藤　慎平

高　知 飯嶋　則之（28）栃　木 伏見　俊昭 豊田　知之 遠澤　健二 山崎　芳仁 菊地　圭尚 鈴木　　誠 佐藤　友和 新田　康仁
➐-➌
⑦③④

神山雄一郎

一　宮 伏見　俊昭（32）福　島 紫原　政文 新田　康仁 神山雄一郎 佐藤　友和 山崎　芳仁 有坂　直樹 山口　幸二 小嶋　敬二
➊-➏
①⑥③

武田　豊樹

松　山 武田　豊樹（35）茨　城 神山雄一郎 石丸　寛之 合志　正臣 村上　博幸 稲村　成浩 永井　清史 海老根恵太 平原　康多
➎-➒
⑤⑨①

小嶋　敬二

いわき平 山崎　芳仁（31）福　島 佐藤慎太郎 海老根恵太 神山雄一郎 佐々木雄一 石毛　克幸 大塚健一郎 武田　豊樹 吉田　敏洋
➒-➋
⑨②①

武田　豊樹

岐　阜 浅井　康太（27）三　重 山口　幸二 佐藤　友和 合志　正臣 深谷　知広
山内　卓也
（落車再入）

伏見　俊昭
（落車再入）

佐藤慎太郎
（落車再入）

長塚　智広
（失格）

➍-➐
④⑦③

武田　豊樹

前　橋 山崎　芳仁（33）福　島 成田　和也 岩津　裕介 渡邉　一成 小野　俊之
武田　豊樹
（事故入）

脇本　雄太
（落車再入）

➎-➒
⑤⑨④

村上　義弘

京王閣 後閑　信一（43）東　京 新田　祐大 勝瀬　卓也 稲川　　翔 成田　和也 藤木　　裕 村上　博幸 金子　貴志 吉田　敏洋
➍-➒
④⑨⑥

浅井　康太

前　橋 武田　豊樹（40）茨　城 神山雄一郎 岩津　裕介 新田　祐大 浅井　康太 平原　康多 金子　貴志 天田　裕輝 井上　昌己
➋-➍
②④③

金子　貴志

松　戸 新田　祐大（29）福　島 神山雄一郎 稲垣　裕之 稲川　　翔 渡邉　晴智 大塚健一郎 武井　大介 竹内　雄作 桐山敬太郎
❼-❶
⑦①③

浅井　康太

松　戸 岩津　裕介(34)岡　山 稲垣　裕之 中村　浩士 武田　豊樹 平原　康多 菅田　壱道 村上　義弘
➌-➎
③⑤⑧

新田　祐大

いわき平 渡邉　一成（33）福　島 新田　祐大 浅井　康太 脇本　雄太 坂口　晃輔 原田研太朗 山崎　芳仁 深谷　知広
竹内　雄作

（失格）
➐-❶
⑦①⑨

新田　祐大

いわき平 脇本　雄太（29）福　井 浅井　康太 渡邉　一成 山崎　賢人 中村　浩士 古性　優作 竹内　雄作 金子　貴志
村上　義弘

（失格）
➐-❶
⑦①②

武田　豊樹

名古屋 新田　祐大(33)福　島 佐藤慎太郎 諸橋　　愛 渡邉　一成 平原　康多 中川誠一郎 郡司　浩平 中村　浩士 菅田　壱道
❷-❾
②⑨⑤

脇本　雄太

名古屋 松浦　悠士(29)広　島 脇本　雄太 古性優作 諸橋　　愛 内藤　秀久 山田　英明 守澤　太志 柏野　智典 原田研太朗
❸-❼
③⑦①

脇本　雄太

いわき平 古性  優作(30)大　阪 脇本　雄太 守澤　太志 平原　康多 新田　祐大 佐藤慎太郎 成田　和也 中川誠一郎 深谷　知広
❹-➋
④➁⑦

清水　裕友

第8回までは全国オールスター争奪覇競輪、以後はオールスター競輪と呼ぶ。
ドリームレースはファン投票で選手を選出する。

ファン投票上位者、前年12月～5月の平均競走得点上位者から選ばれる。

優勝者の白ヌキは完全優勝、出目の白ヌキは2車単

ドリーム9着8着7着6着

山口　幸二・山田　裕仁
（5着同着）

新田祐大・木暮安由
（6着同着）

村上　義弘・木暮　安由
（落車棄権）

払戻し
回 5着4着2着 3着優勝（当時の年齢)・府県競輪場年月日
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出目 払戻金
2着優勝（当時の年齢)・府県競輪場年月日

払戻し
回 9着8着7着6着5着4着3着

前　橋 村上　義弘（38）京　都 成田　和也 伏見　俊昭 脇本　雄太 山口　幸二 浅井　康太 深谷　知広 武田　豊樹 長塚　智広
❹-❸
④③⑧

京王閣 浅井　康太（29）三　重 成田　和也 長塚　智広 深谷　知広 神山雄一郎 村上　義弘 山崎　芳仁 佐藤　友和 脇本　雄太
❺-❼
⑤⑦②

前　橋 金子　貴志（39）愛　知 深谷　知広 浅井　康太 神山雄一郎 岩津　裕介 石井　秀治 池田　勇人 後閑　信一 脇本　雄太
❶-❾
①⑨⑤

松　戸 浅井　康太（31）三　重 平原　康多 稲川　　翔 神山雄一郎 武田　豊樹 村上　義弘 岩津　裕介 新田　祐大 深谷　知広
❸-❼
③⑦⑧

松　戸 新田　祐大（30）福　島 武田　豊樹 深谷　知広 村上　義弘 平原　康多 神山雄一郎 浅井　康太 稲垣　裕之 山崎　芳仁
❷-❼
②⑦⑥

いわき平 新田　祐大（31）福　島 中川誠一郎 浅井　康太 稲垣　裕之 武田　豊樹 平原　康多 深谷　知広 岩津　裕介 原田研太朗
❷-❼
②⑦③

いわき平 武田　豊樹（44）茨　城 平原　康多 渡邉　一成 山田　英明 村上　義弘 浅井　康太 深谷　知広 新田　祐大 三谷　竜生
❻-❸
⑥③⑧

名古屋 脇本　雄太（30）福　井 平原　康多 新田　祐大 清水　裕友 山崎　賢人 浅井　康太 村上　義弘 深谷　知広 三谷　竜生
❷-❸
②③④

名古屋 脇本　雄太（31）福　井 郡司　浩平 松浦　悠士 新田　祐大 浅井　康太 清水　裕友 佐藤慎太郎
深谷　知広
(事故入）

平原　康多
（落車携入）

❷-❼
②⑦➈

いわき平 清水　裕友（26）山　口 和田健太郎 佐藤慎太郎 新田　祐大 深谷　知広 平原　康多 守澤太志 松浦　悠士 脇本雄太
➎-➊
⑤①⑦

ドリームレースは第17回大会から実施、ファン投票で選手を選出する。

出目の白ヌキは2車単

※ファン投票1位でドリームレース1着になった選手は下記の5選手。

・吉岡　稔真(福岡・引退・第37回いわき平)
・神山雄一郎(栃木・61期・第45回熊本)
・新田　祐大（福島・90期・第59回松戸）
・脇本雄太（福井・94期・第62回、第63回名古屋）

※ファン投票1位で優勝した選手は下記の4選手。
・阿部　道(宮城・引退・第17回静岡)
･藤巻　昇(北海道・引退・第19回前橋)
･中野　浩一(福岡・引退・第31回岸和田)
･神山雄一郎(栃木・61期・第40回平塚･第42回甲子園)

※ファン投票1位、ドリームレース1着、かつ優勝した選手。
・阿部　道（宮城・引退・第17回静岡）のみ

・中野　浩一(福岡・引退・第27回西宮)
・阿部　道(宮城・引退・第17回静岡)
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24回 神　山　雄一郎 （栃　木・61期） 16回 中　野　浩　一（福　岡・35期） ［1979～1991］

16回（連続） 中　野　浩　一 （福　岡・35期） 15回 藤　巻　　　昇（北海道・22期） ［1985～1995］

16回 村　上　義　弘 （京　都・73期） 神　山　雄一郎（栃　木・61期） ［1990～2009］

15回（連続） 藤　巻　　　昇 （北海道・22期） 14回 井　上　茂　徳（佐　賀・41期） ［1982～1995］

15回 井　上　茂　徳 （佐　賀・41期） 11回 高　橋　健　二（愛　知・30期） ［1978～1988］

吉　岡　稔　真 （福　岡・65期） 深　谷　知　広（愛　知・96期） ［2011～2021］ ※継続中

14回 滝　澤　正　光 （千　葉・43期） 10回 山　口　健　治（東　京・39期） ［1980～1990］

13回 山　田　裕　仁 （岐　阜・61期）

12回 高　橋　健　二 （愛　知・30期）

武　田　豊　樹 （茨　城・88期）

11回（連続） 深　谷　知　広 （愛　知・96期）

11回 小　嶋　敬　二 （石　川・74期）

平　原　康　太 （埼　玉・87期）

10回（連続） 山　口　健　治 （東　京・38期）

10回 伏　見　俊　昭 （福　島・75期）

■ドリームレース出場回数上位・連続出場回数上位

【ドリームレース出場回数上位】 【ドリームレース連続出場回数上位】
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■寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント決勝戦　ＧⅠ

出目 払戻金

前　橋 渡邉　一成（34）福　島 新田　祐大 成田　和也 椎木尾拓哉 金子　貴志 岡村　　潤 吉田　敏洋 深谷　知広 浅井　康太
➋-➐
②⑦④

金子　貴志

前　橋 脇本　雄太（29）福　井 三谷　竜生 平原　康多 渡邉　一成 小松崎大地 清水　裕友 佐藤慎太郎 柏野　智典 浅井　康太
❺-❼
⑤⑦②

中川誠一郎

前　橋 村上　博幸（40）京　都 三谷　竜生 清水　裕友 小松崎大地 和田健太郎 木暮　安由 園田　　匠 浅井　康太 中川誠一郎
❺-❶
⑤①②

松浦　悠士

前　橋 脇本　雄太（31）福　井 新田　祐大 東口　善朋 松浦　悠士 守澤　太志 郡司　浩平 山田　英明 山田　庸平 橋本　強
❶-❺
①⑤④

新田　祐大

前　橋 平原　康多（39）埼　玉 大槻　寛徳 菅田　壱道 山田　庸平 野原　雅也 吉田　拓矢 新山　響平 諸橋　　愛
新田　祐大
（2着失格）

➒-➑
⑨⑧⑥

新田　祐大

4着 5着 6着 7着 8着 9着回 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着
払戻し

ローズカップ

※第28回（R1)第2日10月12日（土）は台風のため中止順延。

■世界選手権記念トーナメント

出目 払戻金

前　橋 波潟　和男（23）東　京 郡山　久二 佐々木昭彦 井上　茂徳 小川　博美 中野　浩一 工　　正信 坂本　　 勉 滝澤　正光 ⑥-⑥

前　橋 滝澤　正光（31）千　葉 山口　健治 井上　茂徳 小橋　正義 三宅　勝彦 坂本　　勉 中野　浩一 郡山　久二 鈴木　　誠 ⑤-④

■寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント決勝戦　ＧⅠ

出目 払戻金

前　橋 吉岡　稔真（21）福　岡 中野　浩一 松本　　整 高木　隆弘 戸邉　英雄 宮本　忠典 松村　信定 神山雄一郎 滝澤　正光 ⑥-①

前　橋 滝澤　正光（33）千　葉 稲村　成浩 俵　　信之 内林　久徳 小橋　正義 山田　裕仁 三宅　勝彦 海田　和裕 吉田　喜一 ④-① 有坂　直樹

前　橋 吉岡　稔真（24）福　岡 平田　崇昭 山田　裕仁 神山雄一郎 小橋　正義 内林　久徳 斉藤　正剛 髙谷　雅彦 横田　　務 ②-④ 神山雄一郎

前　橋 小橋　正義（28）岡　山 髙橋　　武 髙橋　光宏 稲村　成浩 山口　健治 佐々木龍也 加倉　正義 神山雄一郎 金山　栄治 ③-⑥ 海田　和裕

前　橋 神山雄一郎（28）栃　木 後閑　信一 児玉　広志 小橋　正義 山口　幸二 十文字貴信 豊岡　　弘 紫原　政文 吉岡　稔真
➒-➐
⑥-⑤

神山雄一郎

前　橋 神山雄一郎（29）栃　木 遠澤　健二 小橋　正義 小川　　巧 島野　浩司 小嶋　敬二 山田　裕仁 濵口　高彰 本田　晴美
➐-➍
⑤-④

小嶋　敬二

前　橋 小橋　正義（31）岡　山 高橋　光宏 児玉　広志 東出　　剛 内林　久徳 伏見　俊昭 神山雄一郎 山田　裕仁 高谷　雅彦
➐-➒
⑤-⑥

神山雄一郎

前　橋 児玉　広志（30）香　川 小橋　正義 山田　裕仁 池尻　浩一 稲村　成浩 東出　　剛 神山雄一郎 吉岡　稔真 中村美千隆
➒-➎
④-⑥

山田　裕仁

前　橋 神山雄一郎（32）栃　木 曾田　正一 室井　竜二 伏見　俊昭 梶應　弘樹 後閑　信一 金子　真也
太田　真一
（落車棄権）

山田　裕仁
（1着失格）

➋-➒
②-⑥

十文字貴信

青　森 小橋　正義（33）新　潟 神山雄一郎 岡部　芳幸 酒井　耕介 太田　真一 東出　　剛 伏見　俊昭 山田　裕仁 小嶋　敬二
➒-➌
③-⑥

渡邉　晴智

前　橋 松本　　整（43）京　都 小橋　正義 細川　洋 村上　義弘 曾田　正一 小野　俊之 齋藤登志信 山田　裕仁 伊藤　保文
➋-➐
②⑦⑥

松本　　整

前　橋 太田　真一（27）埼　玉 岡部　芳幸 小橋　正義 吉岡　稔真 堤　　　洋 伏見　俊昭 髙谷　雅彦 小嶋　敬二 小林　大介
➍-➎
④⑤②

岡部　芳幸

前　橋 小橋　正義（36）新　潟 一丸　安貴 佐藤慎太郎 大塚健一郎 稲村　成浩 武田　豊樹 吉岡　稔真 小嶋　敬二 高城　信雄
➎-➐
⑤⑦⑨

佐藤慎太郎

青　森 小嶋　敬二（35）石　川 山口　富生 齋藤登志信 佐藤慎太郎 金子　貴志 合志　正臣 神山雄一郎 諸橋　　愛 後閑　信一
➋-➍
②④⑧

神山雄一郎

前　橋 後閑　信一（36）群　馬 手島　慶介 佐藤慎太郎 渡部　哲男 内藤　宣彦 岡部　芳幸 合志　正臣 海老根恵太 山崎　芳仁
➐-➋
⑦②③

加藤　慎平

前　橋 小嶋　敬二（37）石　川 渡部　哲男 岡部　芳幸 成田　和也 伏見　俊昭 手島　慶介 荒井　崇博 佐藤　友和 永井　清史
➋-➍
②④③

山崎　芳仁

前　橋 山崎　芳仁（29）福　島 岡部　芳幸 渡部　哲男 飯嶋　則之 成田　和也 手島　慶介 新田　祐大 小橋　正義 平原　康多
➌-➐
③⑦②

岡部　芳幸

青　森 海老根恵太（31）千　葉 神山雄一郎 伏見　俊昭 武田　豊樹 大塚健一郎 山口　富生 井上　昌己 永井　清史 平原　康多
➑-➒
⑧⑨③

伏見　俊昭

前　橋 市田佳寿浩（34）福　井 村上　義弘 武田　豊樹 渡邉　一成 山崎　芳仁 山口　富生 伏見　俊昭 新田　祐大 脇本　雄太
➒-➊
⑨①③

武田　豊樹

弥　彦 浅井　康太（27）三　重 山口　幸二 坂上　樹大 渡邉　一成 佐藤　友和 成田　和也
山内　卓也
（落車再入）

大塚健一郎
（落車再入）

神山雄一郎
（7着失格）

➍-➌
④③⑥

新田　祐大

弥　彦 佐藤　友和（29）岩　手 長塚　智広 村上　博幸 深谷　知広 稲垣　裕之 矢口啓一郎 脇本　雄太 市田佳寿浩 川村　晃司
➎-➊
⑤①④

平原　康多

弥　彦 金子　貴志（37）愛　知 深谷　知広 成田　和也 井上　昌己 飯嶋　則之 木暮　安由 岡田　征陽 浅井　康太 川村　晃司
➍-➊
④①⑤

藤木　　裕

弥　彦 深谷　知広（24）愛　知 浅井　康太 井上　昌己 稲川　　翔 大塚健一郎 中川誠一郎 野田　源一 菊地　圭尚 池田　勇人
➊-➐
①⑦⑤

桐山敬太郎

弥　彦 園田　　匠（33）福　岡 武田　豊樹 神山雄一郎 菊地　圭尚 脇本　雄太 渡邉　一成 金子　貴志 伏見　俊昭 新田　祐大
❽-➊
⑧①⑦

新田　祐大

前　橋 稲垣　裕之（39）京　都 平原　康多 村上　義弘 南　　修二 園田　　匠 浅井　康太 古性　優作 深谷　知広 脇本　雄太
➌-➋
③②⑤

吉田　敏洋

優勝者の白ヌキは完全優勝、出目の白ヌキは2車単

8着 9着 ローズカップ3着 4着 5着 6着 7着回 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着

4着3着2着優勝（当時の年齢)・府県競輪場

第3回から4日制の特別競輪へと昇格した。

国際大会メダリスト、全プロ出場者、評価点上位者が選ばれる。

90年世界選が前橋で開かれたのを記念して毎年グリーンドーム前橋で開かれていた世界大会トーナメントに平成４年から寬仁親王牌が下賜され、

90年世界選手権自転車競技大会開催地、前橋を記念して前橋ドームで開催。
90年はスーパープロピストレーサー賞、91年はスーパー・プロ・レースと称した。

払戻し

払戻し

年 年月日 9着8着7着6着5着
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■寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント決勝戦　ＧⅠ

出目 払戻金

前　橋 渡邉　一成（34）福　島 新田　祐大 成田　和也 椎木尾拓哉 金子　貴志 岡村　　潤 吉田　敏洋 深谷　知広 浅井　康太
➋-➐
②⑦④

金子　貴志

前　橋 脇本　雄太（29）福　井 三谷　竜生 平原　康多 渡邉　一成 小松崎大地 清水　裕友 佐藤慎太郎 柏野　智典 浅井　康太
❺-❼
⑤⑦②

中川誠一郎

前　橋 村上　博幸（40）京　都 三谷　竜生 清水　裕友 小松崎大地 和田健太郎 木暮　安由 園田　　匠 浅井　康太 中川誠一郎
❺-❶
⑤①②

松浦　悠士

前　橋 脇本　雄太（31）福　井 新田　祐大 東口　善朋 松浦　悠士 守澤　太志 郡司　浩平 山田　英明 山田　庸平 橋本　強
❶-❺
①⑤④

新田　祐大

前　橋 平原　康多（39）埼　玉 大槻　寛徳 菅田　壱道 山田　庸平 野原　雅也 吉田　拓矢 新山　響平 諸橋　　愛
新田　祐大
（2着失格）

➒-➑
⑨⑧⑥

新田　祐大

4着 5着 6着 7着 8着 9着回 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着
払戻し

ローズカップ

※第28回（R1)第2日10月12日（土）は台風のため中止順延。
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■競輪祭決勝戦　ＧⅠ

出目 払戻金

山本　清治（21）大　阪 島野　光彰 小沢　文太 西地　清一 宮本　義春 高倉　　登 池上　岩男 杉井　正義 紫垣　正弘 ②-①

山地　　正（21）香　川 吉田　　実 西地　清一 中井　光雄 谷本　朝男 牟田　和彦 古田　泰久 松本　勝明 山下　八郎 越智　　進 ④-⑤

石田　雄彦（21）和歌山 坂本　昌仁 山本　清治 宮本　義春 桑田　成照 戸上　　守 溝谷　　清 谷本　朝男 大田原慶輔 ⑤-⑥

戸上　　守（22）福　岡 佐藤　和幸 宮本　義春 林　　一男 山本　清治 西村　公佑 白井　通義 加藤　　晶 後藤　義光 ②-⑥

高原　永伍（23）神奈川 白鳥　伸雄 石村　正利 竹野　暢勇 加藤　　晶 松本　勝明 木村　実成 平間　誠記 中村幸二郎 ③-⑤

高原　永伍（24）神奈川 木村　実成 白鳥　伸雄 戸上　　守 石村　正利 中村幸二郎 笹田　伸二 今川　博司 島野　光影 ⑤-②

加藤　　晶（34）京　都 木村　実成 須田一二三 松川周次郎 石田　雄彦 白鳥　伸雄 福島　昭亮 髙原　永伍 古田　泰久 ②-①

吉川多喜夫（19）神奈川 伊藤　　繁 平林己佐男　 松本 広導 高原　永伍 宮路　雄資 松本　秀房 平間　誠記 須田　幸雄 ⑤-①

平間　誠記（30）宮　城 伊藤　　繁 木村　実成 工藤元司郎 町田　克己 吉川多喜夫 古田　泰久 ③-⑤

伊藤　　繁（21）神奈川 吉川多喜夫 平田　貞雄 木村　実成 荒木　　実 笹田　伸二 古田　泰久 田中　　博 永田　種昭 ①-⑤

髙原　永伍（29）神奈川 稲村　雅士 松本　秀房 戸上　　守 山本　賢一 福島　正幸 藤巻　　昇 石田　雄彦
工藤元司郎
(2着失格）

①-⑥

福島　正幸（22）群　馬 稲村　雅士 平田　貞雄 阿部　　道 荒木　　実 松本　広導 荒川秀之助 石田　雄彦 黄金井光良 ③-④

阿部　　道（23）宮　城 藤巻　　昇 林　　光雄 大和　孝義 班目　秀雄 阿部　利美 瀬口孝一郎 大坂　和夫 松本　勝明 ①-④

班目　秀雄（28）福　島 田中　　博 福島　正幸 松本　澄雄 稲村　雅士 伊藤　　繁 大和　孝義 佐藤　秀信 須田一二三 ⑥-③

福島　正幸（25）群　馬 松本　澄雄 山口　国男 谷津田陽一 荒川秀之助 阿部　　道 西野　忠臣 平林己佐男
田中　　博
（1着失格）

⑤-④

福島　正幸（26）群　馬 国持　一洋 阿部　　道 佐藤　秀信 太田　義夫 服部　記義 西野　忠臣 吉岡　隆伸 長島　敏司 ②-⑤

桜井　久昭（24）東　京 久保千代志 伊藤　健次 福島　正幸 阿部　　道 阿部　良二 荒川秀之助 小山　　靖 大野　昭弘 ⑤-③

阿部　良二（23）岩　手 岩崎　誠一 新田　計三 荒川秀之助 新井　正昭 久保千代志 藤巻　　昇 阿部　　道
服部　記義
（7着失格）

③-⑤

藤巻　清志（27）神奈川 阿部　良二 小山　　靖 藤巻　　昇 葛西　新蔵 山口　国男 伊藤　　繁 谷津田陽一 中田　毅彦 ⑤-③

中野　浩一（23）福　岡 福山　治樹 矢村　　正 渡辺　孝夫 松村　信定 緒方　浩一 久保千代志 阿部　利美 高橋　健二 ⑤-④

吉井　秀仁（23）千　葉 堤　　昌彦 山口　国男 中野　浩一 木庭　賢也 矢村　　正 服部　良一 国持　一洋 緒方　浩一 ⑤-④

中野　浩一（25）福　岡 国持　一洋 菅田　順和 山口　国男 久保千代志 江嶋　康光 大和　孝義 ⑥-①

中野　浩一（26）福　岡 高橋　健二 尾崎　雅彦 荒川秀之助 服部　良一 菅田　順和 片岡　克巳 山口　健治
井上　茂徳
（7着失格）

①-⑤

井上　茂徳（24）佐　賀 中野　浩一 緒方　浩一 久保千代志 尾崎　雅彦 高橋　健二 佐々木昭彦 北村　　徹 松江　龍起 ⑤-④

中野　浩一（28）福　岡 高橋　美行 滝澤　正光 高橋　健二 伊藤　浩 佐々木昭彦 佐古　雅俊 佐藤　正人 藤巻　　昇 ④-⑤

井上　茂徳（26）佐　賀 中野　浩一 清嶋　彰一 尾崎　雅彦 吉井　秀仁 伊藤　豊明 菅谷　幸泰 小磯　伸一 馬場　圭一 ①-②

井上　茂徳（27）佐　賀 中野　浩一 佐久間重光 山口　健治 菅田　順和 竹内　久人 滝澤　正光 佐々木昭彦 清嶋　彰一 ④-①

山口　健治（29）東　京 佐古　雅俊 滝澤　正光 竹内　久人 緒方　浩一 小川　博美 伊藤　浩 本田　晴美 中野　浩一 ③-④

中野　浩一（32）福　岡 小門　洋一 竹内　久人 野田　　正 今村　保徳 尾崎　雅彦 本田　晴美 吉井　秀仁
馬場　　進

（落車棄権）
①-③

山口　健治（31）東　京 井上　茂徳 滝澤　正光 髙橋　　武 片山　　彰 佐藤　嘉修 松村　信定 松本　聖志 俵　　信之 ④-②

波潟　和男（23）東　京 山口　健治 白石　　護 鈴木　　誠 花嶋　洋之 長谷部純也 矢端　誠二 伊藤　豊明 宮倉　　勇 ⑥-②

滝澤　正光（30）千　葉 波潟　和男 小川　　巧 花嶋　洋之 戸邉　英雄 松枝　義幸 鈴木　　誠 井上　茂徳
松村　信定
（落車再入）

⑤-③

小橋　正義（24）岡　山 松枝　義幸 神山雄一郎 滝澤　正光 井上　茂徳 郡山　久二 鈴木　　誠 尾崎　雅彦 阿部　文雄 ④-⑥

吉岡　稔真（22）福　岡 梶應　弘樹 濵口　高彰 萩原　　操 和田　誠吾 山田　英伸 花嶋　洋之 俵　　信之 高木　隆弘 ②-③

吉岡　稔真（23）福　岡 神山雄一郎 松本　　整 俵　　信之 海田　和裕 佐々木昭彦 三宅　勝彦 鈴木　　誠 井上　茂徳 ②-③

吉岡　稔真（24）福　岡 濵口　高彰 稲積　秀樹 井上　茂徳 海田　和裕 小橋　正義 内林　久徳 山田　裕仁 鈴木　　誠 ②-④

神山雄一郎（27）栃　木 平田　崇昭 山口　健治 渡会　宏和 山口　幸二 加倉　正義 横田　　努 髙橋　光宏 三宅　　伸 ①-④

払戻し
回 年月日 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着

福島　正幸・中川　茂一
（7着同着）

緒方　浩一・木村　一利
（落車棄権）

10着
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出目 払戻金

払戻し
回 年月日 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着

神山雄一郎（28）栃　木 吉岡　稔真 紫原　政文 加倉　正義 後閑　信一 佐々木昭彦 内林　久徳 児玉　広志 金田健一郎
➒-➊
⑥-①

神山雄一郎（29）栃　木 東出　　剛 髙橋　光宏 小橋　正義 高木　隆弘 吉岡　稔真 加倉　正義
➊-➌
①-③

加倉　正義（27）福　岡 大里　一将 児玉　広志 本田　晴美 高木　隆弘 神山雄一郎 曾田　正一
東出　　剛
（落車棄権）

吉岡　稔真
（１着失格）

➒-➏
⑥-⑤

小倉　竜二（23）徳　島 吉岡　稔真 東出　　剛 西郷　　剛 山田　裕仁 有坂　直樹 鰐渕　正利 金古　将人
松岡　彰洋
（落車再入）

➒-➋
②-⑥

神山雄一郎（32）栃　木 太田　真一 伏見　俊昭 有坂　直樹
松岡　彰洋
（落車再入）

松本　　整
（落車再入）

茂木　和臣
（落車再入）

曾田　正一
（落車棄権）

山田裕仁
（8着失格）

➋-➐
②-⑤

山田　裕仁（33）岐　阜 渡邉　晴智 山口　幸二 野田　源一 松本　　整 金子　貴志
伊藤　保文
（2着失格）

➊-➒
①-⑥

山田　裕仁（34）岐　阜 山口　富生 堤　　　洋 加藤　慎平 小嶋　敬二 渡邉　晴智 小川　将人 内林　久徳 松岡　彰洋
➊-➒
①⑨⑦

小橋　正義（36）新　潟 佐々木則幸 佐藤慎太郎 香川　雄介 岡部　芳幸 小川　圭二 池尻　浩一 小野　俊之 友定　祐己
➎-➌
⑤③⑦

後閑　信一（34）群　馬 加藤　慎平 川口　満宏 望月　永悟 佐藤慎太郎 山口　幸二 神山雄一郎
内林　久徳
（落車棄権）

山田　裕仁
（8着失格）

➋-➊
②①⑥

小倉　竜二（29）徳　島 海老根恵太 有坂　直樹 佐藤慎太郎 岡部　芳幸 佐々木龍也 吉岡　稔真 志智　俊夫 加藤　慎平
➎-➍
⑤④⑨

山崎　芳仁（27）福　島 伏見　俊昭 新田　康仁 大塚健一郎 三ツ石康洋
山田　裕仁
（落車再入）

濵口　髙彰
（落車再入）

有坂　直樹
（落車棄権）

手島　慶介
（失格）

➎-➒
⑤⑨④

井上　昌己（28）長　崎 小嶋　敬二 香川　雄介 山口　幸二 加倉　正義 佐藤慎太郎 兵藤　一也 山崎　芳仁 武井　大介
➐-➋
⑦②⑧

山崎　芳仁（29）福　島 伏見　俊昭 山内　卓也 山田　裕仁 井上　昌己 坂上　樹大 北津留　翼
小野　俊之
（落車歩入）

飯嶋　則之
（落車担入）

➒-➌
⑨③⑥

平原　康多（27）埼　玉 海老根恵太 坂本　亮馬 有坂　直樹 永井　清史 斉藤　正剛 山田　裕仁 加藤　慎平 浅井　康太
➋-➊
②①④

海老根恵太（33）千　葉 新田　祐大 岡部　芳幸 市田佳寿浩 山口　富生 飯嶋　則之 深谷　知広 村上　博幸 村上　義弘
➊-➍
①④⑧

長塚　智広（33）茨　城 武田　豊樹 海老根恵太 稲垣　裕之 大塚健一郎 南　　修二 市田佳寿浩 佐藤　友和 村上　義弘
➍-➋
④②⑨

武田　豊樹（38）茨　城 長塚　智広 飯嶋　則之 成田　和也 後閑　信一 藤木　　裕 山口　幸二 神山雄一郎 伏見　俊昭
➎-➋
⑤②⑨

金子　貴志（38）愛　知 深谷　知広 大塚健一郎 新田　祐大 神山雄一郎 岩津　裕介 藤木　　裕 長塚　智広 平原　康多
➐-➊
⑦①⑥

平原　康多（32）埼　玉 武田　豊樹 神山雄一郎 浅井　康太 木暮　安由 稲垣　裕之 金子　貴志 佐藤　友和 山崎　芳仁
➐-➌
⑦③④

武田　豊樹（41）茨　城 平原　康多 池田　憲昭 渡邉　一成 浅井　康太 村上　博幸 村上　義弘 稲川　　翔 竹内　雄作
➊-➐
①⑦⑥

平原　康多（34）埼　玉 武田　豊樹 稲垣　裕之 芦澤　大輔 金子　貴志 近藤　隆司 深谷　知広 新田　祐大 新山　響平
➐-➌
⑦③⑨

新田　祐大(31)福　島 北津留　翼 平原　康多 木暮　安由 諸橋　　愛 渡邉　晴智 金子　貴志 深谷　知広 山中　秀将
➊-➍
①④⑤

浅井　康太(34)三　重 脇本　雄太 清水　裕友 柴崎　　淳 菅田　壱道 平原　康多 太田　竜馬 諸橋　　愛 香川　雄介
➊-❾
①⑨③

松浦　悠士(28)広　島 清水　裕友 諸橋　　愛 柏野　智典 木暮　安由 和田健太郎 坂口　晃輔 吉田　拓矢 平原　康多
➊-❺
①⑤⑨

郡司　浩平（30）神奈川 平原　康多 稲川　翔 諸橋　　愛 新田　祐大 古性　優作 和田健太郎 鈴木　庸之 松井　宏佑
❾-❸
⑨③⑧

吉田　拓矢（26）茨　城 新山　響平 園田　匠 渡邉　一成 郡司　浩平 松浦　悠士 古性　優作 北津留　翼 山田　久徳
➐-➎
⑦⑤④

競輪発祥の地・小倉を記念して毎年、小倉競輪場で開催される。
毎年のグランプリ優勝者、GⅠの優勝者、ＧⅡ及びGⅢの決勝戦３着まで、などが選ばれる。第41回からは4日制。
第43～50回より朝日新聞社杯争奪競輪王決定戦、第51回より朝日新聞社杯競輪祭の名称。
第60回よりGⅠナイター競輪として開催

優勝者の白ヌキは完全優勝、出目の白ヌキは２車単

馬渕　紀明・滝澤　正光
（8着同着）

三宅　　伸・吉岡　稔真
（落車棄権）
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■全日本選抜競輪決勝戦　ＧⅠ

出目 払戻金

前　橋 佐々木昭彦（25）佐　賀 中野　浩一 清嶋　彰一 荒川　博之 伊藤　豊明 高橋　健二 竹内　久人 野田　　正
吉井　秀仁
（9着失格）

①-③ 滝澤　正光

熊　本 井上　茂徳（28）佐　賀 高下　堅至 戸邉　英雄 菅田　順和 尾崎　雅彦 本田　晴美 滝澤　正光 山口　健治 藤巻　　昇 ②-④ 井上　茂徳

向日町 滝澤　正光（27）千　葉 野田　　正 中野　浩一 梨野　英人 高橋　健二 本田　晴美　 戸邉　英雄 松本　　整 増子　政明 ③-⑥ 中野　浩一

青　森 中野　浩一（32）福　岡 佐古　雅俊 滝澤　正光 坂本　　勉 梨野　英人 佐々木昭彦 井上　茂徳 山口　健治 佐々木浩三 ②-④ 坂本　　勉

前　橋 中野　浩一（33）福　岡 井上　茂徳 松村　信定 高井　広明 鈴木　　誠 工　　正信 豊田　知之 高林　秀樹
齋藤　　修
（落車棄権）

③-⑥ 坂本　　勉

青　森 井上　茂徳（32）佐　賀 中野　浩一 三宅　勝彦 郡山　久二 坂本　　勉 松本　　　整 藤巻　　昇　 伊藤　豊明 津村　勝正 ②-① 井上　茂徳

久留米 鈴木　　誠（26）千　葉 滝澤　正光 郡山　久二 東出　　剛 吉岡　稔真 小橋　正義 坂本　　勉 俵　　信之 和泉田喜一 ③-① 滝澤　正光

岸和田 梶應　弘樹（26）愛　媛 吉岡　稔真 高木　隆弘 滝澤　正光 松本　　整 大竹　慎吾 小橋　正義 荒金　佳男 佐藤　晃三 ④-① 坂本　　勉

青　森 高木　隆弘（24）神奈川 山口　幸二 俵　　信之 海田　和裕 吉岡　稔真 小橋　正義 松本　　整 滝澤　正光 渡辺　一貴 ⑤-⑥ 吉岡　稔真

大　垣 高橋　光宏（32）群　馬 神山雄一郎 吉岡　稔真 高木　隆弘 稲村　成浩 高橋　　武 遠澤　健二 滝澤　正光 山本　真矢 ④-① 高木　隆弘

青　森 神山雄一郎（27）栃　木 高谷　雅彦 戸邉　英雄 吉岡　稔真　 加倉　正義 海田　和裕 児玉　広志 井上　茂徳 金山　栄治 ①-⑥ 俵　　信之

宇都宮 海田　和裕（25）三　重 神山雄一郎 濵口　高彰 児玉　広志 吉岡　稔真 後閑　信一 山口　幸二
馬渕　紀明
（落車担入）

小橋　正義
（失格）

➋-➊
②-①

神山雄一郎

いわき平 児玉　広志（28）香　川 鈴木　　誠 後閑　信一 本田　晴美 菊池　仁志 加倉　正義 金古　将人 十文字貴信 高谷　雅彦
➋-➎
②-④

神山雄一郎

青　森 山田　裕仁（30）岐　阜 児玉　広志 戸邉　英雄 本田　晴美 金田健一郎 小嶋　敬二 市田佳寿浩 高木　隆弘 吉岡　稔真
➍-➐
④-⑤

市田佳寿浩

大　垣 吉岡　稔真（29）福　岡 小橋　正義 十文字貴信 山口　富生 一丸　安貴 岡部　芳幸 高谷　雅彦
内林　久徳
（事故入）

安福　洋一
（事故棄権）

➌-➐
③-⑤

金田健一郎

名古屋 金古　将人（28）福　島 山田　裕仁 児玉　広志 神山雄一郎 松岡　彰洋 市田佳寿浩
池尻　浩一
（落車再入）

波潟　和男
（落車棄権）

内林　久徳
（失格）

➋-➌
②-③

伊藤　保文

花月園 濵口　髙彰（33）岐　阜 小川　圭二 松岡　彰洋 鈴木　　誠 小橋　正義 伊藤　保文 松本　　整 小倉　竜二 山田　裕仁
➐-➑
⑤-⑥

太田　真一

岸和田 村上　義弘（28）京　都 小野　俊之 戸邉　英雄 松永　晃典 合志　正臣 神山雄一郎 渡邉　晴智 渡会　宏和 市田佳寿浩
➌-➋
③②⑥

松本　　整

高知 佐藤慎太郎（27）福　島 小野　俊之 鈴木　　誠 村上　義弘 幸田　光博 松岡　彰洋 堤　　　洋 高木　隆弘
小嶋　敬二
（落車再入）

➋-➎
②⑤④

有坂　直樹

大垣 内林　久徳（40）滋　賀 山内　卓也 高城　信雄 小嶋　敬二
山田　裕仁
（落車再入）

吉田　敏洋
（落車再入）

佐藤慎太郎
（落車再入）

山口　富生
（落車再入）

伏見　俊昭
（2着失格）

➑-➒
⑧⑨⑥

齋藤登志信

岸和田 加藤　慎平（27）岐　阜 山口　幸二 海老根恵太　 村本　大輔 小嶋　敬二
前田　拓也
（落車滑入）

合志　正臣
（落車滑入）

➐-➍
⑦④①

小野　俊之

いわき平 合志　正臣（29）熊　本 神山雄一郎
平原　康多
（事故入）

稲村　成浩 市田佳寿浩
手島　慶介
（事故入）

兵藤　一也 渡部　哲男 荒井　崇博
➋-➊
②①⑦

神山雄一郎

熊　本 山崎　芳仁（28）福　島 平原　康多 神山雄一郎 兵藤　一也 小嶋　敬二 渡邉　晴智 新田　康仁 佐藤慎太郎 佐藤　友和
➊-➏
①⑥③

佐藤　友和

西武園 三宅　　伸（39）岡　山 石丸　寛之 海老根恵太 渡邉　晴智 佐藤　友和 荒井　崇博 加藤　慎平 山崎　芳仁 兵藤　一也
➍-➑
④⑧⑥

荒井　崇博

大　垣 山崎　芳仁（30）福　島 市田佳寿浩 村上　博幸 加倉　正義 石丸　寛之 兵藤　一也 伏見　俊昭 海老根恵太 平原　康多
➎-➑
⑤⑧④

井上　昌己

宇都宮 佐藤　友和（27）岩　手 村上　義弘 成田　和也 木村　貴宏
大塚健一郎
（事故入）

神山　拓弥
神山雄一郎
（落車再入）

武田　豊樹
（落車再入）

中村　浩士
（失格）

➎-➋
⑤②③

海老根恵太

岸和田 伏見　俊昭（35）福　島 佐藤慎太郎 村上　義弘 浅井　康太 加藤　慎平 岡部　芳幸 神山雄一郎 山崎　芳仁 平原　康多
➐-➌
⑦③①

深谷　知広

松　山 平原　康多（30）埼　玉 深谷　知広 海老根恵太 武田　豊樹 村上　義弘 鈴木謙太郎
神山雄一郎
（落車再入）

藤木　　裕
（落車棄権）

成田　和也
（7着失格）

➌-➐
③⑦⑧

深谷　知広

高　松 村上　博幸（34）京　都 松岡　健介 齋藤登志信 山賀　雅仁 脇本　雄太
神山雄一郎
（落車再入）

浅井　康太
（落車再入）

平原　康多
（落車再入）

新田　祐大
（2着失格）

➐-➍
⑦④⑥

池田　勇人

静　岡 山崎　芳仁（35）福　島 菊地　圭尚 浅井　康太 武田　豊樹 稲垣　裕之 岡田　征陽 大塚健一郎 桐山敬太郎 平原　康多
➍-❼
④⑦⑤

新田　祐大

久留米 渡邉　一成（32）福　島 佐藤慎太郎 新田　祐大 近藤　隆司 菊地　圭尚 脇本　雄太
稲垣　裕之
（失格）

➒-➌
⑨③①

諸橋　　愛

取　手 平原　康多（34）埼　玉 武田　豊樹 新田　祐大 浅井　康太 諸橋　　愛 和田健太郎 神山　拓弥 三谷　竜生 稲垣　裕之
➐-➊
⑦①②

武田　豊樹

四日市 新田　祐大（32）福　島 村上　義弘 村上　博幸 山田　英明 椎木尾拓哉 平原　康多 原田研太朗 吉澤　純平 古性　優作
➊-❾
①⑨⑦

諸橋　　愛

別　府 中川誠一郎（39）熊　本 佐藤慎太郎 吉澤　純平 武田　豊樹 和田真久留 松浦　悠士 小倉　竜二 香川　雄介 吉田　敏洋
➊-❾
①⑨⑤

松浦　悠士

豊　橋 清水　裕友（25）山　口 平原　康多 山田　英明 佐藤慎太郎 郡司　浩平 和田健太郎 村上　博幸 三谷　竜生
松浦　悠士
（落車携入）

❾-❺
➈⑤⑥

和田健太郎

川崎 郡司　浩平（30）神奈川 和田健太郎 守澤　太志 松浦　悠士 諸橋　　愛 園田　　匠 清水　裕友
平原　康多
（事故入）

深谷　知広
❼-➊
⑦①⑤

郡司浩平

第17回より読売新聞社杯の冠がつく

6月～11月までの各都道府県における平均競走得点１位者、地区毎の平均競走得点1位～3位が選ばれる

優勝者の白ヌキは完全優勝、出目の白ヌキは2車単

金子　貴志・小橋　正義
（4着同着）

岩津　裕介・村上　博幸
（落車棄権）

払戻し
回 スタールビー9着8着7着6着5着4着3着2着優勝（当時の年齢)・府県競輪場年月日
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■ヤンググランプリ YGP　ＧⅡ

出目 払戻金

平　塚 荒井　崇博（23）佐　賀 山口　貴嗣 笠松　信幸 大塚健一郎 兵藤　一也 齋藤紳一朗 川口　直人 中川誠一郎 友定　祐己
➒-➏
⑨⑥⑦

立　川 渡部　哲男（23）愛　媛 岡田　征陽 石毛　克幸 吉田　敏洋 笠松　信幸 川口　直人 栗田　雅也 小林　則之 中川誠一郎
➎-➊
⑤①⑧

京王閣 岡田　征陽（23）東　京 海老根恵太 藤原　憲征 吉田　敏洋 吉川　　誠 井上　昌己 中川誠一郎 矢口啓一郎 稲垣　裕之
➍-➒
④⑨⑦

立　川 海老根恵太（27）千　葉 武井　大介 井上　昌己 稲垣　裕之 武田　豊樹 岩津　裕介 平原　康多 矢口啓一郎 五十嵐　力
➎-➑
⑤⑧④

平　塚 山崎　芳仁（26）福　島 平原　康多 五十嵐　力 成田　和也 森田　達也 和田健太郎 岩津　裕介 永井　清史 渡邉　一成
➊-➏
①⑥⑦

京王閣 金成　和幸（27）福　島 佐藤　友和 菊地　圭尚 成田　和也 明田　春喜 永井　清史 石橋慎太郎 北津留　翼 渡邉　一成
➐-➋
⑦②⑨

立　川 菊地　圭尚（27）北海道 明田　春喜 飯野　祐太 松岡　貴久 新田　祐大 坂本　亮馬 小川　勇介 志村　太賀 松田　優一
➊-➐
①⑦⑨

平　塚 飯野　祐太（24）福　島 新田　祐大 鈴木謙太郎 浅井　康太 柴崎　　淳 坂本　亮馬 松岡　貴久 北津留　翼 菅田　壱道
➐-➋
⑦②⑧

京王閣 神山　拓弥（22）栃　木 伊原　克彦 菅田　壱道 柴﨑　　淳 池田　　良 牛山　貴広 藤野　孝彦
篠原　　忍
（落車再入）

木暮　安由
（失格）

➒-➐
⑨⑦③

立　川 深谷　知広（20）愛　知 水谷　好宏 三谷　将太 岩本　俊介 木暮　安由 西谷　岳文 牛山　貴広 坂本　貴史 脇本　雄太
➊-➍
①④③

平　塚 柴田　竜史（23）静　岡 相川　永伍 坂口　晃輔 上原　　龍 村上　直久 小川　祐司 松岡　篤哉 西村　光太 才迫　勇馬
➎-➐
⑤⑦⑨

京王閣 松岡　篤哉（30）岐　阜 稲毛　健太 小松崎大地 井上　　嵩 窓場千加頼 増原　正人 馬場　和広 原田研太朗 竹内　雄作
➒-➎
⑨⑤⑦

立　川 猪俣　康一（37）愛　知 和田真久留 三谷　竜生 小松﨑大地 阿部　力也 古性　優作 竹内　雄作 郡司　浩平 藤井　栄二
➐-➑
⑦⑧⑨

岸和田 近藤　龍徳（23）愛　知 三谷　竜生 栗山　俊介 金子　幸央 土屋　壮登 小岩　哲也 小原　唯志 坂本将太郎 野原　雅也
➐-➊
⑦①⑥

京王閣 野口　大誠（26）熊　本 川口　聖二 野原　雅也 谷口　遼平 栗山　俊介 杉森　輝大 日野　博幸 渡邉　雄太 元砂　勇雪
❾-❸
⑨③①

立　川 渡邉　雄太（22）静　岡 小笹　隼人 鈴木　竜士 吉田　拓矢 野口　大誠 神田　　　龍 取鳥　雄吾
新山　響平
（落車棄権）

畑段　嵐士
（7着失格）

➋-➏
②⑥⑦

平　塚 鈴木　竜士（23）茨　城 太田　竜馬 堀内　俊介 山岸　佳太 取鳥　雄吾 新山　響平 小川真太郎 吉田　拓矢 竹内　　翼
➋-❶
②①④

静　岡 太田　竜馬（22）徳　島 南　　　潤 佐々木　豪 島川　将貴 山崎　賢人 佐伯　辰哉 門田　　凌 松本　貴治 竹内　　翼
❺-❷
⑤②①

立　川 松本　貴治（26）愛　媛 森田　優弥 松井　宏佑 野口　裕史 宮本　隼輔 藤根　俊貴 河合　佑弥 南　　　潤
上田尭弥
（3着失格）

❸-❺
③⑤⑨

平塚 松井　宏佑（28）神奈川 宮本　隼輔 森田　優弥 高橋　晋也 坂井　洋 黒沢　征治 小原　佑太 小林　泰正 河合　佑弥
❶-❸
①③⑨

静岡 小原　佑太（25）青　森 高橋　晋也 寺崎　浩平 佐々木悠葵 山口　拳矢 町田　太我 石原　　颯 坂井　　洋 伊藤　颯馬
➋-➍
②④⑨

前々々年、前々年および前年にデビューした選手の競走得点上位者が選ばれる。

出目の白ヌキは2車単

払戻し
年 9着8着7着6着5着4着3着2着優勝（当時の年齢)・府県競輪場年月日
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■サマーナイトフェスティバル決勝戦　ＧⅡ

出目 払戻金

川　崎 有坂　直樹（35）秋　田 岡部　芳幸 山内　卓也 山田　裕仁 小川　圭二 吉岡　稔真 志智　俊夫 金子　貴志 山崎　芳仁
➍-➌
④③⑧

函　館 市田佳寿浩（30）福　井 佐藤　友和 兵藤　一也 村本　大輔 金田健一郎 濵口　髙彰 一丸　安貴 山崎　芳仁 稲垣　裕之
➋-➐
②⑦③

松　戸 濵口　高彰（39）岐　阜 永井　清史 前田　拓也 鈴木　　誠 手島　慶介 小野　俊之 伏見　俊昭 三宅　　伸 小倉　竜二
➌-➍
③④⑦

四日市 新田　康仁（34）静　岡 加藤　慎平 渡部　哲男 稲垣　裕之 石丸　寛之 兵藤　一也 井上　昌己
➎-➋
⑤②③

川　崎 武田　豊樹（35）茨　城 伏見　俊昭 加藤　慎平 石丸　寛之 内藤　宣彦 後閑　信一 中川誠一郎 山崎　芳仁 小橋　正義
➊-➋
①②③

函　館 成田　和也（31）福　島 神山雄一郎 山口　富生 加藤　慎平 石毛　克幸 佐藤　友和 髙木　隆弘 海老根恵太 田中　　誠
➋-➒
②⑨⑦

松　山 神山雄一郎（43）栃　木 深谷　知広 長塚　智広 紫原　政文 伏見　俊昭 五十嵐　力 小嶋　敬二 坂本　亮馬 南　　修二
➊-➎
①⑤⑨

四日市 武田　豊樹（38）茨　城 村上　義弘 深谷　知広 中村　浩士 菅田　壱道 川村　晃司 渡邉　一成 長塚　智広 藤木　　裕
➌-➋
③②①

いわき平 佐藤　友和（30）岩　手 成田　和也 池田　勇人 岡田　征陽 深谷　知広 村上　義弘 松岡　健介 坂本健太郎 脇本　雄太
➒-➋
⑨②④

松　戸 深谷　知広（24）愛　知 武田　豊樹 浅井　康太 神山雄一郎 石丸　寛之 佐藤　友和 川村　晃司 平原　康多 天田　裕輝
➊-➒
①⑨③

函　館 近藤　龍徳（24）愛　知 新田　祐大 芦澤　大輔 岩津　裕介 原田研太朗 山崎　芳仁 小埜　正義 浅井　康太 柏野　智典
❺-❼
⑤⑦⑧

川　崎 浅井　康太（32）三　重 武田　豊樹 村上　義弘 諸橋　　愛 金子　貴志 園田　　匠 平原　康多 吉田　敏洋 深谷　知広
➊-➐
①⑦③

伊東温泉 新田　祐大（31）福　島 渡邉　一成 村上　義弘 深谷　知広 岡村　　潤 浅井　康太 園田　　匠 原田研太朗 三谷　竜生
➐-➋
⑦②①

松　戸 渡邉　一成（34）福　島 深谷　知広 松浦　悠士 平原　康多 中村　浩士 古性　優作 菅田　壱道 浅井　康太 竹内　雄作
❷-❼
②⑦⑥

別　府 村上　博幸（40）京　都 渡邉　雄太 園田　　匠 佐藤慎太郎 小倉　竜二 松浦　悠士 平原　康多 中川誠一郎 吉田　拓矢
❺-❹
⑤④⑧

いわき平 清水　裕友（25）山　口 新田　祐大 稲川　　翔 吉澤　純平 佐藤慎太郎 松浦　悠士 郡司　浩平
内藤　秀久
（落車棄権）

岩津　裕介
（失格）

❾-❼
➈⑦⑤

函　館 松浦　悠士（30）広　島 山口　拳矢 阿竹　智史 清水　裕友 守澤　太志 佐藤慎太郎 小倉　竜二 岩本　俊介 山崎　賢人
➌-➑
③⑧④

平成17年（2005年）の第1回から平成26年（2014年）まで２日制で開催されていた。
平成27年（2015年）の第11回から３日制で開催されるようになった。

前年11月～4月までのGP～FⅠ優勝者から選ばれる。

出目の白ヌキは2車単

山崎　芳仁・内田　慶
（4着同着）

払戻し
回 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着
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■共同通信社杯決勝戦　ＧⅡ

出目 払戻金

平　塚 伊藤　豊明（30）愛　媛 滝澤　正光 中野　浩一 山口　健治 小磯　伸一 竹内　久人 松本　　整 佐古　雅俊 井上　茂徳 ⑥-②

平　塚 坂本　　勉（27）青　森 佐藤　嘉修 井上　茂徳 山口　健治 松村　信定 郡山　久二 馬場　　進
工　　正信
（落車棄権）

滝澤　正光
（2着失格）

①-⑥

平　塚 滝澤　正光（30）千　葉 三宅　勝彦 松本　　整 中野　浩一 神山雄一郎 伊藤　豊明 濵口　高彰 坂本　　勉 井上　茂徳 ③-②

平　塚 郡山　久二（27）大　阪 坂本　　勉 俵　　信之 滝澤　正光 井上　茂徳 三宅　勝彦 松村　信定 細川　貴雄 神山雄一郎 ④-③

大　垣　 鈴木　　誠（27）千　葉 吉岡　稔真 山本　真矢 滝澤　正光 梶應　弘樹 小橋　正義 山田　裕仁 坂本　　勉 高木　隆弘 ③-②

広　島 神山雄一郎（25）栃　木 滝澤　正光 俵　　信之 小橋　正義 松本　　整 吉岡　稔真 海田　和裕 児玉　広志 稲村　成浩 ①-⑤

大　垣 高木　隆弘（25）神奈川 鈴木　　誠 井上　茂徳 内林　久徳 尾崎　雅彦 滝澤　正光 斉藤　正剛 澤田　義和 神山雄一郎 ④-②

名古屋 後閑　信一（25）群　馬 吉岡　稔真 大竹　慎吾 山口　幸二 児玉　広志 濵口　髙彰 大矢　勇一 富永　益生 小嶋　敬二 ⑤-⑥

花月園 神山雄一郎（28）栃　木 児玉　広志 本田　晴美 星島　　太 十文字貴信 太田　真一 伏見　俊昭 北川　智博 吉岡　稔真
➐-➊
⑤-①

久留米 神山雄一郎（29）栃　木 後閑　信一 十文字貴信 郡山　久二 東出　　剛 小嶋　敬二 西川　親幸 馬渕　紀明 高谷　雅彦
➊-➒
①-⑥

広　島 内林　久徳（35）滋　賀 新藤　　敦 神山雄一郎 平田　崇昭 児玉　広志 茂木　和臣 山本　真矢 須田　雄一 松岡　彰洋
➊-➏
①-⑤

高　松 内林　久徳（36）滋　賀 井上　貴照 神山雄一郎 出口　眞浩 有坂　直樹 金古　将人 太田　真一 斉藤　正剛 金山　栄治
➐-➑
⑤-⑥

取　手 神山雄一郎（32）栃　木 伏見　俊昭 渡会　宏和 内林　久徳 會田　正一 渡邉　晴智 岡部　芳幸 藤田　和彦
和泉田喜一
（落車再入）

➒-➐
⑤-⑥

京王閣 後閑　信一（31）群　馬 松本　　整 米田　勝洋 児玉　広志 神山雄一郎 手島　慶介 小川　　巧 井上　貴照 稲村　成浩
➋-➒
②-⑥

宇都宮 神山雄一郎（34）栃　木 小野　俊之 藤井　久之 幸田　光博 戸邉　英雄 岡部　芳幸 大塚健一郎 村上　義弘 室井　竜二
➊-➌
①③⑥

広　島 吉岡　稔真（33）福　岡 一丸　安貴 山田　裕仁 加倉　正義 松岡　彰洋 小橋　正義 合志　正臣 岡部　芳幸 伏見　俊昭
➋-➑
②⑧①

高　松 佐藤慎太郎（27）福　島 岡部　芳幸 兵藤　一也 加倉　正義 村上　義弘 阿部　康雄 三宅　　伸 山田　裕仁 吉田　敏洋
➌-➐
③⑦⑤

松　山 兵藤　一也（27）群　馬 佐藤慎太郎 大塚健一郎 金田健一郎 山崎　芳仁 小嶋　敬二
鈴木　　誠
（事故入）

海老根恵太
金子　貴志
（5着失格）

➎-➋
⑤②⑥

岐　阜 合志　正臣（29）熊　本 岡部　芳幸 山崎　芳仁 市田佳寿浩 手島　慶介 前田　　新 金成　和幸 渡辺　航平 阿部　康雄
➒-➐
⑨⑦③

向日町 村上　博幸（28）京　都 北川　紋部 山崎　芳仁 有坂　直樹 新田　康仁 佐藤慎太郎 榊枝　輝文 室井　竜二 武田　豊樹
➋-➏
②⑥⑦

久留米 佐藤　友和（25）岩　手 平原　康多 伏見　俊昭 海老根恵太 神山雄一郎 坂上　樹大 兵藤　一也 山崎　芳仁
山田　裕仁
（5着失格）

➌-➐
③⑦①

佐世保 永井　清史（25）岐　阜 坂上　樹大 伏見　俊昭 齋藤登志信 武田　豊樹 平原　康多 井上　昌己 石丸　寛之 浅井　康太
➑-➍
⑧④②

取　手 山崎　芳仁（30）福　島 成田　和也 有坂　直樹 山口　幸二 武田　豊樹 幸田　光博　 神山雄一郎 村上　博幸 平原　康多
➋-➐
②⑦⑧

小松島 村上　義弘（35）京　都 市田佳寿浩 朝日　　勇 山賀　雅仁 加倉　正義 守田　秀昭
平原　康多
（失格）

➊-➐
①⑦⑧

奈　良 伏見　俊昭（34）福　島 斉藤　正剛 山崎　芳仁 園田　　匠 飯嶋　則之 武田　豊樹 川村　晃司 小倉　竜二 新田　祐大
➐-➏
⑦⑥③

武　雄 武田　豊樹（37）茨　城 長塚　智広 松岡　貴久 浅井　康太 芦澤　大輔 合志　正臣 岩本　俊介 平原　康多 井上　昌己
➒-➋
⑨②⑤

松　阪 小野　俊之（35）大　分 浅井　康太 松岡　貴久 武田　豊樹 岡田　征陽 岡部　芳幸 飯嶋　則之 友定　祐己 深谷　知広
➍-➎
④⑤③

名古屋 渡邉　一成（28）福　島 成田　和也 南　　修二 稲垣　裕之 柴﨑　俊光 鈴木　裕 望月　永悟 佐藤　友和
脇本　雄太
（失格）

➎-➋
⑤②⑦

福　井 長塚　智広（34）茨　城 深谷　知広 岡田　征陽 村上　義弘 飯野　祐太 三宅　達也 神山雄一郎 安東　宏高 神山　拓弥
➌-➋
③②⑦

伊東温泉 新田　祐大（28）福　島 成田　和也 岩津　裕介 村上　義弘 稲川　　翔 小倉　竜二 平原　康多 稲垣　裕之 深谷　知広
➒-➌
⑨③⑦

防　府 神山雄一郎（47）栃　木 新田　祐大 稲垣　裕之 山崎　芳仁 大槻　寛徳 渡部　哲男 萩原　孝之 原田研太朗 山田　久徳
❶-➌
①③②

富　山 竹内　雄作（28）岐　阜 神山雄一郎 園田　　匠 新田　祐大 守澤　太志 西村　光太
佐藤　悦夫
（落再入）

平原　康多
（落再入）

浅井　康太
（失格）

➎-➋
⑤②③

坂本　亮馬・菅田壱道
（落車棄権）

払戻し
回 9着8着7着6着5着4着3着2着優勝（当時の年齢)・府県競輪場年月日
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■ウィナーズカップ決勝戦　ＧⅡ

出目 払戻金

高　松 郡司　浩平（26）神奈川 中村　浩士 平原　康多 武田　豊樹 木暮　安由 東口　善朋 原田研太朗 稲垣　裕之 稲川　　翔
❾-➍
⑨④⑦

松　山 武田　豊樹（44）茨　城 平原　康多 原田研太朗 三谷　竜生 村上　義弘 浅井　康太 渡部　哲男 香川　雄介 橋本　　強
❾-❸
⑨③②

大　垣 脇本　雄太（30）福　井 浅井　康太 郡司　浩平 中村　浩士 太田　竜馬 松浦　悠士 佐藤慎太郎 山崎　賢人 渡邉　雄太
❶-❺
①⑤②

福　井 松浦　悠士（29）広　島 守澤　太志 高橋　晋也 古性　優作 吉田　敏洋 柏野　智典 和田健太郎 原田研太郎 清水　裕友
❼-❸
⑦③⑧

松　阪 清水　裕友（26）山　口 古性　優作 松浦　悠士 山田　英明 郡司　浩平 稲川　　翔 守澤　太志 高橋　晋也 深谷　知広
➒-❹
⑨④②

前年7月～12月までの1位回数上位者から選ばれる。

出目の白ヌキは2車単

払戻し
回 9着8着7着6着5着4着3着2着優勝（当時の年齢)・府県競輪場年月日出目 払戻金

武　雄 諸橋　　愛（40）新　潟 平原　康多 新田　祐大 松谷　秀幸 稲川　翔 村上　義弘 渡邉　一成 村上　博幸
守澤　太志
（失格）

➍-➌
④③⑨

高　知 平原　康多（36）埼　玉 清水　裕友 浅井　康太 山崎　賢人 郡司　浩平 山田　英明 和田　　圭
村上　義弘
（落車棄権）

太田　竜馬
（失格）

❼-❹
⑦④①

松　阪 郡司　浩平（29）神奈川 佐藤慎太郎 平原　康多 渡邉　一成 柴崎　　淳 金子　貴志 稲川　　翔 山崎　賢人 諸橋　　愛
❶-❼
①⑦⑤

伊東温泉 中本　匠栄（33）熊本 松浦　悠士 園田　匠 新田　祐大 岩本　俊介 山﨑　賢人 脇本　雄太
吉澤　純平
（落車棄権）

山田　英明
（失格）

❻-❼
⑥⑦⑧

岐阜 山口　拳矢（25）岐阜 平原　康多 鈴木　裕 新田　祐大 守澤　太志 杉森　輝大 清水　裕友 郡司　浩平 新山　響平
➋-➒
➁⑨④

1月～6月のFⅠ決勝1位～3位回数上位者から選ばれる。

優勝者の白ヌキは完全優勝、出目の白ヌキは2車単

払戻し

第1回から第6回までは全国8地区の競走得点1位者に推薦1名が加わり、一発勝負で行われた。
第7回は全日本選抜競輪スタールビー賞の冠レースとして行われ、第8回からは4日制の準特別競輪。
平成21年より春一番、秋本番の年2開催となったが、平成24年からは再び年1回開催に戻った。

年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 9着8着7着6着5着4着3着回
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■ウィナーズカップ決勝戦　ＧⅡ

出目 払戻金

高　松 郡司　浩平（26）神奈川 中村　浩士 平原　康多 武田　豊樹 木暮　安由 東口　善朋 原田研太朗 稲垣　裕之 稲川　　翔
❾-➍
⑨④⑦

松　山 武田　豊樹（44）茨　城 平原　康多 原田研太朗 三谷　竜生 村上　義弘 浅井　康太 渡部　哲男 香川　雄介 橋本　　強
❾-❸
⑨③②

大　垣 脇本　雄太（30）福　井 浅井　康太 郡司　浩平 中村　浩士 太田　竜馬 松浦　悠士 佐藤慎太郎 山崎　賢人 渡邉　雄太
❶-❺
①⑤②

福　井 松浦　悠士（29）広　島 守澤　太志 高橋　晋也 古性　優作 吉田　敏洋 柏野　智典 和田健太郎 原田研太郎 清水　裕友
❼-❸
⑦③⑧

松　阪 清水　裕友（26）山　口 古性　優作 松浦　悠士 山田　英明 郡司　浩平 稲川　　翔 守澤　太志 高橋　晋也 深谷　知広
➒-❹
⑨④②

前年7月～12月までの1位回数上位者から選ばれる。

出目の白ヌキは2車単

払戻し
回 9着8着7着6着5着4着3着2着優勝（当時の年齢)・府県競輪場年月日出目 払戻金

武　雄 諸橋　　愛（40）新　潟 平原　康多 新田　祐大 松谷　秀幸 稲川　翔 村上　義弘 渡邉　一成 村上　博幸
守澤　太志
（失格）

➍-➌
④③⑨

高　知 平原　康多（36）埼　玉 清水　裕友 浅井　康太 山崎　賢人 郡司　浩平 山田　英明 和田　　圭
村上　義弘
（落車棄権）

太田　竜馬
（失格）

❼-❹
⑦④①

松　阪 郡司　浩平（29）神奈川 佐藤慎太郎 平原　康多 渡邉　一成 柴崎　　淳 金子　貴志 稲川　　翔 山崎　賢人 諸橋　　愛
❶-❼
①⑦⑤

伊東温泉 中本　匠栄（33）熊本 松浦　悠士 園田　匠 新田　祐大 岩本　俊介 山﨑　賢人 脇本　雄太
吉澤　純平
（落車棄権）

山田　英明
（失格）

❻-❼
⑥⑦⑧

岐阜 山口　拳矢（25）岐阜 平原　康多 鈴木　裕 新田　祐大 守澤　太志 杉森　輝大 清水　裕友 郡司　浩平 新山　響平
➋-➒
➁⑨④

1月～6月のFⅠ決勝1位～3位回数上位者から選ばれる。

優勝者の白ヌキは完全優勝、出目の白ヌキは2車単

払戻し

第1回から第6回までは全国8地区の競走得点1位者に推薦1名が加わり、一発勝負で行われた。
第7回は全日本選抜競輪スタールビー賞の冠レースとして行われ、第8回からは4日制の準特別競輪。
平成21年より春一番、秋本番の年2開催となったが、平成24年からは再び年1回開催に戻った。

年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 9着8着7着6着5着4着3着回
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■ＧⅢ決勝戦

出目 払戻金

立　川
（69）

平原　康多 桑原　大志 鈴木　竜士 郡司　浩平 内藤　秀久 坂本健太郎 清水　裕友 近藤　　保
鈴木　庸之
(事故入)

❼-❹
⑦④①

捲り

岸和田（71）
in和歌山

松浦　悠士 稲川　　翔 和田健太郎 小松崎大地 和田　真久留 才迫　　開
守澤　太志
(落再入)

恩田　淳平
(落携入)

浅井　康太
(失格)

➋-❸
➁③①

捲り

大　宮
（72）

平原　康多 佐藤慎太郎 鈴木　庸之 河野　通孝 合志　正臣 岩本　俊介 東　龍之介 清水　裕友 森田　優弥
❶-➋
①➁⑦

捲り

松　山
（71）

松本　貴治 橋本　　強 渡部　哲男 渡邉　一成 郡司　浩平 松浦　悠士 坂口　晃輔 東口　善朋 島川　将貴
❹-❶
④①⑧

捲り

豊　橋
（71）

吉田　敏洋 松浦　悠士 諸橋　愛 浅井　康太 佐藤慎太郎 野原　雅也 村上　博幸 岡村　　潤 深谷　知広
❻-❼
⑥⑦③

差し

高　松
（70）

松浦　悠士 平原　康多 東口　善朋 阿部　大樹 松谷　秀幸 瓜生　崇智 守澤　太志 眞杉　　匠 町田　太我
❼-❷
⑦②⑤

差し

奈　良
（70）

山田　久徳 松本　貴治 武藤　龍生 中井　太祐 佐藤慎太郎 村上　博幸 宿口　陽一 中井　俊亮 稲毛　健太
❽-❼
⑧⑦③

捲り

いわき平
（70）

鷲田　佳史 庄子　信弘 西岡　正一 飯野　祐太 朝倉　智仁
河野　通孝
（落携入）

隅田　洋介
（落携入）

村田　雅一
（落携入）

森田　優弥
(失格)

❸-❹
③④⑥

　32,630
差し

玉野（70）
in広島

松浦　悠士 取鳥　雄吾 和田健太郎 山田　英明 小川　勇介 黒沢　征治 清水　裕友 岩津　裕介 太田　竜馬
❸-❽
③⑧①

差し

大　垣
（68）

平原　康多 古性　優作 原　　真司 守澤　太志 吉田　拓矢 郡司　浩平 柴崎　　淳
上田　尭弥
（落携入）

浅井　康太
(失格)

❷-❼
②⑦⑥

マーク

宇都宮
（国）

渡部　幸訓 杉森　輝大 竹内　雄作 柏野　智典 小川真太郎 神山雄一郎 佐々木悠葵 宿口　陽一 新田康仁
❹-❺
④⑤③

差し

☆四日市 諸橋　愛 平原　康多 香川　雄介 守澤　太志 松浦　悠士 福島　武士 浅井　康太 深谷　知広 原田研太朗
❺-❸
⑤③⑧

差し

☆川　崎
（72）

郡司　浩平 松谷　秀幸 清水　裕友 南　　修二 古性　優作 佐々木雄一 松井　宏佑 山崎　賢人 桑原　大志
❶-❾
①⑨⑦

差し

西武園
（71）

野口　裕史 岡村　　潤 守澤　太志 萩原　孝之 宿口　陽一 村上　義弘 園田　　匠
高橋　晋也
（落滑入）

町田　太我
❹-❾
④⑨⑤

逃げ

武　雄
（71）

松浦　悠士 小倉　竜二 佐藤慎太郎 岩本　俊介 山田　英明 室井　健一 郡司　浩平 清水　裕友 山田　庸平
❸-❼
③⑦⑨

差し

奈　良
（施）

三谷　将太 石原　　颯 福島　武士 鷲田　佳史 大川　龍二 久木原　洋 松崎　貴久 吉田　茂生 中西　　大
❼-❾
⑦⑨➁

差し

函　館
（71）

松浦　悠士 佐藤慎太郎 古性　優作 守澤　太志 村上　義弘 野口　裕史 松谷　秀幸 椎木尾拓哉 柏野　智典
➊ ➎
①⑤⑦

捲り

前　橋
（71）

小倉　竜二 清水　裕友 阿部　力也 東口　善朋 吉田　敏洋 海老根恵太 渡邉　雄太 竹内　雄作 脇本　勇希
❾-➊
➈①⑤

差し

別　府
（71）

守澤　太志 郡司　浩平 園田　　匠 北津留　翼 中本　匠栄 村上　博幸 大槻　寛徳 山口　拳矢 松浦　悠士
❾-➌
⑨③④

差し

福　井
（大）

柴崎　　淳 野田源一 合志　正臣 鷲田　佳史 池田　　良 渡部　幸訓 小林　大介 磯田　　旭 吉田　茂生
➋-➒
➁⑨⑤

捲り

☆松　山
（国）

町田　太我 金子　幸央 菊池　岳仁 坂本　貴史 相川　永伍 齋藤登志信 久米　康平 近藤　龍徳 吉永　好宏
❸-❻
③⑥①

逃げ

久留米
（72）

吉田　拓矢 門田　　凌 取鳥　雄吾 香川　雄介 山田　英明 岩本　俊介
稲川　　翔
（落車棄権）

吉本　卓仁
（落車棄権）

桑原　大志
(失格)

❼-❽
⑦⑧⑨

捲り

小松島
（71）

太田　竜馬 小倉　竜二 小川真太郎 山田　庸平 池田　憲昭 佐々木悠葵 和田　　圭 中井　太祐 町田　太我
➒-❶
⑨①⑦

捲り

福　井
（71）

古性　優作 郡司　浩平 岩津　裕介 三谷　竜生 村田　雅一 齋藤登志信 松岡　健介 森田　優弥 山口　拳矢
➊-➌
①③➁

捲り

富　山
7/23～26 稲垣　裕之 三谷　将太 藤井　侑吾 宮越　孝治 竹内　雄作

柿澤　大貴
（落担入）

堀内　俊介
（落携入）

小原　太樹
（落担入）

阿部　力也
（落携入）

➌-➒
③⑨⑥

捲り

高　知
(7１)

7/29～8/1 長島　大介 佐藤慎太郎 志村　太賀 坂本健太郎 山中　貴雄 真杉　　匠 河村　雅章 石原　　颯 中川誠一郎
❼-➊
⑦①⑧

捲り

☆川　崎 吉澤　純平 門田　　凌 櫻井　正孝 雨谷　一樹 白戸淳太郎 高原　仁志 内山　雅貴 伊原　克彦 簗田　一輝
➋-➌
➁③④

捲り

松　戸
（71）

松浦　悠士 岩津　裕介 藤岡　隆治 吉田　拓矢 荒井　嵩博 佐々木雄一 中川誠一郎 山口　泰生 渡邉　雄太
➋-➎
②⑤⑥

逃げ

小田原
（72）

松井　宏佑 田中　晴基 守澤　太志 柏野　智典 清水　裕友 佐藤　友和 久米　　良 石塚輪太郎 佐々木　豪
➊-❹
①④②

逃げ

向日町
（71）

脇本　雄太 村上　博幸 瓜生　崇智 内藤　秀久 佐藤慎太郎 田中　晴基 眞杉　　匠 大森　慶一 大石　剣士
➊-➎
①⑤⑥

逃げ

松　阪
（71）

浅井　康太 園田　　匠 守澤　太志 中本　匠栄 清水　裕友 木暮　安由 平原　康多 郡司　浩平 宿口　陽一
➊-❽
①⑧⑤

捲り

青　森
（71）

佐々木雄一 深谷　知広 東口　善朋 坂本　貴史 吉澤　純平 石毛　克幸 東龍之介 上田　尭弥 阿部　拓真
➊-❸
①③⑤

差し

平　塚
（71） （10/1台風順延）

郡司　浩平 古性　優作 小倉　竜二 野田　源一 松坂　洋平 稲川　　翔 清水　裕友 新田　祐大 小松崎大地
❶-➒
①⑨⑦

捲り

熊本（71）
in久留米

嘉永　泰斗 瓜生　崇智 平原　康多 諸橋　愛 谷口　遼平
松浦　悠士
（落滑入）

佐藤慎太郎
（落滑入）

磯田　　旭 北津留　翼
❶-❹
①④⑨

捲り

☆前　橋
（71）

宿口　陽一 山田　　諒 阿部　大樹 久米　　良 武藤　龍生 友定　祐己 田中　　誠 齋藤登志信 伊藤　成紀
❶-❸
①③⑨

捲り

防　府
（72）

清水　裕友 宮本　隼輔 山下　一輝 諸橋　愛 小倉　竜二 小原　太樹 柏野　智典 和田　　圭 阿部　拓真
❶-➏
①⑥④

差し

☆四日市
（70）

坂井　　洋 浅井　康太 郡司　浩平 東口　善朋 中村　浩士 稲垣　裕之 古性　優作 岩本　俊介
内藤　秀久
(失格)

➑-❶
⑧②①

捲り

武　雄
（施）

荒井　崇博 松岡　辰泰 五十嵐　力 内藤　宣彦 原田研太朗 松岡　貴久 坂本　貴史 高原　仁志 上田　尭弥
❶-❹
①④⑥

捲り

松　山
（72）

橋本　　強 新田　祐大 松本　貴治 渡部　哲男 松谷　秀幸 山田　庸平 香川　雄介 大森　慶一 稲垣　裕之
❶-❷
①②⑧

差し

広　島
（69）

松浦　悠士 町田　太我 阿部　拓真 和田健太郎 大坪　功一 阿竹　智史 野原　雅也 三登　誉哲 池田　　良
❷-➒
②⑨⑤

差し

伊　東
（71）

新田　祐大 深谷　知広 松坂　洋平 長島　大介 村田　雅一 坂口　晃輔 寺崎　浩平 北津留　翼 椎木尾拓哉
➒-❶
⑨①⑥

捲り

佐世保
（71）

和田健太郎 井上　昌己 鈴木　　裕 小川　勇介 深谷　知広 松岡　健介 新山　響平 金子　幸央 竹内　　翼
❶-➋
①②⑨

差し

立　川
（70）

吉田　拓矢 浅井　康太 新田　祐大 清水　裕友 菊地　圭尚 久米　良
稲村　好将
(事故入)

木村　　弘
桐山敬太郎
（失格）

❶-➋
①②③

差し

和歌山
（72）

　1/9-12 郡司　浩平 佐藤慎太郎 東口　善朋 古性　優作 神山　拓弥 松浦　悠士 岩津　裕介 松本秀之介 根田　空史
➐ ➎
⑦⑤⑨

捲り

大　宮
（73）

平原　康多 成田　和也 武藤　龍生 宿口　陽一 原口　昌平 山田　庸平 和田真久留 深谷　知広 黒沢　征治
❶-➍
①④⑦

差し

決まり手5着 6着 7着 8着 9着
払戻し

競輪場 月日
上がり
タイム

優勝 2着 3着 4着
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■ＧⅢ決勝戦

出目 払戻金

豊　橋
（72）

原田研太朗 清水　裕友 佐藤慎太郎 郡司　浩平 和田　　圭 中本　匠栄 岡本　　総 吉田　敏洋 取鳥　雄吾
❶-➒
①⑨③

差し

高　松
（71）

山田　久徳 古性　優作 佐藤慎太郎 中川誠一郎 香川　雄介 松浦　悠士 池田　憲昭 原　　誠宏 小川真太郎
❼-➊
⑦①⑤

差し

静　岡
（69）

佐藤慎太郎 諸橋　　　愛 郡司　浩平 浅井　康太 小川真太郎 吉澤　純平 小倉　竜二 荒井　崇博 伊藤　　旭
❾-➌
⑨③①

差し

奈　良
（71）

松浦　悠士 宮本　隼輔 吉田　拓矢 柏野　智典 西田　雄志 宿口　陽一 脇本　雄太 古性　優作 石原　　颯
❼-➍
⑦④②

差し

高　知
（施）

阿部　将大 宗崎　世連 岩谷　拓磨 中西　大 佐々木則幸 志村　太賀 田尾　駿介 島川　将貴 金子　幸央
➑ ❻
⑧⑥⑦

差し

名古屋
（72）

眞杉　匠 阿部　力也 伏見　俊昭 東口　善朋 小川真太郎 渡邉　雄太
高橋　和也
（落携入）

内藤　宣彦
（落携入）

松浦　悠士
(落車棄権)

❺ ❼
⑤⑦⑧

逃げ

大　垣
（69）

平原　康多 山口　拳矢 岩本　俊介 菊地　圭尚 大森　慶一 村田　雅一 郡司　浩平 石川　裕二 飯野　祐太
❺-❶
⑤①⑦

捲り

玉　野
（71）

脇本　雄太 松浦　悠士 吉田　拓矢 志村　太賀 松岡　辰泰 柏野　智典 佐藤慎太郎 和田　圭 山根　将太
❼-❺
⑦⑤②

　780
捲り

( )内の数字は開設記念競輪の周年とする。
（国）国際自転車トラック競技支援競輪
（施）施設整備等協賛競輪
（大）大阪・関西万博協賛競輪

出目の白ヌキは２車単

上がり
タイム

決まり手

☆ナイターGⅢ

5着 6着 7着 8着 9着
払戻し

競輪場 月日 優勝 2着 3着 4着

■ＧⅢ決勝戦

出目 払戻金

立　川
（69）

平原　康多 桑原　大志 鈴木　竜士 郡司　浩平 内藤　秀久 坂本健太郎 清水　裕友 近藤　　保
鈴木　庸之
(事故入)

❼-❹
⑦④①

捲り

岸和田（71）
in和歌山

松浦　悠士 稲川　　翔 和田健太郎 小松崎大地 和田　真久留 才迫　　開
守澤　太志
(落再入)

恩田　淳平
(落携入)

浅井　康太
(失格)

➋-❸
➁③①

捲り

大　宮
（72）

平原　康多 佐藤慎太郎 鈴木　庸之 河野　通孝 合志　正臣 岩本　俊介 東　龍之介 清水　裕友 森田　優弥
❶-➋
①➁⑦

捲り

松　山
（71）

松本　貴治 橋本　　強 渡部　哲男 渡邉　一成 郡司　浩平 松浦　悠士 坂口　晃輔 東口　善朋 島川　将貴
❹-❶
④①⑧

捲り

豊　橋
（71）

吉田　敏洋 松浦　悠士 諸橋　愛 浅井　康太 佐藤慎太郎 野原　雅也 村上　博幸 岡村　　潤 深谷　知広
❻-❼
⑥⑦③

差し

高　松
（70）

松浦　悠士 平原　康多 東口　善朋 阿部　大樹 松谷　秀幸 瓜生　崇智 守澤　太志 眞杉　　匠 町田　太我
❼-❷
⑦②⑤

差し

奈　良
（70）

山田　久徳 松本　貴治 武藤　龍生 中井　太祐 佐藤慎太郎 村上　博幸 宿口　陽一 中井　俊亮 稲毛　健太
❽-❼
⑧⑦③

捲り

いわき平
（70）

鷲田　佳史 庄子　信弘 西岡　正一 飯野　祐太 朝倉　智仁
河野　通孝
（落携入）

隅田　洋介
（落携入）

村田　雅一
（落携入）

森田　優弥
(失格)

❸-❹
③④⑥

　32,630
差し

玉野（70）
in広島

松浦　悠士 取鳥　雄吾 和田健太郎 山田　英明 小川　勇介 黒沢　征治 清水　裕友 岩津　裕介 太田　竜馬
❸-❽
③⑧①

差し

大　垣
（68）

平原　康多 古性　優作 原　　真司 守澤　太志 吉田　拓矢 郡司　浩平 柴崎　　淳
上田　尭弥
（落携入）

浅井　康太
(失格)

❷-❼
②⑦⑥

マーク

宇都宮
（国）

渡部　幸訓 杉森　輝大 竹内　雄作 柏野　智典 小川真太郎 神山雄一郎 佐々木悠葵 宿口　陽一 新田康仁
❹-❺
④⑤③

差し

☆四日市 諸橋　愛 平原　康多 香川　雄介 守澤　太志 松浦　悠士 福島　武士 浅井　康太 深谷　知広 原田研太朗
❺-❸
⑤③⑧

差し

☆川　崎
（72）

郡司　浩平 松谷　秀幸 清水　裕友 南　　修二 古性　優作 佐々木雄一 松井　宏佑 山崎　賢人 桑原　大志
❶-❾
①⑨⑦

差し

西武園
（71）

野口　裕史 岡村　　潤 守澤　太志 萩原　孝之 宿口　陽一 村上　義弘 園田　　匠
高橋　晋也
（落滑入）

町田　太我
❹-❾
④⑨⑤

逃げ

武　雄
（71）

松浦　悠士 小倉　竜二 佐藤慎太郎 岩本　俊介 山田　英明 室井　健一 郡司　浩平 清水　裕友 山田　庸平
❸-❼
③⑦⑨

差し

奈　良
（施）

三谷　将太 石原　　颯 福島　武士 鷲田　佳史 大川　龍二 久木原　洋 松崎　貴久 吉田　茂生 中西　　大
❼-❾
⑦⑨➁

差し

函　館
（71）

松浦　悠士 佐藤慎太郎 古性　優作 守澤　太志 村上　義弘 野口　裕史 松谷　秀幸 椎木尾拓哉 柏野　智典
➊ ➎
①⑤⑦

捲り

前　橋
（71）

小倉　竜二 清水　裕友 阿部　力也 東口　善朋 吉田　敏洋 海老根恵太 渡邉　雄太 竹内　雄作 脇本　勇希
❾-➊
➈①⑤

差し

別　府
（71）

守澤　太志 郡司　浩平 園田　　匠 北津留　翼 中本　匠栄 村上　博幸 大槻　寛徳 山口　拳矢 松浦　悠士
❾-➌
⑨③④

差し

福　井
（大）

柴崎　　淳 野田源一 合志　正臣 鷲田　佳史 池田　　良 渡部　幸訓 小林　大介 磯田　　旭 吉田　茂生
➋-➒
➁⑨⑤

捲り

☆松　山
（国）

町田　太我 金子　幸央 菊池　岳仁 坂本　貴史 相川　永伍 齋藤登志信 久米　康平 近藤　龍徳 吉永　好宏
❸-❻
③⑥①

逃げ

久留米
（72）

吉田　拓矢 門田　　凌 取鳥　雄吾 香川　雄介 山田　英明 岩本　俊介
稲川　　翔
（落車棄権）

吉本　卓仁
（落車棄権）

桑原　大志
(失格)

❼-❽
⑦⑧⑨

捲り

小松島
（71）

太田　竜馬 小倉　竜二 小川真太郎 山田　庸平 池田　憲昭 佐々木悠葵 和田　　圭 中井　太祐 町田　太我
➒-❶
⑨①⑦

捲り

福　井
（71）

古性　優作 郡司　浩平 岩津　裕介 三谷　竜生 村田　雅一 齋藤登志信 松岡　健介 森田　優弥 山口　拳矢
➊-➌
①③➁

捲り

富　山
7/23～26 稲垣　裕之 三谷　将太 藤井　侑吾 宮越　孝治 竹内　雄作

柿澤　大貴
（落担入）

堀内　俊介
（落携入）

小原　太樹
（落担入）

阿部　力也
（落携入）

➌-➒
③⑨⑥

捲り

高　知
(7１)

7/29～8/1 長島　大介 佐藤慎太郎 志村　太賀 坂本健太郎 山中　貴雄 真杉　　匠 河村　雅章 石原　　颯 中川誠一郎
❼-➊
⑦①⑧

捲り

☆川　崎 吉澤　純平 門田　　凌 櫻井　正孝 雨谷　一樹 白戸淳太郎 高原　仁志 内山　雅貴 伊原　克彦 簗田　一輝
➋-➌
➁③④

捲り

松　戸
（71）

松浦　悠士 岩津　裕介 藤岡　隆治 吉田　拓矢 荒井　嵩博 佐々木雄一 中川誠一郎 山口　泰生 渡邉　雄太
➋-➎
②⑤⑥

逃げ

小田原
（72）

松井　宏佑 田中　晴基 守澤　太志 柏野　智典 清水　裕友 佐藤　友和 久米　　良 石塚輪太郎 佐々木　豪
➊-❹
①④②

逃げ

向日町
（71）

脇本　雄太 村上　博幸 瓜生　崇智 内藤　秀久 佐藤慎太郎 田中　晴基 眞杉　　匠 大森　慶一 大石　剣士
➊-➎
①⑤⑥

逃げ

松　阪
（71）

浅井　康太 園田　　匠 守澤　太志 中本　匠栄 清水　裕友 木暮　安由 平原　康多 郡司　浩平 宿口　陽一
➊-❽
①⑧⑤

捲り

青　森
（71）

佐々木雄一 深谷　知広 東口　善朋 坂本　貴史 吉澤　純平 石毛　克幸 東龍之介 上田　尭弥 阿部　拓真
➊-❸
①③⑤

差し

平　塚
（71） （10/1台風順延）

郡司　浩平 古性　優作 小倉　竜二 野田　源一 松坂　洋平 稲川　　翔 清水　裕友 新田　祐大 小松崎大地
❶-➒
①⑨⑦

捲り

熊本（71）
in久留米

嘉永　泰斗 瓜生　崇智 平原　康多 諸橋　愛 谷口　遼平
松浦　悠士
（落滑入）

佐藤慎太郎
（落滑入）

磯田　　旭 北津留　翼
❶-❹
①④⑨

捲り

☆前　橋
（71）

宿口　陽一 山田　　諒 阿部　大樹 久米　　良 武藤　龍生 友定　祐己 田中　　誠 齋藤登志信 伊藤　成紀
❶-❸
①③⑨

捲り

防　府
（72）

清水　裕友 宮本　隼輔 山下　一輝 諸橋　愛 小倉　竜二 小原　太樹 柏野　智典 和田　　圭 阿部　拓真
❶-➏
①⑥④

差し

☆四日市
（70）

坂井　　洋 浅井　康太 郡司　浩平 東口　善朋 中村　浩士 稲垣　裕之 古性　優作 岩本　俊介
内藤　秀久
(失格)

➑-❶
⑧②①

捲り

武　雄
（施）

荒井　崇博 松岡　辰泰 五十嵐　力 内藤　宣彦 原田研太朗 松岡　貴久 坂本　貴史 高原　仁志 上田　尭弥
❶-❹
①④⑥

捲り

松　山
（72）

橋本　　強 新田　祐大 松本　貴治 渡部　哲男 松谷　秀幸 山田　庸平 香川　雄介 大森　慶一 稲垣　裕之
❶-❷
①②⑧

差し

広　島
（69）

松浦　悠士 町田　太我 阿部　拓真 和田健太郎 大坪　功一 阿竹　智史 野原　雅也 三登　誉哲 池田　　良
❷-➒
②⑨⑤

差し

伊　東
（71）

新田　祐大 深谷　知広 松坂　洋平 長島　大介 村田　雅一 坂口　晃輔 寺崎　浩平 北津留　翼 椎木尾拓哉
➒-❶
⑨①⑥

捲り

佐世保
（71）

和田健太郎 井上　昌己 鈴木　　裕 小川　勇介 深谷　知広 松岡　健介 新山　響平 金子　幸央 竹内　　翼
❶-➋
①②⑨

差し

立　川
（70）

吉田　拓矢 浅井　康太 新田　祐大 清水　裕友 菊地　圭尚 久米　良
稲村　好将
(事故入)

木村　　弘
桐山敬太郎
（失格）

❶-➋
①②③

差し

和歌山
（72）

　1/9-12 郡司　浩平 佐藤慎太郎 東口　善朋 古性　優作 神山　拓弥 松浦　悠士 岩津　裕介 松本秀之介 根田　空史
➐ ➎
⑦⑤⑨

捲り

大　宮
（73）

平原　康多 成田　和也 武藤　龍生 宿口　陽一 原口　昌平 山田　庸平 和田真久留 深谷　知広 黒沢　征治
❶-➍
①④⑦

差し

決まり手5着 6着 7着 8着 9着
払戻し

競輪場 月日
上がり
タイム

優勝 2着 3着 4着
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■KEIRIN EVOLUTION

出目 払戻金

1月26日 いわき平 井上　昌己（34）長　崎 稲村　成浩 十文字貴信 永井　清史 長塚　智広 松川　高大 矢口啓一郎
❶-❺
①⑤④

9月12日 前　橋 郡司　浩平（24）神奈川 大薗　　宏 黒田　　淳 金成　和幸 明田　春喜 雨谷　一樹 好永　　 晃
❺-❶
⑤①③

10月28日 防　府 河端　朋之（29）岡　山 三谷　将太 坂本　亮馬 小原　太樹 内村　泰三 遠澤　健二 高橋　陽介
❶-❷
①②⑤

12月9日 松　戸 池田　憲昭（32）香　川 中村　浩士 渡辺　十夢 吉川　　誠 永田　隼一 山中　貴雄 小嶋　敬二
❸-❶
③①⑦

2月3日 奈　良 一ノ瀬　匠（26）佐　賀 小埜　正義 安東　宏高 手島　志誠 稲毛　健太 堤　　　　洋 小川　祐司
❻-❸
⑥③④

9月6日 青　森 渡邉　一成（32）福　島 前反祐一郎 田中　晴基 小川　勇介 山田　敦也 西岡　拓朗 藤田　勝也
❶-❼
①⑦②

10月4日 京都向日町 早坂　秀悟（29）宮　城 原　　　誠宏 菅田　和宏 高原　仁志 三谷　竜生 河村　雅章 荒木　伸哉
❸-❹
③④⑦

11月15日 豊　橋 山賀　雅仁（33）千　葉 阿竹　智史 猪俣　康一 角　令央奈 桐山敬太郎 伊藤　裕貴 越智　展孝
❼-❸
⑦③①

1月8日-10日 小　倉 坂本　貴史（26）青　森 野田　源一 三宅　裕武 松坂　英司 山口　泰生 小野　大介 横山　尚則
❷-❶
②①⑥

2月2日 高　松 柏野　智典（37）岡　山 金子　哲大 松崎　貴久 松浦　悠士 松坂　洋平 岡村　　 潤 篠原　龍馬
❺－❷
⑤②④

7月10日 小松島 永井　清史（33）岐　阜 山口　貴嗣 椎木尾拓哉 根田　空史 金澤　竜二 山形　一気 石川　雅望
❺-❸
⑤③④

8月28日 豊　橋 脇本　雄太（27）福　井 藤田　大輔 根本　哲吏 渡邊　 　健 坂本健太郎 篠塚　光一 吉田　裕全
❸-❹
③④②

9月27日 玉　野 T・ボス（33）ｵﾗﾝﾀﾞ 坂本　貴史 北野　武史 F・ペルビス 山中　秀将 小林　大介 友定　祐己
❺－❷
⑤②④

10月18日 千　葉 佐藤　博紀（31）岩　手 武井　大介 土岐　幹多 栗山　俊介 加瀬　卓也 福島　武士 金子　幸央
❼-❶
⑦①⑥

11月15日 武　雄 M・ブフリ（23）ｵﾗﾝﾀﾞ 伊原　克彦 馬場　和広 武田　憲祐 上吹越俊一 和田健太郎　 佐川　翔吾
❷-❸
②③⑥

12月25日 広　島 D・ドミトリエフ（30）ﾛｼｱ 前反祐一郎 山田　義彦 齊藤　竜也 有賀　高史 工藤　文彦 守安　政雄
❺-❶
⑤①②

1月22日 松　山 中井　太祐（27）奈　良 大竹　慎吾 白戸淳太郎 立花　成泰 尾崎　 　剛 佐藤　和也 小川　祐司
❼－❷
⑦②①

2月10日-12日 小田原 山本　　直（24）岡　山 河野　通孝 大森　慶一 村上　直久 北川　紋部 森山　智徳 松山　桂輔
❶-❷
①②③

3月12日 大　垣 志智　俊夫（44）岐　阜 三宅　　 伸 伊藤　　 信 西本　直大 佐々木則幸 鈴木　竜士 佐藤　龍二
❶-❺
①⑤④

4月11日 川　崎 長島　大介（27）栃　木 吉田　茂生 飯塚　隼人 和田真久留 筒井　敦史 大塚　英伸 武藤　龍生
❸-❹
③④⑥

5月21日 函　館 伊勢崎彰大（38）千　葉 五十嵐　力 高橋　陽介 松岡　孔明 堀内　　 昇 星島　　 太
伊藤　成紀

（失格）
❷-❹
②④①

6月11日 大　垣 永井　清史（34）岐　阜 T・バベク 神田　　龍 林　　雄一 岡部　芳幸 西田　大志 佐藤　朋也
❶-❹
①④⑦

7月2日 久留米 M・ブフリ（24）ｵﾗﾝﾀﾞ 菅田　壱道 西村　光太 黒田　　 淳 芦澤大輔 中園　和剛 藤井　昭吾
❷-❶
②①③

7月9日 小松島 S・パーキンス（30）ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 長島　大介 齊藤　竜也 安部　貴之 佐藤　真一 山下　一輝 守安　政雄
❺-❶
⑤①③

7月25日 福　井 T・ボス（33）ｵﾗﾝﾀﾞ 吉永　和生 笠松　信幸 櫻井　正孝 掛水　泰範 中井　俊亮 中村　　 淳
❹-❸
④③⑦

8月22日 豊　橋 D・ドミトリエフ（31）ﾛｼｱ 元砂　勇雪 小野　大介 佐藤　友和 小林　信晴 金子　哲大 森安　崇之
❸-❼
③⑦⑤

9月10日 岐　阜 M・ブフリ（24）ｵﾗﾝﾀﾞ 脇本　雄太 雨谷　一樹 長尾　拳太 齋藤登志信 海老根恵太 大崎飛雄馬
❺－❷
⑤②⑦

10月17日 千　葉 T・ボス（34）ｵﾗﾝﾀﾞ 天田　裕輝 渡辺　十夢 角　令央奈 佐藤　一伸 三宅　達也 巴　　 直也
❸-❶
③①②

11月17日-19日 伊東温泉 S・パーキンス（30）ｵｰｽﾄﾗﾘｱ T・バベク 戸田　洋平 佐藤　友和 早坂　秀悟 小嶋　敬二 稲毛　健太
❻-❺
⑥⑤③

12月5日 別　府 山本　伸一（34）京　都 宮越　孝治 工藤　文彦 渡辺　正光 高間　悠平 成田　健児 伊藤　正樹
❼-❻
⑦⑥①

1月28日 松　阪 坂本　周輝（26）青　森 内藤　宣彦 神山　拓弥 松岡　貴久 佐藤　　 亙 山口　貴弘 馬場　和広
❺-❶
⑤①④

2月20日 静　岡 加賀山　淳（34）千　葉 高木　隆弘 岩本　和也 阿部　大樹 好永　　 晃 戸田　康平 内田　英介
❷-❻
②⑥①

3月23日-25日 小松島 福島　武士（32）香　川 佐々木雄一 須永　優太 三浦　稔太 山田　庸平 根本　哲吏 白岩　大助
❻-❺
⑥⑤③

4月22日 西武園 荒井　崇博（40）佐　賀 根田　空史 東口　善朋 雨谷　一樹 阿部　力也 石田　洋秀 下岡　優季
❶-❼
①⑦⑤

5月15日 京王閣 S・ウェブスター（26）ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 芦澤　辰弘 澤田　義和 山中　秀将 大野　悟郎 猪俣　康一 佐藤　朋也
❹-❶
④①③

7月1日 宇都宮 M・ブフリ（25）ｵﾗﾝﾀﾞ 小嶋　敬二 岡村　　 潤 佐藤　一伸 吉田　裕全 大川　龍二 川口　聖二
❹-❼
④⑦⑥

7月8日 小松島 M・グレーツァー（25）ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 早坂　秀悟 神山　拓弥 笠原　信幸 三宅　達也 大崎飛雄馬 桑原　　 亮
❸-❶
③①⑤

8月5日 松　戸 T・ボス（34）ｵﾗﾝﾀﾞ 志智　俊夫 山賀　雅仁 阿部　拓真 戸田　洋平 浦川　尊明 松山　桂輔
❻-❸
⑥③①

9月9日 岐　阜 J・トルーマン（21）ｲｷﾞﾘｽ 木暮　安由 久米　康平 野田　源一 巴　　 直也 柴崎　俊光 小笹　隼人
❹-❷
④②⑤

10月21日 久留米 佐々木　豪（22）愛　媛 高橋　和也 山本　伸一 小川真太郎 西本　直大 相笠　翔太 利根　正明
❺-❹
⑤④③

11月13日 取　手 中川誠一郎（39）熊　本 恩田　淳平 櫻井　正孝 長尾　拳太 金澤　竜二 中西　　 大 成松　春樹
❶-❺
①⑤②

12月24日 佐世保 池田　憲昭（36）香　川 坂本　貴史 椎木尾拓哉 小川　　 巧 岡本　　 総 原田　　 礼 引地　正人
❶-❸
①③②

7月13日-15日 川　崎 M・ブフリ（25）ｵﾗﾝﾀﾞ S・ボティシャー D・ドミトリエフ 坂本　貴史 Ｓ・パーキンス 鷲田　佳史 戸田　洋平
❹-❷
④②⑤

8月7日-9日 和歌山 J・トルーマン（22）ｲｷﾞﾘｽ T・ボス 横山　尚則 坂本健太郎 河野　通孝 前反祐一郎 藤岡　隆治
❹-❼
④⑦⑥

年度 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着
払戻し
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■ブロックセブン

出目 払戻金

川　崎 阿部　大樹（28）埼　玉 吉本　卓仁 山田　敦也 吉永　好宏 佐藤　龍二 高間　悠平 不破　将登
❼-❷
⑦②③

小田原 渡邉　雄太（22）静　岡 池田　　 良 佐藤　幸治 川津　悠揮 田村　真広 村上　卓茂 岡崎　智哉
❶-❸
①③⑦

京都向日町 萩原　孝之（40）静　岡 小川真太郎 白井　一機 横山　尚則 田中　　 誠 栗山　俊介 保科　千春
❷-❼
②⑦④

青　森 吉澤　純平（32）茨　城 桑原　　 亮 伊藤　成紀 清水　裕友 舘　　 泰守 松永 晃典 伊藤 大志
❼-❺
⑦⑤②

松　戸 竹内　雄作（29）岐　阜 松根　　 真 古城　英之 菅原　　 晃 新山　将史 松坂　英司
村上　博幸
(事故棄権)

❼-❻
⑦⑥③

久留米 早坂　秀悟（31）宮　城 鷲田　佳史 谷口　遼平 荻野　　 哲 西川　親幸 石川　裕二 阿竹　智史
❷-❼
②⑦③

平　塚 大竹　　 歩（31）大　阪 林　　 巨人 山中　貴雄 成田　和也 八谷　誠賢 中田　健太 堀内　俊介
❸-❺
③⑤②

防　府 高橋　大作（42）東　京 近藤　龍徳 日当　泰之 飯田　裕次 黒田　　 淳 赤井　　 学 窓場千加頼
❹-❸
④③②

大　垣 和田真久留（26）神奈川 荒井　崇博 山内　卓也 大澤　雄大 篠原　龍馬 小林　史也 泉　　 慶輔
❷-❸
②③①

伊東温泉 杉森　輝大（35）茨　城 江守　　 昇 藤田　竜治 澤田　義和 北野　良栄 才迫　　 開 中村　良二
❼-❷
⑦②⑤

立　川 取鳥　雄吾（22）岡　山 佐藤　友和 岡　光良 井手　　 健 三ッ井　武 黒川　茂高
坂口　晃輔
(落車棄権)

❶-❼
①⑦③

和歌山 石塚輪太郎（24）和歌山 笠松　信幸 戸田　洋平 稲村　成浩 須藤　 　悟 松尾　　 透 高木　　 翔
❶-❺
①⑤⑦

大　宮 坂本　貴史（28）青　森 渡邉　晴智 坂本　亮馬 小川　圭二 有賀　高士 石川　雅望 水谷　好宏
❸-❷
③②①

奈　良 新山　響平（24）青　森 武田　憲祐 橋本　　 強 森山　智徳 島野　浩司 幸田　光博 栗山　俊介
❹-❷
④②⑦

名古屋 鈴木　庸之（32）新　潟 深澤　伸介 小嶋　敬二 三宅　　 伸 谷津田将吾 伊原　弘幸 津村洸次郎
❹-❼
④⑦①

川　崎 中川誠一郎（38）熊　本 志賀　俊夫 箱田　優樹 女屋　文伸 藤井　栄二 大西　健士 國村　　 洋
❸-❺
③⑤⑦

武　雄 伊勢崎彰大（39）千　葉 小川　賢人 池田　憲昭 根本　哲吏 土岐　幹多 酒井　拳蔵 星野　辰也
❶-❷
①②④

名古屋 小埜　正義（36）千　葉 木村　隆弘 八谷　誠賢 古川　尚耶 野木　義規 森川　大輔 中澤　央治
❷-❼
②⑦③

福　井 吉本　哲郎（38）広　島 柴崎　　 淳 山口　貴嗣 東口　善朋 林　　 雄一 藤田　竜矢 新山　将史
❸-❶
③①⑥

弥　彦 松岡　孔明（36）熊　本 高原　仁志 愛敬　博之 成清　貴之 鹿内 　　翔 横山　尚則 野口　正則
❹-❶
④①③

小田原 鈴木　竜士（24）茨　城 窓場千加頼 金成　和幸 三宅　達也 東矢　昇太 濱口　高彰 望月　永悟
❶-❼
①⑦⑥

富　山 竹内　　 翼（27）広　島 松尾　　 透 松岡　健介 伊藤　正樹 朝倉　佳弘 大木　雅也 小酒　大勇
❸-❼
③⑦④

京都向日町 郡司　浩平（28）神奈川 志村　太賀 新井　秀明 佐野　梅一 松浦　悠士 吉田　敏洋 開坂　秀明
❷-❹
②④⑤

青　森 伏見　俊昭（42）福　島 金子　幸央 不破　将登 柏野　智典 川口　直人 角　令央奈 小川　賢人
❼-❶
⑦①③

豊　橋 芦澤　大輔（36）茨　城 柏野　智典 岡崎　智哉 近藤　俊明 坂上　樹大 久島　尚樹 宇佐見裕輝
❹-❸
④③⑤

防　府 北津留　翼（33）福　岡 山中　貴雄 松岡　篤哉 松村　友和 上原　　 龍 須永　優太 大西　健士
❸-❶
③①⑦

広　島 田中　晴基（32）千　葉 高橋　大作 井上　昌己 三浦　稔希 堀 　　僚介 月森　亮輔 坂本　周輝
❷-❸
②③①

立　川 大坪　功一（41）福　岡 古性　優作 渡部　幸訓 三上　佳孝 芦澤　辰弘 佐藤　　 亙 篠原　龍馬
❹-❸
④③②

和歌山 稲垣　裕之（41）京　都 内藤　秀久 川口　満宏 小玉　拓真 伊藤　正樹 樫山　恭柄 早坂　秀悟
❶-❷
①②④

大　宮 根田　空史（30）千　葉 稲村　成浩 林　　 巨人 津村洸次郎 佐藤愼太郎 窓場千加頼 米澤　大輔
❹-❶
④①③

松　阪 志智　俊夫（46）岐　阜 稲毛　健太 新山　将史 佐藤　幸治 佐々木則幸 河野　　 要 安部　達也
❶-❺
①⑤②

高　松 坂本　周作（26）青　森 朝倉　佳弘 吉田　健市 大塚健一郎 副島　和人 取鳥　雄吾 藤井　昭吾
❷-❼
②⑦③

奈　良 三谷　将太（33）奈　良 山岸　佳太 海老根恵太 青森　伸也 山田　庸平 網谷　竜次 大谷　靖茂
❶-❹
①④⑦

静　岡 中本　匠栄（31）熊　本 原　　 真司 野原　雅也 望月　永悟 川津　悠揮 棚橋　　 勉 長島　大介
❷-❸
②③⑤

玉　野 園田　　 匠（37）福　岡 近藤　龍徳 飯嶋　則之 佐伯　　 翔 鈴木　　 裕 宗崎　世連 中村　一将
❶-❸
①③④

武　雄 佐々木雄一（39）福　島 中島　将尊 廣川　泰昭 古川　貴之 村田　雅一 武田　憲祐 高橋　和也
❼-❸
⑦③②

川　崎 勝瀬　卓也（42）神奈川 小松崎大地 小坂　敏之 今野　大輔 水谷　好宏 村上　卓茂 松本　大地
❶-❼
①⑦⑥

平　塚 吉田　茂生（28）岐　阜 五十嵐　力 友定　祐己 高橋　紀史 矢野　昌彦 金ヶ江勇気 白上　　 翔
❷-❶
②①③

宇都宮 北野　武史（46）石　川 高久保雄介 櫻井　正孝 西田　雅志 小林　大介 下沖　功児 亀井　久幸
❺-❷
⑤②⑦

久留米 黒田 　　淳（34）岡　山 吉本　卓仁 長田　祐弥 安部　貴之 河村　雅章 上田　国広 佐川　翔吾
❺-❶
⑤①⑦

小松島 恩田　淳平（29）群　馬 野村　典嗣 柴崎　俊光 中西　　 大 中村敏之輔 田中　　 誠 伊勢崎彰大
❻-❹
⑥④⑦

大　垣 五日市　誠（35）青　森 岡崎　智哉 三宅　達也 徳永　哲人 横山　尚則 萩原　　 操 春日　勇人
❶-❷
①②③

弥　彦 近藤 　　保（36）千　葉 小原　唯志 佐藤　和也 猪俣　康一 青井　賢治 藤井　栄二 瀬戸　栄作
❺-❸
⑤③⑦

西武園 黒沢　征治（27）埼　玉 小野　大介 大塚　英伸 池田　浩士 神田　紘輔 片岡　迪之 伊藤　稔真
❶-❺
①⑤③

小田原 金子　哲大（30）埼　玉 筒井　敦史 角　令央奈 市橋司優人 舛井　幹雄 開坂　秀明 小原　太樹
❼-❺
⑦⑤⑥

3着 4着 5着 6着
払戻し

7着競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着年度 年月日

■KEIRIN EVOLUTION

出目 払戻金

1月26日 いわき平 井上　昌己（34）長　崎 稲村　成浩 十文字貴信 永井　清史 長塚　智広 松川　高大 矢口啓一郎
❶-❺
①⑤④

9月12日 前　橋 郡司　浩平（24）神奈川 大薗　　宏 黒田　　淳 金成　和幸 明田　春喜 雨谷　一樹 好永　　 晃
❺-❶
⑤①③

10月28日 防　府 河端　朋之（29）岡　山 三谷　将太 坂本　亮馬 小原　太樹 内村　泰三 遠澤　健二 高橋　陽介
❶-❷
①②⑤

12月9日 松　戸 池田　憲昭（32）香　川 中村　浩士 渡辺　十夢 吉川　　誠 永田　隼一 山中　貴雄 小嶋　敬二
❸-❶
③①⑦

2月3日 奈　良 一ノ瀬　匠（26）佐　賀 小埜　正義 安東　宏高 手島　志誠 稲毛　健太 堤　　　　洋 小川　祐司
❻-❸
⑥③④

9月6日 青　森 渡邉　一成（32）福　島 前反祐一郎 田中　晴基 小川　勇介 山田　敦也 西岡　拓朗 藤田　勝也
❶-❼
①⑦②

10月4日 京都向日町 早坂　秀悟（29）宮　城 原　　　誠宏 菅田　和宏 高原　仁志 三谷　竜生 河村　雅章 荒木　伸哉
❸-❹
③④⑦

11月15日 豊　橋 山賀　雅仁（33）千　葉 阿竹　智史 猪俣　康一 角　令央奈 桐山敬太郎 伊藤　裕貴 越智　展孝
❼-❸
⑦③①

1月8日-10日 小　倉 坂本　貴史（26）青　森 野田　源一 三宅　裕武 松坂　英司 山口　泰生 小野　大介 横山　尚則
❷-❶
②①⑥

2月2日 高　松 柏野　智典（37）岡　山 金子　哲大 松崎　貴久 松浦　悠士 松坂　洋平 岡村　　 潤 篠原　龍馬
❺－❷
⑤②④

7月10日 小松島 永井　清史（33）岐　阜 山口　貴嗣 椎木尾拓哉 根田　空史 金澤　竜二 山形　一気 石川　雅望
❺-❸
⑤③④

8月28日 豊　橋 脇本　雄太（27）福　井 藤田　大輔 根本　哲吏 渡邊　 　健 坂本健太郎 篠塚　光一 吉田　裕全
❸-❹
③④②

9月27日 玉　野 T・ボス（33）ｵﾗﾝﾀﾞ 坂本　貴史 北野　武史 F・ペルビス 山中　秀将 小林　大介 友定　祐己
❺－❷
⑤②④

10月18日 千　葉 佐藤　博紀（31）岩　手 武井　大介 土岐　幹多 栗山　俊介 加瀬　卓也 福島　武士 金子　幸央
❼-❶
⑦①⑥

11月15日 武　雄 M・ブフリ（23）ｵﾗﾝﾀﾞ 伊原　克彦 馬場　和広 武田　憲祐 上吹越俊一 和田健太郎　 佐川　翔吾
❷-❸
②③⑥

12月25日 広　島 D・ドミトリエフ（30）ﾛｼｱ 前反祐一郎 山田　義彦 齊藤　竜也 有賀　高史 工藤　文彦 守安　政雄
❺-❶
⑤①②

1月22日 松　山 中井　太祐（27）奈　良 大竹　慎吾 白戸淳太郎 立花　成泰 尾崎　 　剛 佐藤　和也 小川　祐司
❼－❷
⑦②①

2月10日-12日 小田原 山本　　直（24）岡　山 河野　通孝 大森　慶一 村上　直久 北川　紋部 森山　智徳 松山　桂輔
❶-❷
①②③

3月12日 大　垣 志智　俊夫（44）岐　阜 三宅　　 伸 伊藤　　 信 西本　直大 佐々木則幸 鈴木　竜士 佐藤　龍二
❶-❺
①⑤④

4月11日 川　崎 長島　大介（27）栃　木 吉田　茂生 飯塚　隼人 和田真久留 筒井　敦史 大塚　英伸 武藤　龍生
❸-❹
③④⑥

5月21日 函　館 伊勢崎彰大（38）千　葉 五十嵐　力 高橋　陽介 松岡　孔明 堀内　　 昇 星島　　 太
伊藤　成紀

（失格）
❷-❹
②④①

6月11日 大　垣 永井　清史（34）岐　阜 T・バベク 神田　　龍 林　　雄一 岡部　芳幸 西田　大志 佐藤　朋也
❶-❹
①④⑦

7月2日 久留米 M・ブフリ（24）ｵﾗﾝﾀﾞ 菅田　壱道 西村　光太 黒田　　 淳 芦澤大輔 中園　和剛 藤井　昭吾
❷-❶
②①③

7月9日 小松島 S・パーキンス（30）ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 長島　大介 齊藤　竜也 安部　貴之 佐藤　真一 山下　一輝 守安　政雄
❺-❶
⑤①③

7月25日 福　井 T・ボス（33）ｵﾗﾝﾀﾞ 吉永　和生 笠松　信幸 櫻井　正孝 掛水　泰範 中井　俊亮 中村　　 淳
❹-❸
④③⑦

8月22日 豊　橋 D・ドミトリエフ（31）ﾛｼｱ 元砂　勇雪 小野　大介 佐藤　友和 小林　信晴 金子　哲大 森安　崇之
❸-❼
③⑦⑤

9月10日 岐　阜 M・ブフリ（24）ｵﾗﾝﾀﾞ 脇本　雄太 雨谷　一樹 長尾　拳太 齋藤登志信 海老根恵太 大崎飛雄馬
❺－❷
⑤②⑦

10月17日 千　葉 T・ボス（34）ｵﾗﾝﾀﾞ 天田　裕輝 渡辺　十夢 角　令央奈 佐藤　一伸 三宅　達也 巴　　 直也
❸-❶
③①②

11月17日-19日 伊東温泉 S・パーキンス（30）ｵｰｽﾄﾗﾘｱ T・バベク 戸田　洋平 佐藤　友和 早坂　秀悟 小嶋　敬二 稲毛　健太
❻-❺
⑥⑤③

12月5日 別　府 山本　伸一（34）京　都 宮越　孝治 工藤　文彦 渡辺　正光 高間　悠平 成田　健児 伊藤　正樹
❼-❻
⑦⑥①

1月28日 松　阪 坂本　周輝（26）青　森 内藤　宣彦 神山　拓弥 松岡　貴久 佐藤　　 亙 山口　貴弘 馬場　和広
❺-❶
⑤①④

2月20日 静　岡 加賀山　淳（34）千　葉 高木　隆弘 岩本　和也 阿部　大樹 好永　　 晃 戸田　康平 内田　英介
❷-❻
②⑥①

3月23日-25日 小松島 福島　武士（32）香　川 佐々木雄一 須永　優太 三浦　稔太 山田　庸平 根本　哲吏 白岩　大助
❻-❺
⑥⑤③

4月22日 西武園 荒井　崇博（40）佐　賀 根田　空史 東口　善朋 雨谷　一樹 阿部　力也 石田　洋秀 下岡　優季
❶-❼
①⑦⑤

5月15日 京王閣 S・ウェブスター（26）ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 芦澤　辰弘 澤田　義和 山中　秀将 大野　悟郎 猪俣　康一 佐藤　朋也
❹-❶
④①③

7月1日 宇都宮 M・ブフリ（25）ｵﾗﾝﾀﾞ 小嶋　敬二 岡村　　 潤 佐藤　一伸 吉田　裕全 大川　龍二 川口　聖二
❹-❼
④⑦⑥

7月8日 小松島 M・グレーツァー（25）ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 早坂　秀悟 神山　拓弥 笠原　信幸 三宅　達也 大崎飛雄馬 桑原　　 亮
❸-❶
③①⑤

8月5日 松　戸 T・ボス（34）ｵﾗﾝﾀﾞ 志智　俊夫 山賀　雅仁 阿部　拓真 戸田　洋平 浦川　尊明 松山　桂輔
❻-❸
⑥③①

9月9日 岐　阜 J・トルーマン（21）ｲｷﾞﾘｽ 木暮　安由 久米　康平 野田　源一 巴　　 直也 柴崎　俊光 小笹　隼人
❹-❷
④②⑤

10月21日 久留米 佐々木　豪（22）愛　媛 高橋　和也 山本　伸一 小川真太郎 西本　直大 相笠　翔太 利根　正明
❺-❹
⑤④③

11月13日 取　手 中川誠一郎（39）熊　本 恩田　淳平 櫻井　正孝 長尾　拳太 金澤　竜二 中西　　 大 成松　春樹
❶-❺
①⑤②

12月24日 佐世保 池田　憲昭（36）香　川 坂本　貴史 椎木尾拓哉 小川　　 巧 岡本　　 総 原田　　 礼 引地　正人
❶-❸
①③②

7月13日-15日 川　崎 M・ブフリ（25）ｵﾗﾝﾀﾞ S・ボティシャー D・ドミトリエフ 坂本　貴史 Ｓ・パーキンス 鷲田　佳史 戸田　洋平
❹-❷
④②⑤

8月7日-9日 和歌山 J・トルーマン（22）ｲｷﾞﾘｽ T・ボス 横山　尚則 坂本健太郎 河野　通孝 前反祐一郎 藤岡　隆治
❹-❼
④⑦⑥

年度 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着
払戻し
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出目 払戻金
3着 4着 5着 6着

払戻し
7着競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着年度 年月日

富　山 東　龍之介（29）神奈川 川口　満宏 佐野　梅一 伊藤　裕貴 國村　　 洋 松岡　孔明 高木　　 翔
❶-❼
①⑦⑥

青　森 岩本　俊介（35）千　葉 佐方　良行 中井　俊亮 中村　　 淳 大槻　寛徳 島野　浩司 戸田　康平
❶-❸
①③⑤

岐　阜 坂本　貴史（30）青　森 新井　秀明 大塚　　玲 竹内　　翼 川口公太朗 小島　雅章 小林　卓人
❸-❷
③②④

京都向日町 山田　久徳（32）京　都 宮越　孝治 内田　英介 小酒　大勇 加倉　正義 成田　健児 坂本　修一
❶-❺
①⑤④

松　戸
（千　葉）

島川　将貴（25）徳　島 牧　　剛央 山口　富生 河野　通孝 染谷　幸喜 佐野　雅彦 小林　史也
❹-❸
④③②

京王閣 庄子　信弘（40）宮　城 白戸淳太郎 松岡　孝高 永井　清史 池田　　良 内山　貴裕 蕗澤鴻太郎
❹-❺
④⑤⑦

久留米 湊　　聖二（42）徳　島 松坂　洋平 野田　源一 荒澤　貴史 中井　太祐
倉野隆太郎
（落滑入）

朝倉　佳弘
（落棄）

❹-❺
④⑤①

防　府 北津留　翼（34）福　岡 永澤　　剛 池田　憲昭 須藤　　誠 酒井　拳蔵 舘　　泰守 吉田　昌司
❼-❺
⑦⑤①

四日市 松岡　篤哉（37）岐　阜 佐野　佑一 石毛　克幸 前田　拓也 大崎飛雄馬 林　慶次郎 安部　達也
❶-❻
①⑥②

❷-❶
②①⑤

❷-❺
②⑤①

伊東温泉 山中　秀将（33）千　葉 森川　大輔 瓜生　崇智 高原　仁志 岡田　征陽 山田　敦也 西本　直大
❶-❷
①②③

立　川 齋藤登志信(47)宮　城 坂井　　洋 伊藤　　信 渡邊　　健 中園　和剛 松坂　英司 坂本　修一
❶-❼
①⑦③

和歌山 山田　　諒(20)岐　阜 西岡　正一 萩原　孝之 江連　和洋 島田　竜二 伊東　翔貴 久米　康平
❹-❶
④①③

大　宮 竹内　智彦(42)宮　城 眞杉　　匠 山中　貴雄 吉田　健市 坂本　亮馬 山本　巨樹 萩野　　哲
❶-❹
①④⑤

いわき平 藤根　俊貴(24)岩　手 工藤　文彦 岡　　光良 上野　真吾 金山　栄治 小岩　大介 桜井　雄太
❶-❸
①③④

高　松 荒井　崇博(41)佐　賀 横関　裕樹 鈴木謙太郎 飯田　辰哉 宮本　隼輔 阿部　英光 松田　治之
❹-❸
④③②

静　岡 近藤　　保(37)千　葉 藤原俊太郎 石塚輪太郎 岡本　　総 松本　大地 河合　佑弥 森田　康嗣
❺-❻
⑤⑥⑦

奈　良 畑段　嵐士(29)京　都 松尾信太郎 近藤　隆司 中川　貴徳 伏見　俊昭 今藤　康裕 篠原　龍馬
❷-❸
②③④

松　山 佐々木　豪(23)愛　媛 小菅　　誠 大槻　寛徳 古川　貴之 伊原　弘幸 廣田　敦士 内藤　高裕
❶-❷
①②⑤

高　知 小倉　竜二(43)徳　島 坂本健太郎 矢口啓一郎 藤井　栄二 小林　信晴 千澤　大輔 望月裕一郎
❶-❼
①⑦②

武　雄 小川　勇介(35)福　岡 山内　卓也 今岡　徹二 箱田　優樹 中田　健太 江守　　昇 南　　　潤
❶-❻
①⑥⑤

宇都宮 柳詰　正宏(32)福　岡 片岡 迪之 栗山 俊介 田中 晴基 坂本　周輝 清水　広幸 大薗　　宏
❷-❼
②⑦③

若松孝之 北川大五郎小橋秀幸堀内俊介
松岡　貴久・橋本　　強

（2着同着）
別　府 武藤　龍生（28）埼　玉
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■全日本プロ選手権大会記念競輪スーパープロピストレーサー賞（SPR賞）　ＦⅡ

出目 払戻金

1990年 前　橋 波潟　和男（23）東　京 郡山　久二 佐々木昭彦 井上　茂徳 小川　博美 中野　浩一 工　　正信 坂本　　勉 滝澤　正光 ⑥-⑥

1991年 前　橋 滝澤　正光（31）千　葉 山口　健治 井上　茂徳 小橋　正義 三宅　　勝彦 坂本　　勉 中野　浩一 郡山　久二 鈴木　　誠 ⑤-④

1995年 名古屋 遠澤　健二（30）神奈川 神山雄一郎 吉岡　稔真 小橋　正義 斉藤　正剛 山田　裕仁 富永　益生 横田　　努 俵　　信之 ⑥-②

1996年 いわき平 山田　裕仁（27）岐　阜 佐々木龍也 小橋　正義 海田　和裕 神山雄一郎 井上　茂徳 高橋　光宏 三宅　　伸 山口　健治 ④-⑤

1997年 弥　彦 神山雄一郎（29）栃　木 後閑　信一 星島　　太 吉岡　稔真 髙谷　雅彦 山田　裕仁 稲村　成浩 児玉　広志 太田　真一 ➐-➊

1998年 千　葉 後閑　信一（28）群　馬 神山雄一郎 小川　　巧 稲村　成浩 鈴木　　誠 太田　真一 遠澤　健二 馬渕　紀明 松岡　彰洋 ➌-➒

1999年 広　島 小橋　正義（31）岡　山 渡邉　晴智 市田佳寿浩 山田　裕仁 太田　真一
神山雄一郎
（事故入）

馬渕　紀明
（落車棄権）

➎-➋
➎-➌

2000年 弥　彦 太田　真一（24）埼　玉 會田　正一 東出　　剛 児玉　広志 小倉　竜二 三宅　　伸 一丸　安貴 金古　将人 吉岡　稔真 ➊-➍

2001年 一　宮 伊藤　保文 伏見　俊昭 馬渕　紀明 山口　富生 有坂　直樹 岡部　芳幸 金古　将人
➋-➐
➐-➋

2002年 京王閣 神山雄一郎（34）栃　木 東出　　剛 濵口　高彰 山田　裕仁 山口　幸二 児玉　広志 佐藤慎太郎 伏見　俊昭 稲村　成浩 ➊-➑

2003年 青　森

2004年 四日市

2005年 松　戸

2006年 松　山 小野　俊之（30）大分 兵藤　一也 金子　貴志 荒井　崇博 阿部　康雄 大塚健一郎 佐藤慎太郎 神山雄一郎 後閑　信一
➍-➎
④⑤①

2007年 いわき平 武田　豊樹（33）茨城 神山雄一郎 後閑　信一 山口　幸二 荒井　崇博 小嶋　敬二 渡部　哲男 平原　康多 加藤　慎平
➎-➊
⑤①⑥

2008年 奈　良 武田　豊樹（34）茨　城 三宅　　伸 平原　康多 小倉　竜二 渡部　哲男 石丸　寛之 村本　大輔 岡部　芳幸 岩津　裕介
➊-➎
①⑤⑨

2009年 花月園 伏見　俊昭（33）福　島 渡邉　晴智 山崎　芳仁 石丸　寛之 岡部　芳幸 大塚健一郎 佐藤　友和 加藤　慎平 海老根恵太
➌-➎
③⑤⑦

2010年 函　館 村上　博幸（31）京　都 小嶋　敬二 市田佳寿浩 成田　和也 小倉　竜二 伏見　俊昭 岡部　芳幸 岩津　裕介 平原　康多
➋-➎
②⑤⑨

2011年 防　府 海老根恵太（33）千　葉 佐藤　友和 山口　幸二 加藤　慎平 佐藤慎太郎 岡部　芳幸 山崎　芳仁
成田　和也
（落車棄権）

浅井　康太
（失格）

➋-➍
②④③

2012年 前　橋 伏見　俊昭（36）福　島 飯嶋　則之 市田佳寿浩 平原　康多 川村　晃司 成田　和也 村上　義弘
佐藤慎太郎
（落車再入）

木暮　安由
（落車棄権）

➌-➏
③⑥⑦

2013年 岸和田 新田　祐大（27）福　島 神山雄一郎 飯嶋　則之 大塚健一郎 武田　豊樹 渡邉　一成
伏見　俊昭
（事故入）

菅原　　晃 藤木　　裕
➌-➐
③⑦⑤

2014年 取　手 浅井　康太（29）三　重 岩津　裕介 脇本　雄太 金子　貴志 神山　拓也 小倉　竜二 志賀　俊夫 伊藤　保文 東口　善明
❹-❻
⑤⑨②

2015年 別　府 武田　豊樹（41）茨　城 井上　昌己 平原　康多 深谷　知広 村上　義弘 渡邉　一成 新田　祐大 山崎　芳仁 佐藤　友和
❶-❹
①④⑨

2016年 伊東温泉 武田　豊樹（42）茨　城 諸橋　　愛 渡邉　晴智 平原　康多 金子　貴志 新田　祐大 村上　義弘 浅井　康太 原田健太朗
➌-➍
③④⑥

2017年 和歌山 古性　優作（26）大　阪 岩津　裕介 武田　豊樹 中村　浩士 平原　康多 新田　祐大 金子　貴志 浅井　康太 渡邉　一成
➑-➌
⑧③①

2018年 青　森 平原　康多（35）埼　玉 木暮　安由 吉田　敏洋 成田　和也 浅井　康太 佐藤慎太郎 古性　優作 中村　浩士 吉澤　純平
➌-❺
③⑤⑦

2019年 松　山 太田　竜馬（23）徳　島 小倉　竜二 郡司　浩平 和田健太郎 平原　康多 山田　英明 木暮　安由 諸橋　　愛 中川誠一郎
❻-❶
➈①⑤

2020年 豊　橋 松浦　悠士（29）広　島 平原　康多 木暮　安由 坂口　晃輔 菅田　壱道 浅井　康太 清水　裕友
諸橋　　愛

（落車棄権）
村上　博幸

（失格）
❼-❸
⑦③⑧

2021年 広　島 松浦　悠士（30）広　島 小倉　竜二 鈴木　庸之 坂口　晃輔 佐藤慎太郎 諸橋　　愛 古性　優作 鈴木　裕 吉田　拓矢
❸-❶
③①④

※平成3年　「スーパー・プロ・レース」の名称で実施

※平成7年　「阪神大震災復興協賛競輪」として開催

※平成8年　この年から「全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪」の名称で開催

出目の白ヌキは2車単

8着 9着回 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着
払戻し

同上

同上（この年から２日制の開催）

児玉　広志・東出　　剛
（2着同着）

神山雄一郎（33）栃　木（1着同着）
太田　真一（25）埼　玉（1着同着）

ワールドグランプリ実施のため行われず

4着 5着 6着 7着出目 払戻金
3着 4着 5着 6着

払戻し
7着競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着年度 年月日

富　山 東　龍之介（29）神奈川 川口　満宏 佐野　梅一 伊藤　裕貴 國村　　 洋 松岡　孔明 高木　　 翔
❶-❼
①⑦⑥

青　森 岩本　俊介（35）千　葉 佐方　良行 中井　俊亮 中村　　 淳 大槻　寛徳 島野　浩司 戸田　康平
❶-❸
①③⑤

岐　阜 坂本　貴史（30）青　森 新井　秀明 大塚　　玲 竹内　　翼 川口公太朗 小島　雅章 小林　卓人
❸-❷
③②④

京都向日町 山田　久徳（32）京　都 宮越　孝治 内田　英介 小酒　大勇 加倉　正義 成田　健児 坂本　修一
❶-❺
①⑤④

松　戸
（千　葉）

島川　将貴（25）徳　島 牧　　剛央 山口　富生 河野　通孝 染谷　幸喜 佐野　雅彦 小林　史也
❹-❸
④③②

京王閣 庄子　信弘（40）宮　城 白戸淳太郎 松岡　孝高 永井　清史 池田　　良 内山　貴裕 蕗澤鴻太郎
❹-❺
④⑤⑦

久留米 湊　　聖二（42）徳　島 松坂　洋平 野田　源一 荒澤　貴史 中井　太祐
倉野隆太郎
（落滑入）

朝倉　佳弘
（落棄）

❹-❺
④⑤①

防　府 北津留　翼（34）福　岡 永澤　　剛 池田　憲昭 須藤　　誠 酒井　拳蔵 舘　　泰守 吉田　昌司
❼-❺
⑦⑤①

四日市 松岡　篤哉（37）岐　阜 佐野　佑一 石毛　克幸 前田　拓也 大崎飛雄馬 林　慶次郎 安部　達也
❶-❻
①⑥②

❷-❶
②①⑤

❷-❺
②⑤①

伊東温泉 山中　秀将（33）千　葉 森川　大輔 瓜生　崇智 高原　仁志 岡田　征陽 山田　敦也 西本　直大
❶-❷
①②③

立　川 齋藤登志信(47)宮　城 坂井　　洋 伊藤　　信 渡邊　　健 中園　和剛 松坂　英司 坂本　修一
❶-❼
①⑦③

和歌山 山田　　諒(20)岐　阜 西岡　正一 萩原　孝之 江連　和洋 島田　竜二 伊東　翔貴 久米　康平
❹-❶
④①③

大　宮 竹内　智彦(42)宮　城 眞杉　　匠 山中　貴雄 吉田　健市 坂本　亮馬 山本　巨樹 萩野　　哲
❶-❹
①④⑤

いわき平 藤根　俊貴(24)岩　手 工藤　文彦 岡　　光良 上野　真吾 金山　栄治 小岩　大介 桜井　雄太
❶-❸
①③④

高　松 荒井　崇博(41)佐　賀 横関　裕樹 鈴木謙太郎 飯田　辰哉 宮本　隼輔 阿部　英光 松田　治之
❹-❸
④③②

静　岡 近藤　　保(37)千　葉 藤原俊太郎 石塚輪太郎 岡本　　総 松本　大地 河合　佑弥 森田　康嗣
❺-❻
⑤⑥⑦

奈　良 畑段　嵐士(29)京　都 松尾信太郎 近藤　隆司 中川　貴徳 伏見　俊昭 今藤　康裕 篠原　龍馬
❷-❸
②③④

松　山 佐々木　豪(23)愛　媛 小菅　　誠 大槻　寛徳 古川　貴之 伊原　弘幸 廣田　敦士 内藤　高裕
❶-❷
①②⑤

高　知 小倉　竜二(43)徳　島 坂本健太郎 矢口啓一郎 藤井　栄二 小林　信晴 千澤　大輔 望月裕一郎
❶-❼
①⑦②

武　雄 小川　勇介(35)福　岡 山内　卓也 今岡　徹二 箱田　優樹 中田　健太 江守　　昇 南　　　潤
❶-❻
①⑥⑤

宇都宮 柳詰　正宏(32)福　岡 片岡 迪之 栗山 俊介 田中 晴基 坂本　周輝 清水　広幸 大薗　　宏
❷-❼
②⑦③

若松孝之 北川大五郎小橋秀幸堀内俊介
松岡　貴久・橋本　　強

（2着同着）
別　府 武藤　龍生（28）埼　玉
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■レインボーカップ　Ａ級ファイナル

出目 払戻金

前期 大　宮 永田　洋彦（37）福　岡 中井　修 重　　一徳 大澤　裕之 根本　雄紀 山本　貴章 伊藤　大理 土屋　　仁 黒田　大介
❷-❽
②⑧⑥

後期 平　塚 上田　　学 （32）愛　媛 岩津　裕介 高地　祐一 池田　浩士 東口　善朋 大内　達也 上吹越　直樹 芝田　和之 佐藤　幸博
❼-❶
⑦①⑥

前期 岸和田 成田　和也（25）福　島 渡邉　一成 三村　　学 原　　　司 内藤　　敦 河村　章憲 伊藤　公人 三井　呂之 山崎　芳仁
❾-❼
➈⑦⑥

後期 松　戸 伊藤　大志（25）青　森 小橋　秀幸 巳原　庸介 川越　義朗 蒔苗　　拓 今村　清二 鈴木　芳明 渓　飛雄馬 吉田　尚作
❾-❷
➈②⑧

前期 前　橋 亀井　宏佳（32）宮　城 小原　則夫 東口　善朋 北浦　弘幹 川口　輝明 池崎　太郎 佐藤　朋也 乾　　準一 藤田　竜矢
❾-❸
⑨③⑤

後期 熊　本 原　　　 司（34）佐　賀 福田　知也 法月　成祐 熊谷　豪史 田島　浩二 松岡　健介 柏野　智典 柊元　則彦 富永　昌久
❼-❸
⑦③⑤

前期 岸和田 芦澤　大輔（24）茨　城 宗景　祐樹 松田　優一 河野　通孝 小川　勇介 筒井　建次 玉木　　仁 植松　　仁 加藤　寛治
❷-❹
②④⑥

後期 前　橋 山賀　雅仁（24）千　葉 山本　健也 廣川　泰昭 四元　隆裕 沖　　健一 朝日　　勇 松岡　貴久 齊藤　竜也 高比良　豪
❽-❻
⑧⑥①

前期 岸和田 桐山敬太郎（25）神奈川 山崎　敦雄 榊原　　洋 橋爪　　亮 坂木田雄介 柴田　　了 川村　昭弘 山下　　渡 藤田　大輔
❶-❾
①⑨⑥

後期 豊　橋 大野　悟郎（28）大　分 松田　治之 小岩　大介 倉野隆太郎 渡邊　一洋 鳥越　靖弘 牛山　貴広 藤井　克信 池田　勇人
❼-❷
⑦②③

前期 立　川 高田　真幸（30）福　岡 成田　直喜 大久保　聡 山崎　俊光 荒木　伸哉 加藤　　忍 矢野　昌彦 二木　茂則 飯島　　淳
❾-❼
➈⑦③

後期 いわき平 小野　大介（24）福　島 疋田　　敏 和田　　圭 山城　光央 大内　達也 大沼　孝行 成清謙二郎 島田　裕二 関　　智晴
❶-❾
①⑨⑦

前期 平　塚 尾崎　和人（31）群　馬 小磯　伸一 岩本　俊介 細川　貴雄 宮内　善光 四宮　哲郎 村本　慎吾 上野　真吾 鈴木　栄司
❽-❸
⑧③⑨

後期 広　島 山田　圭二（37）愛　知 水島　　章 村上　卓茂 飯尾　主税 永澤　　剛 坂本　貴史 桑原　　亮 安部　貴之 谷田　泰平
❻-❹
⑥④②

前期 久留米  伊藤　成紀（27）大　阪 柏木　伸介 吉田　健市 小林　裕司 松島　伸安 阿部　大樹 早坂　秀悟 森川　　剛 篠塚　光一
❻-❾
⑥➈④

後期 伊　東 青森　伸也（33）福　島 松岡　篤哉 中川　貴徳 青井　賢治 吉原　友彦 鈴木龍之介  小西　誠也 芦澤　辰弘
松山　桂輔
（事故棄権）

❸-❶
③①④

前期 函　館 野本　翔太（26）高　知 廣川　泰昭 松谷　秀幸 山田　和巧  矢野　昌彦 片折　亮太 安藤　孝正  佐川　翔吾 須藤　雄太
❶-❾
①⑨⑥

後期 佐世保 桑原　　亮（27）福　岡 松田　優一 岩崎　大和 大矢　将大 高橋　和也 岡崎　智哉 森川　　剛 佐藤　龍二 芦澤　辰弘
❶-❸
①③⑤

前期 西武園 宮越　　 大（37）富　山 疋田　　敏 高田　真幸 小笠原弘高 不破　将登 山中　秀将 鈴光　洋彦 原田研太朗 河端　朋之
❺-❶
⑤①③

後期 広　島 市川　健太（37）東　京 守澤　太志 内田　英介 井上　　剛 竹村　勇祐 渡部　幸訓 工藤　文彦 猪俣　康一
 松浦　悠士
（落再入）

❼-❷
⑦②④

前期 久留米 大瀬戸潤一郎（31）広　島 鈴木　幸紀 三住　博昭 房州　輝也 雨谷　一樹 舛井　幹雄 小原　太樹 片岡　迪之 矢田　　晋
❷-❼
②⑦➈

後期 伊　東 松田　優一（28）茨　城 江連　和洋 阿部　秀樹 近藤　龍徳 八谷　誠賢 柴田　竜史 森田　達也 山崎　将幸 保科　千春
❷-❹
②④⑧

前期 久留米 長島　大介（24）栃　木 武田　憲祐 土屋　壮登 大谷　靖茂 佐藤　一伸 日野　博幸 松尾　　淳 才迫　　開  飯山　泰行
❺-❻
⑤⑥①

後期 佐世保 佐藤　博紀（29）岩　手 竹村　勇祐 藤井　栄二 佐川　翔吾 鈴木　謙二 石川　雅望 大井　啓世 白上　　翔 森川　大輔
❹-❸
④③⑤

前期 取　手 武井　大介（34）千　葉 野口　大誠 佐野　梅一 楠木　孝志郎 山口　貴弘 坂本　周輝 紀井　孝之 宮越　孝治 山本　　奨
❾-❶
➈①⑤

後期 広　島 畑段　嵐士（25）京　都 久米　康平 西本　直大 小橋　秀幸 中井　俊亮 橋本　智昭 岡本　大嗣 真船　圭一郎 本郷　雄三
❷-❶
②①⑨

前期 別　府 飯尾　主税（37）静　岡 伊藤　成紀 吉川　　誠 三槻　智清 伊早坂駿一 飯田　裕次 中田　雄喜 堀内　　昇 野口　正則
❼-❸
⑦③⑧

後期 岸和田 吉本　哲郎（37）広　島 佐々木孝司 鷲田　佳史 北村　信明 戸田　洋平 近藤　　保 山本　紳貴 日当　泰之 石塚輪太郎
❽-❻
⑧⑥➈

前期 取　手 元砂　勇雪（25）奈　良 大矢　崇弘 阿部　拓真 佐伯　辰哉 引地　正人 横関　裕樹 小野　俊之 井上　公利 高木　　翔
❶-❷
①②④

後期 広　島 福田　知也（35）神奈川 山口　泰生 山本　　直 宗崎　世連 松田　　大 谷田　泰平 市橋司優人 大野　悟郎 東矢　昇太
❷-❾
②➈①

前期 函　館 日野　博幸（34）愛　媛 大竹　慎吾 三登　誉哲 吉永　和生 高橋　雅之 橋本　智昭 金成　和幸 久木原　洋 小原　唯志
❷-❺
②⑤⑥

後期 伊東温泉 島田　竜二（44）熊　本 丸山　啓一 吉田　茂生 安部　達也 太刀川一成 笹倉　慎也
加倉　正義
（事故入）

日当　泰之
嶋津　拓弥
（事故入）

❷-❶
②①③

前期 取　手 小林　泰正（24）群　馬 藤原　憲征 松村　友和 那須　久幸 山本　巨樹 宮越　孝治 高木　隆弘 矢口　大樹 大石　崇晴
❶-❻
①⑨④

後期 広　島 伊藤　成紀（37）大　阪 相川　永伍 谷口　遼平 尾形　鉄馬 伊東　翔貴 鷲田　幸司 小川　丈太 中村　圭志 今岡　徹二
❾-❷
⑨②⑤

前期 久留米

後期 佐世保 隅田　洋介（33）栃　木 佐藤　一伸 瓜生　崇智 佐藤　佑一 三浦　雄大 橋本　智昭 加藤　寛治 竹山　陵太 金野　俊秋
❻-❼
⑥⑦①

前期 別府 伊東　翔貴（30）福　島 小林　令 北川　大五郎 佐々木　龍 野口　大誠 西村　光太 山本　巨樹 藤井　侑吾 木村　弘
❸-❷
③②⑧

後期 伊東温泉 磯島　成介（22）青　森 道場　晃規 金ヶ江　勇気 坂本　修一 大洞　翔平 阿部　将大
小堺　浩二
(落滑入)

太田　将成
(落車棄権)

池野　健太
（落車失格）

❶-❹
①④②

※2003年（平成15年）から2009年（平成21年）前期まで出場選手全員特別昇級したが、2009年（平成21年）後期より1着から3着までとの3人となった。

払戻し
7着 8着 9着2着優勝（当時の年齢)・府県年度 期 年月日 競輪場

中　止

5着 6着3着 4着
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■レインボーカップ　チャレンジ・ファイナル

出目 払戻金

前期 立　川 水谷　好宏（25）滋　賀 上野　真吾 中野　彰人 谷田　泰平 岩崎　将士 西村　行貴 西本　直大 樫山　恭柄 須藤　　誠
❽-❸
⑧③①

後期 いわき平 三上　隆幸（31）青　森 坂本　貴史 岡　　光良 脇本　雄太 山田　庸平 関根　彰人 河野　　要 須永　優太 猪狩　卓男
❽-❶
⑧①⑤

前期 平　塚 屋良　朝春（25）東　京 山崎　　晃 坂口　晃輔 永田　隼一 伊藤　将志 山崎　　司 廣島　和彦 重倉　高史 根田　空史
❺-❼
⑤⑦➈

後期 広　島 守澤　太志（24）秋　田 植草　亮介 宮腰　圭祐 三木　翔太 乾　　庄平 星野　辰也 高間　悠平 岡崎　智哉 藤縄　洋介
❶-❻
①⑥③

前期 久留米 山形　一気（21）徳　島 中井　太祐 高橋　義秋 長島　大介 杉本　正隆 井上　　嵩 稲毛　健太 竹村　勇祐 森　　　啓
❶-❻
①⑥④

後期 伊　東 鈴木　謙二（25）東　京 利根　正明 増原　正人 黒川　茂高 上田　　隼 小峰　　烈 友田　雄介 齋藤　一茂 近藤　良太
❺-❷
⑤②➈

前期 函　館 東矢　昇太（24）熊　本 井上　将志 小松崎大地 猪俣　康一 近藤　夏樹 角　令央奈 馬場　和広 森山　智徳 辻中　国宏
❷-❼
②⑦⑤

後期 佐世保 小原　周祐（20）高　知 中井　勇介 三登　誉哲 和田　禎嗣  佐々木吉徳 中山敬太郎 和田真久留
❻-❾
⑥➈③

前期 西武園 保科　千春（20）宮　城 高久保雄介 高木　修二 中山敬太郎 伊東　翔貴 乾　　庄平 表原　　周 久米　康平 木村　　弘
❶-❺
①⑤⑨

後期 広　島 横山　尚則（21）茨　城 小原　唯志 山本　伸一 山口　智弘  魚屋　周成 山本　恵介 原岡泰志郎 上吹越　俊一
佐藤　健太
（落携入）

❼-❶
⑦①②

前期 久留米 山本　巨樹（22）大　阪 山崎　　翼 冨尾　享平 竹下　　翔 荒川　大輔 伊代野貴照 関根健太郎 三浦平志郎 野方　宏樹
❸-❶
③①⑨

後期 伊　東 長尾　拳太（20）岐　阜 宮西　　翼 日野　博幸 岡嶋　　登 鈴木　広人 新井僚太郎 中田　健太 中川　拓也
石川　裕二
（６着失格）

❸-❹
③④①

前期 川　崎 田中　誇士（20）静　岡 落合　達彦 森　　　啓 佐山　俊樹 佐野　洋継 岡田　大門 江端　隆司 谷口　明正 清水　剛志
❶-❼
①⑦⑤

後期 広　島 一戸　康宏（27）埼　玉 須永　優太 石塚輪太郎 柳原　　司 伊早坂駿一 北浦　和人 中島　将尊 野中　祐志 加賀美智史
❼-❺
⑦⑤②

前期 別　府 中井　修（45）滋　賀 岡本　　総 岸川　哲也 渡辺　大剛 下岡　優季 浦野　慈生 西田　将士 中野　智公 高橋　佑輔
❻-❷
⑥②➈

後期 佐世保 廣田　敦士（23）三　重 泉　　慶輔 奥出健士郎 大矢　崇弘 金子周一郎 簗田　一輝 瀬戸　晋作 宮崎　一彰 竹元　太志
❺-❼
⑤⑦③

前期 久留米 滝本　泰行（20）岡　山 瀬戸　晋作 田村　風起 伊藤慶太郎 岡田　啓渡 舟元　権造 吉武信太朗 園田　鉄兵 花村　直人
❾-❶
➈①④

後期 伊　東 佐伯　辰哉（20）広　島 谷口　友真 吉竹　尚城 田頭　寛之 瀬戸　栄作 大石　剣士 伊藤　嘉浩 近藤　夏樹 渡辺福太郎
❸-❼
③⑦①

前期 富　山 末木　浩二（25）山　梨 庄子　信弘 瀬戸　栄作 一ノ瀬　貴将 林　　大悟 近藤　夏樹 日浦　崇道 大石　剣士 小川　達也
❼-❺
⑦⑤④

後期 佐世保 小川　丈太（22）徳　島 金ヶ江勇気 川越　勇星 菊池竣太朗 鶴　　良生 森川　康輔 小森　貴大 富安　保充  吉田　昌司
❷-❶
②①⑧

前期 久留米 出澤　拓也（27）神奈川 小林裕一朗 平尾　一晃 蕗澤鴻太郎 法月　成祐 照屋　将貴 板崎　佑矢 森川　康輔 吉田　智哉
❻-❹
⑥④①

後期 四日市 小林　泰正（24）群　馬 森田　優弥 小玉　勇一 嵯峨昇喜郎
中嶋　宣成
（落滑入）

柿本　大貴
嘉永　泰斗
（落滑入）

鈴木　輝大
（落滑入）

磯川　勝裕
❸-❼
③⑦②

前期 函　館 磯川　勝裕（24）東  京 上野　優太 山口　敦也 井田　晶之 中嶋　宣成 佐々木堅次 福田　真平　 井上　　嵩 内山　雅貴
❾-❼
➈⑦④

後期 佐世保 脇本　勇希（21）福　井 岩谷　拓磨 小原　丈一郎 石井　洋輝 野上　竜太 村上　竜馬 南　　　蓮 谷　　和也 小畑　勝広
❸-❶
③①⑨

前期 取手

後期 広島 渡邉　雅也（19）静　岡 佐藤　礼文 下井　　竜 兼本　将太 長屋　秀明 成清龍之介 仲野　結音
仁藤　　秀
（落再入）

寺沼　伊織
（落再入）

❷-❾
②⑨⑤

前期 久留米 山川　奨太（24）熊　本 湯浅　大輔 中村　隆生 長谷部　龍一 鰐淵　圭佑 菅田　謙仁 中村　翔平 林　敬宏 仲野　結音
❶-❻
①⑥②

後期 佐世保 北井　佑季（31）神奈川 梅田加津也 渡口　勝成 米嶋　恵介 石塚慶一郎 徳田　匠 平山　優太
金田　涼馬
(落再入)

窪木　一茂
（2着失格）

❼-❾
⑦⑨⑧

9着

西岡　拓朗・泉　利和
（7着同着）

払戻し
年度 期 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着

中　止
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出目 払戻金

払戻し
期 競輪場年月日 9着8着7着6着5着4着3着2着優勝（当時の年齢)・府県

玉　野 井上　将志（27）兵　庫 古性　優作 中山敬太郎 中井　勇介 伊藤　裕貴 佐々木吉徳
福田　拓也
（落車携入）

窓場千加頼
（落車担入）

三登　誉哲
（8着失格）

➒-➐
⑨⑦⑧

川　崎 吉澤　純平（28）茨　城 坂本将太郎 金子　幸央 小原　唯志 山本　伸一 三谷　竜生 土屋　壮登 巴　　直也 山本　　直
➐-➑
⑦⑧④

松　山 野原　雅也（20）福　井 小酒　大勇 谷口　遼平 杉森　輝大 川口　聖二 元砂　勇雪 長尾　拳太 日野　博幸 栗山　俊介
➎-➏
⑤⑥⑦

西武園 畑段　嵐士（24）京　都 清水　裕友 堀　　兼壽 渡邉　雄太 高木　　翔 吉川　嘉斗 野口　大誠 野口　正則 神田　　龍
❾-➎
⑨⑤⑦

高　知 新山　響平（22）青　森 吉田　拓矢 堀内　俊介 小川真太郎 山岸　佳太 廣田　敦士 小林　史也 取鳥　雄吾 鈴木　竜士
➊-➋
①②⑦

松　阪 酒井　拳蔵（21）大　阪 瓜生　崇智 太田　竜馬 小林　　令 堀　　僚介 竹内　　翼 池野　健太　 佐々木　豪 島川　将貴
➋-➏
②⑥⑨

玉　野 南　　　潤（20）和歌山 松本　貴治 今野　大輔 金ヶ江勇気 牧田　賢也 山崎　賢人 野口　裕史 門脇　　翼 門田　　凌
❶-➋
①②⑦

松　山 宮本　隼輔（24）山　口 松井　宏佑 小林　泰正 藤根　俊貴 曽我　圭佑 中釜　章成 森田　優弥 小玉　勇一 河合　佑弥
❶-❸
①③⑨

玉野 朝倉　智仁（20）茨城 高橋　晋也 小原　佑太 伊藤　颯馬 外田　心斗 城戸　俊潔 小原丈一郎 後藤　　悠 晝田宗一郎
❸-❶
③①⑦

大　垣 山口　拳矢（25）岐阜 松岡　辰泰 青野　将大 石原　　颯 櫻井祐太郎 菊池　岳仁
鈴木　陸来
（落車棄権）

寺崎　浩平
（落車棄権）

松本秀之介
（4着失格）

➊-➒
①⑨④

名古屋 犬伏　湧也（26）徳島 上野　雅彦 林　昌幸 木村　佑来 志田　龍星 新村　穣 山根　将太 上杉　嘉槻 橋本　凌汰
❷-❺
②⑤⑨

各期の上位9人が争うもので、<若鷲賞>とも呼ばれている。
76期までは新人リーグの上位9選手が争った。

出目の白ヌキは2車単

■ルーキーチャンピオンレース

出目 払戻金

西武園 海田　和裕（19）三　重 高田　　誠 渡会　宏和 後閑　信一 山本　真矢 西本　章秀 木村　泰丈 賀代　茂雄 鈴木　和雄 ⑤-⑥

静　岡 岡部　芳幸（20）福　島 斉藤　正剛 碇　　稔広 檀　　雄二 福田　篤司 ⑤-②

西武園 吉川　和廣（20）千　葉 清水　敏一 金古　将人 鈴木　博達 三谷　幸宏 立神　洋一 森山　昌昭 林　　圭一
渡邉　　隆
（5着失格）

④-②

千　葉 玉木　勝実（22）岐　阜 會田　正一 馬渕　紀明 山本　　登 市川　勝敏 野沢　昌志 加倉　正義 冨井　正門 木部　孝美 ④-⑥

西武園 中村　　淳（20）栃　木 稲村　成浩 曽我　明広 海野　敦男 松村　政治 井上　勝史 豊岡　　弘 三橋　　忍 井上　直彦 ①-⑥

一　宮 吉田　哲也（19）茨　城 伊奈　一英 原　　　司 堺　　和之 平井　淳史 水谷　良和 一丸　安貴 友成　照光
高根澤幸房
（9着失格）

③-⑥

前　橋 那須　久幸（21）福　岡 伊藤　健児 塚田　英樹 品田　浩二 伊藤　保文 北村　貴幸 栗原　稔貴 笹川　竜治 木田庄太郎 ②-④

熊　本 福永　辰二（20）熊　本 川原　義哲 左京　源皇 大橋　　徹
曽根　好久
（事故入）

小針　　豊
大窪　輝之
（落車再入）

下田　和美
（落車再入）

富田　一弘
（1着失格)

④-⑥

玉　野 三村　　学（21）岡　山 坂本　照雄 渡邉　　満 村上　義弘 成清　貴之 中山　善仁 齋藤　　徹 西村　康之 豊田　一馬 ④-⑥

千　葉 小嶋　敬二（25）石　川 松岡　慶彦 鈴木　理仁 朝日　　勇 中井　　護 河添　信也 栗原　厚司
亀井　宏佳
（落車再入）

丸山　啓一 ⑥-⑤

西武園 片山　弘城（19）大　阪 太田　真一 大掛　愛崇 十文字貴信 渡邉　恭典 小山　琢磨 沖　　健一 吉良　勝信
小菅　庸欽
（落車棄権）

⑤-①

前　橋 久保田　敦（21）群　馬 市田佳寿浩 瀧口　貴嗣 程塚　毅志 香川　雄介 石丸　寛之 古閑　典昭 江連　和洋 島田　竜二
➒-➎
⑥-④

立　川 小野　俊之（20）大　分 山本　崇志 村本　大輔 岡崎　孝士 法月　成祐 小倉　竜二 小林　正治 三井　呂之 阿部　俊二
➌-➎
③-④

名古屋 齋藤　秀昭（21）群　馬 北野　武史 粕谷　正美 若松　将弘 竹田　和幸 宮本　佳樹 岩橋　則明 佐野　梅一 北川　紋部
➐-➎
⑤-④

立　川 八日市屋裕之（22）石　川 福田　　博 小林　大介 諸橋　　愛 尾崎　和人 西本　　龍 山﨑　　充央 清水　正人 西　　　徹
➋-➑
②-⑥

松　戸 吉村　浩二（22）福　岡 五反田豊和 齋藤登志信 坂上　樹大 中村美千隆 吉村　和之 國村　　洋 市川　博章 三槻　智清
➐-➍
⑤-④

平　塚 伊勢崎彰大（20）千　葉 野田　源一 土屋　裕二 前反祐一郎 加藤　慎平 梅原　卓志
佛田　一夫
（落車再入）

飯塚　裕紀
（落車再入）

安藤　優企
（落車棄権）

➊-➒
①-⑥

立　川 宮越　孝治（20）富　山 友定　祐己 市川　健太 曽我部匡史 畠山　裕行 山口　貴嗣 荒井　崇博 鈴木　浩 川本龍司郎
➍-➒
④-⑥

京王閣 神田　大介（21）埼　玉 内海　雅夫 佐々木雄一 加藤　寛治 谷津田将吾 阿部　貴光 青柳　浩 別所　英幸 手島　之憲
➐-➋
②-⑤

立　川 石毛　克幸（23）千　葉 渡部　哲男 川口　直人 笠松　信幸 吉岡　邦彦 土屋　仁 山口　貴弘 工藤　政志 栗田　雅也
➎-➌
③-④

小　倉 加藤　圭一（22）神奈川 藤原　憲征 伊藤　大理 富澤　勝行 渡辺　十夢 中川誠一郎 石山　直哉 岡田　征陽 小林　則之
➐-➌
③-⑤

平　塚 原　　真司（24）岐　阜 鈴木　良太 井上　辰也 井上　昌己 阿部　　晃 佐藤　悦夫 三ツ石康洋 吉川　　誠 海老根恵太
➎-➐
⑤⑦④

宇都宮 内田　　慶（22）栃　木 和田健太郎 五十嵐　力 藤川　浩平 岩津　裕介 梶山裕次郎 前島　宏至 柳谷　　崇 平原　康多
➊-➑
①⑧③

いわき平 永井　清史（20）岐　阜 石橋慎太郎 森田　達也 武田　豊樹 金成　和幸 成田　和也 山崎　芳仁 藤田　竜矢 渡邉　一成
➒-➎
⑨⑤④

松　山 明田　春喜（23）北海道 川島　　　勝 菊地　圭尚 臼井　昌巨 森川　　剛 荻原　尚人 須藤　　卓 橋本　　強 松坂　洋平
➒-➑
⑨⑧②

熊　本 松岡　貴久（21）熊　本 小川　勇介 北津留　翼 芦澤　大輔 菊谷　信一 坂本　亮馬 志村　太賀 古屋　琢晶 松田　優一
➌-➎
③⑤①

玉　野 菅田　壱道（20）宮　城 神山　拓弥 桑原　　亮 金澤　竜二 柴崎　　淳 藤野　孝彦 肥後　公允 伊原　克彦 藤澤　明弘
➐-➎
⑦⑤⑥

名古屋 稲吉　悠大（21）福　岡 牛山　貴広 柴田　洋輔 寺田　信彦 小原　将通 山田　義彦 梶原　恵介 和田　　圭 須藤　　誠
➍-➌
④③①

向日町 今井　裕介（30）茨　城 園田　鉄兵 水谷　好宏 豊岡　哲生 西谷　岳文 石坂　永伍 上野　真吾 中野　彰人
谷田　泰平
(9着失格）

➑-➏
⑧⑥⑨

川　崎 関根　彰人（20）福　島 坂本　貴史 不破　将登 松川　高大 山田　庸平 鈴木雄一朗 岩本　俊介 村本　慎吾 脇本　雄太
➏-➌
⑥③②

豊　橋 芦澤　辰弘（21）茨　城 坂口　晃輔 重倉　高史 村上　直久 上原　　龍 緑川　修平 山崎　　司 山崎　　晃 才迫　勇馬
➍-➐
④⑦⑤

武　雄 深谷　知広（20）愛　知 西村　光太 岡崎　智哉 守澤　太志 長島　大介 森　　　啓 山下　一輝 小川　祐司 宮腰　圭祐
➊-➎
①⑤⑥

岐　阜 松岡　篤哉（28）岐　阜 齋藤　一茂 井上　　嵩 鈴木　謙二 上田　　隼 稲毛　健太 中井　太祐 藤野　貴章 久木原　洋
➊-➏
①⑥⑨

高　知 箱田　優樹（20）青　森 東矢　昇太 増原　正人
飯山　泰行
（事故入）

小峰　　烈 辻中　国宏 掛水　泰範 馬場　和広 原田研太朗
➌-➑
③⑧①

岐　阜 猪俣　康一（35）愛　知 郡司　浩平 今藤　康裕 小松崎大地 本郷　雄三 小原　周祐 里見　恒平 竹内　雄作 山口　智弘
➎-➐
⑤⑦⑥

大河原久之・児玉　広志・仲山　　桂・星島　　太
（落車棄権）

払戻し
期 競輪場年月日 9着8着7着6着5着4着3着2着優勝（当時の年齢)・府県
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出目 払戻金

払戻し
期 競輪場年月日 9着8着7着6着5着4着3着2着優勝（当時の年齢)・府県

玉　野 井上　将志（27）兵　庫 古性　優作 中山敬太郎 中井　勇介 伊藤　裕貴 佐々木吉徳
福田　拓也
（落車携入）

窓場千加頼
（落車担入）

三登　誉哲
（8着失格）

➒-➐
⑨⑦⑧

川　崎 吉澤　純平（28）茨　城 坂本将太郎 金子　幸央 小原　唯志 山本　伸一 三谷　竜生 土屋　壮登 巴　　直也 山本　　直
➐-➑
⑦⑧④

松　山 野原　雅也（20）福　井 小酒　大勇 谷口　遼平 杉森　輝大 川口　聖二 元砂　勇雪 長尾　拳太 日野　博幸 栗山　俊介
➎-➏
⑤⑥⑦

西武園 畑段　嵐士（24）京　都 清水　裕友 堀　　兼壽 渡邉　雄太 高木　　翔 吉川　嘉斗 野口　大誠 野口　正則 神田　　龍
❾-➎
⑨⑤⑦

高　知 新山　響平（22）青　森 吉田　拓矢 堀内　俊介 小川真太郎 山岸　佳太 廣田　敦士 小林　史也 取鳥　雄吾 鈴木　竜士
➊-➋
①②⑦

松　阪 酒井　拳蔵（21）大　阪 瓜生　崇智 太田　竜馬 小林　　令 堀　　僚介 竹内　　翼 池野　健太　 佐々木　豪 島川　将貴
➋-➏
②⑥⑨

玉　野 南　　　潤（20）和歌山 松本　貴治 今野　大輔 金ヶ江勇気 牧田　賢也 山崎　賢人 野口　裕史 門脇　　翼 門田　　凌
❶-➋
①②⑦

松　山 宮本　隼輔（24）山　口 松井　宏佑 小林　泰正 藤根　俊貴 曽我　圭佑 中釜　章成 森田　優弥 小玉　勇一 河合　佑弥
❶-❸
①③⑨

玉野 朝倉　智仁（20）茨城 高橋　晋也 小原　佑太 伊藤　颯馬 外田　心斗 城戸　俊潔 小原丈一郎 後藤　　悠 晝田宗一郎
❸-❶
③①⑦

大　垣 山口　拳矢（25）岐阜 松岡　辰泰 青野　将大 石原　　颯 櫻井祐太郎 菊池　岳仁
鈴木　陸来
（落車棄権）

寺崎　浩平
（落車棄権）

松本秀之介
（4着失格）

➊-➒
①⑨④

名古屋 犬伏　湧也（26）徳島 上野　雅彦 林　昌幸 木村　佑来 志田　龍星 新村　穣 山根　将太 上杉　嘉槻 橋本　凌汰
❷-❺
②⑤⑨

各期の上位9人が争うもので、<若鷲賞>とも呼ばれている。
76期までは新人リーグの上位9選手が争った。

出目の白ヌキは2車単
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■ガールズケイリンコレクション

出目 払戻金

高　松 中村由香里（31）東　京 加瀬加奈子 中川　諒子 増茂るるこ 三輪　梓乃 小林　莉子
山口菜津子
（落車棄権）

➊-➌
①③④

前　橋 加瀬加奈子（33）新　潟 中村由香里 渡辺ゆかり 中山　麗敏 篠﨑　新純 浦部　郁里 中川　諒子
➍-➏
④⑥②

京王閣 石井　寛子（27）東　京 中川　諒子 小林　莉子 中村由香里 田中　まい
➊-➍
①④⑥

名古屋 石井　寛子（28）東　京 加瀬加奈子 梶田　　舞 中川　諒子 中山　麗敏 山原さくら 中村由香里
➎-➏
⑤⑥③

取　手 中村由香里（33）東　京 加瀬加奈子 中川　諒子 小林　莉子 石井　寛子 山原さくら 梶田　　舞
➋-➊
②①③

前　橋 小林　優香（20）福　岡 石井　寛子
石井　貴子
（千　葉）

加瀬加奈子 小川　美咲 田中麻衣美
中村由香里
（落車再入）

➎-➋
⑤②①

京王閣 小林　優香（21）福　岡
石井　貴子
（千　葉）

梶田　　舞 加瀬加奈子 奥井　　迪 石井　寛子 山原さくら
❷-➎
②⑤①

岸和田 小林　優香（21）福　岡 奥井　　迪 小林　莉子 加瀬加奈子 石井　寛子
➋-❺
②⑤⑥

松　戸 石井　貴子（25）千　葉 高木　真備 加瀬加奈子 小林　優香 梶田　　舞 石井　寛子 長澤　　彩
❹-❸
④③⑥

名古屋 山原さくら（23）高　知 奥井　　迪 児玉　碧衣 石井　寛子
梶田　　舞

（落車棄権）
石井　貴子

（落車棄権）（千葉）

小林　優香
（失　格）

➐-➍
⑦④⑥

静　岡 小林　優香（22）福　岡 小林　莉子 山原さくら 尾崎　　睦 奥井　　迪 児玉　碧衣
石井　貴子
（千　葉）

➋-➏
②⑥⑦

松　戸 高木　真備（21）東　京 児玉　碧衣 梶田　　舞 奥井　　迪 石井　寛子 山原さくら 小川　美咲
➊-➋
①②④

高　松 石井　貴子（27）千　葉 児玉　碧衣 石井　寛子 梶田　　舞 高木　真備 荒牧　聖未 奥井　　迪
➏-➊
⑥①④

京王閣 長澤　　彩（28）愛　知 荒牧　聖未 梶田　　舞 小林　莉子
石井　貴子
（千　葉）

奥井　　迪 児玉　碧衣
❹-➋
④②⑦

松　山 小林　優香（24）福　岡 児玉　碧衣 高木　真備 奥井　　迪 鈴木　美教 石井　寛子 尾崎　　睦
➊-➍
①④⑦

平　塚 石井　貴子（28）千　葉 児玉　碧衣 鈴木　美教 太田　りゆ 高木　真備 内村　舞織 山原さくら
➏-➊
⑥①④

大　垣 小林　優香（25）福　岡 児玉　碧衣 石井　寛子 梶田　　舞 山原さくら
石井　貴子
（千　葉）

梅川　風子
➊-❷
①②③ 　780

松　戸 児玉　碧衣(23)福　岡 尾崎　　睦 田中　まい 石井　寛子 小林　莉子 高木　真備 佐藤　水菜
➊-❻
①⑥⑦

福　井 児玉　碧衣(24)福　岡
石井　貴子
（千　葉）

尾崎　　睦 長澤　　彩 梅川　風子 鈴木　美教 高木　真備
➊-❷
①②⑤

伊東温泉 高木　真備(26)東京 梅川　風子 大久保花梨 柳原　真緒 鈴木　美教 石井　寛子
石井　貴子
（千　葉）

❸-❶
③①⑦

松　阪 児玉　碧衣(25)福　岡 坂口　楓華 佐藤　水菜 鈴木　美教 石井　貴子
（事故入)（千　葉）

梅川　風子
(落再入)

高木　真備
(落再入)

➋-➎
②⑤⑥

京王閣 佐藤　水菜(22)神奈川 荒牧　聖未 久米　　詩 児玉　碧衣 太田　美穂 尾崎　　睦 石井　貴子
（落車棄権）（千葉）

➏-❹
⑥④③

ガールズドリームレース

出目 払戻金

2017年 いわき平 高木　真備（22）東　京 小林　優香 梶田　　舞
石井　貴子
（千　葉）

奥井　　迪 児玉　碧衣 山原さくら
❹-➋
④②③

2018年 いわき平 児玉　碧衣（23）福　岡
石井　貴子
（千　葉）

石井　寛子 梶田　　舞 奥井　　迪 高木　真備 山原さくら
❶-❻
①⑥③

2019年 名古屋 石井　寛子（33）東　京 児玉　碧衣 小林　優香
石井　貴子
（千　葉）

山原さくら
高木　真備
（落車棄権）

太田　りゆ
（失　格）

❹-❶
④①②

2020年 名古屋 石井　貴子（30）千　葉 児玉　碧衣 長澤　　彩 高木　真備 太田　りゆ 小林　優香 石井　寛子
❺-❶
⑤①⑦

2021年 いわき平 児玉　碧衣（26）福　岡 小林　優香 高木　真備 太田　りゆ 荒川ひかり 石井　寛子
石井　貴子
（千　葉）

➊-❹
①④②

アルテミス賞レース

出目 払戻金

2017年 いわき平 石井　寛子（31）東　京 小林　莉子 加瀬加奈子 中川　諒子 長澤　　彩 田中　まい
石井 貴子
（東　京）

❶-❷
①②③

2018年 いわき平 長澤　　彩（30）愛　知 鈴木　美教 小林　莉子 太田　りゆ 元砂七夕美 尾崎　　睦
石井 貴子
（東　京）

➋-❼
②⑦⑤

2019年 名古屋 長澤　　彩（31）愛　知 梶田　　舞 荒川ひかり 奥井　　迪 佐藤　水菜
石井　貴子
（東　京）

小林　莉子
（落担入）

❺-❶
⑤①⑦

2020年 名古屋 梅川　風子（29）東　京 梶田　　舞 大久保花梨 奥井　　迪 鈴木　奈央 小林　莉子
石井 貴子
（東　京）

❶-❷
①②③

2021年 いわき平 佐藤　水菜（22）神奈川 小林　莉子 梶田　　舞 久米　　詩
石井 貴子
（東　京）

山原さくら 高木　佑真
➋-❼
②⑦⑤

出目の白ヌキは2車単

2021年

7着

6着

回 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着

優勝（当時の年齢)・府県 7着

年 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着

2着 3着 4着 5着

2020年

2019年

払戻し

払戻し

払戻し

山原さくら・中山　麗敏
（落車棄権）

荒牧　聖未・梶田　　舞
（落車棄権）

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

年 年月日 競輪場

■ガールズグランプリ　GGP　

出目 払戻金

京王閣 小林　莉子（19）東　京 荒牧　聖未 加瀬加奈子 中川　諒子 増茂るるこ 中山　麗敏 中村由香里
➊-➋
①②④

立　川 中村由香里（32）東　京 加瀬加奈子 石井　寛子 山原さくら 梶田　　舞 中山　麗敏 中川　諒子
➌-➋
③②①

岸和田 梶田　 舞（27）栃　木 加瀬加奈子 小林　優香 中川　諒子 石井　寛子 中村由香里 山原さくら
➏-➌
⑥③①

京王閣 小林　優香（21）福　岡 石井　寛子 小林　莉子 奥井　　迪 山原さくら 梶田　　舞
石井　貴子

（千葉）（失格）
❶-❻
①⑥④

立　川 梶田　　舞（29）栃　木 奥井　　迪 児玉　碧衣 石井　寛子 尾崎　　睦 高木　真備 山原さくら
➏-➎
⑥⑤④

平　塚 石井　寛子(31)東　京 奥井　　迪 梶田　　舞 高木　真備 尾崎　　睦 児玉　碧衣 長澤　　彩
❼-❹
⑦④②

静　岡 児玉　碧衣(23)福　岡
石井　貴子
（千　葉）

高木　真備 尾崎　　睦 梅川　風子 石井　寛子 鈴木　美教
❶-❹
①④⑤

立　川 児玉　碧衣(24)福　岡
石井　貴子
（千　葉）

小林　優香 佐藤　水菜 奥井　迪
石井　寛子
（落再入）

梅川　風子
（落再入）

❸-❺
③⑤②

平　塚 児玉　碧衣(25)福　岡 梅川　風子 高木　真備
石井　貴子
（千　葉）

鈴木　美教 佐藤　水菜 石井　寛子
❶-❺
①⑤③

静　岡 高木　真備(27)東　京 小林　莉子 児玉　碧衣 坂口　楓華 小林　優香 尾方　真生 石井　寛子
❺-❹
⑤④①

出目の白ヌキは2車単

払戻し
年 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着
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■ガールズケイリンコレクション

出目 払戻金

高　松 中村由香里（31）東　京 加瀬加奈子 中川　諒子 増茂るるこ 三輪　梓乃 小林　莉子
山口菜津子
（落車棄権）

➊-➌
①③④

前　橋 加瀬加奈子（33）新　潟 中村由香里 渡辺ゆかり 中山　麗敏 篠﨑　新純 浦部　郁里 中川　諒子
➍-➏
④⑥②

京王閣 石井　寛子（27）東　京 中川　諒子 小林　莉子 中村由香里 田中　まい
➊-➍
①④⑥

名古屋 石井　寛子（28）東　京 加瀬加奈子 梶田　　舞 中川　諒子 中山　麗敏 山原さくら 中村由香里
➎-➏
⑤⑥③

取　手 中村由香里（33）東　京 加瀬加奈子 中川　諒子 小林　莉子 石井　寛子 山原さくら 梶田　　舞
➋-➊
②①③

前　橋 小林　優香（20）福　岡 石井　寛子
石井　貴子
（千　葉）

加瀬加奈子 小川　美咲 田中麻衣美
中村由香里
（落車再入）

➎-➋
⑤②①

京王閣 小林　優香（21）福　岡
石井　貴子
（千　葉）

梶田　　舞 加瀬加奈子 奥井　　迪 石井　寛子 山原さくら
❷-➎
②⑤①

岸和田 小林　優香（21）福　岡 奥井　　迪 小林　莉子 加瀬加奈子 石井　寛子
➋-❺
②⑤⑥

松　戸 石井　貴子（25）千　葉 高木　真備 加瀬加奈子 小林　優香 梶田　　舞 石井　寛子 長澤　　彩
❹-❸
④③⑥

名古屋 山原さくら（23）高　知 奥井　　迪 児玉　碧衣 石井　寛子
梶田　　舞

（落車棄権）
石井　貴子

（落車棄権）（千葉）

小林　優香
（失　格）

➐-➍
⑦④⑥

静　岡 小林　優香（22）福　岡 小林　莉子 山原さくら 尾崎　　睦 奥井　　迪 児玉　碧衣
石井　貴子
（千　葉）

➋-➏
②⑥⑦

松　戸 高木　真備（21）東　京 児玉　碧衣 梶田　　舞 奥井　　迪 石井　寛子 山原さくら 小川　美咲
➊-➋
①②④

高　松 石井　貴子（27）千　葉 児玉　碧衣 石井　寛子 梶田　　舞 高木　真備 荒牧　聖未 奥井　　迪
➏-➊
⑥①④

京王閣 長澤　　彩（28）愛　知 荒牧　聖未 梶田　　舞 小林　莉子
石井　貴子
（千　葉）

奥井　　迪 児玉　碧衣
❹-➋
④②⑦

松　山 小林　優香（24）福　岡 児玉　碧衣 高木　真備 奥井　　迪 鈴木　美教 石井　寛子 尾崎　　睦
➊-➍
①④⑦

平　塚 石井　貴子（28）千　葉 児玉　碧衣 鈴木　美教 太田　りゆ 高木　真備 内村　舞織 山原さくら
➏-➊
⑥①④

大　垣 小林　優香（25）福　岡 児玉　碧衣 石井　寛子 梶田　　舞 山原さくら
石井　貴子
（千　葉）

梅川　風子
➊-❷
①②③ 　780

松　戸 児玉　碧衣(23)福　岡 尾崎　　睦 田中　まい 石井　寛子 小林　莉子 高木　真備 佐藤　水菜
➊-❻
①⑥⑦

福　井 児玉　碧衣(24)福　岡
石井　貴子
（千　葉）

尾崎　　睦 長澤　　彩 梅川　風子 鈴木　美教 高木　真備
➊-❷
①②⑤

伊東温泉 高木　真備(26)東京 梅川　風子 大久保花梨 柳原　真緒 鈴木　美教 石井　寛子
石井　貴子
（千　葉）

❸-❶
③①⑦

松　阪 児玉　碧衣(25)福　岡 坂口　楓華 佐藤　水菜 鈴木　美教 石井　貴子
（事故入)（千　葉）

梅川　風子
(落再入)

高木　真備
(落再入)

➋-➎
②⑤⑥

京王閣 佐藤　水菜(22)神奈川 荒牧　聖未 久米　　詩 児玉　碧衣 太田　美穂 尾崎　　睦 石井　貴子
（落車棄権）（千葉）

➏-❹
⑥④③

ガールズドリームレース

出目 払戻金

2017年 いわき平 高木　真備（22）東　京 小林　優香 梶田　　舞
石井　貴子
（千　葉）

奥井　　迪 児玉　碧衣 山原さくら
❹-➋
④②③

2018年 いわき平 児玉　碧衣（23）福　岡
石井　貴子
（千　葉）

石井　寛子 梶田　　舞 奥井　　迪 高木　真備 山原さくら
❶-❻
①⑥③

2019年 名古屋 石井　寛子（33）東　京 児玉　碧衣 小林　優香
石井　貴子
（千　葉）

山原さくら
高木　真備
（落車棄権）

太田　りゆ
（失　格）

❹-❶
④①②

2020年 名古屋 石井　貴子（30）千　葉 児玉　碧衣 長澤　　彩 高木　真備 太田　りゆ 小林　優香 石井　寛子
❺-❶
⑤①⑦

2021年 いわき平 児玉　碧衣（26）福　岡 小林　優香 高木　真備 太田　りゆ 荒川ひかり 石井　寛子
石井　貴子
（千　葉）

➊-❹
①④②

アルテミス賞レース

出目 払戻金

2017年 いわき平 石井　寛子（31）東　京 小林　莉子 加瀬加奈子 中川　諒子 長澤　　彩 田中　まい
石井 貴子
（東　京）

❶-❷
①②③

2018年 いわき平 長澤　　彩（30）愛　知 鈴木　美教 小林　莉子 太田　りゆ 元砂七夕美 尾崎　　睦
石井 貴子
（東　京）

➋-❼
②⑦⑤

2019年 名古屋 長澤　　彩（31）愛　知 梶田　　舞 荒川ひかり 奥井　　迪 佐藤　水菜
石井　貴子
（東　京）

小林　莉子
（落担入）

❺-❶
⑤①⑦

2020年 名古屋 梅川　風子（29）東　京 梶田　　舞 大久保花梨 奥井　　迪 鈴木　奈央 小林　莉子
石井 貴子
（東　京）

❶-❷
①②③

2021年 いわき平 佐藤　水菜（22）神奈川 小林　莉子 梶田　　舞 久米　　詩
石井 貴子
（東　京）

山原さくら 高木　佑真
➋-❼
②⑦⑤

出目の白ヌキは2車単

2021年

7着

6着

回 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着

優勝（当時の年齢)・府県 7着

年 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着

2着 3着 4着 5着

2020年

2019年

払戻し

払戻し

払戻し

山原さくら・中山　麗敏
（落車棄権）

荒牧　聖未・梶田　　舞
（落車棄権）

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

年 年月日 競輪場

■ガールズグランプリ　GGP　

出目 払戻金

京王閣 小林　莉子（19）東　京 荒牧　聖未 加瀬加奈子 中川　諒子 増茂るるこ 中山　麗敏 中村由香里
➊-➋
①②④

立　川 中村由香里（32）東　京 加瀬加奈子 石井　寛子 山原さくら 梶田　　舞 中山　麗敏 中川　諒子
➌-➋
③②①

岸和田 梶田　 舞（27）栃　木 加瀬加奈子 小林　優香 中川　諒子 石井　寛子 中村由香里 山原さくら
➏-➌
⑥③①

京王閣 小林　優香（21）福　岡 石井　寛子 小林　莉子 奥井　　迪 山原さくら 梶田　　舞
石井　貴子

（千葉）（失格）
❶-❻
①⑥④

立　川 梶田　　舞（29）栃　木 奥井　　迪 児玉　碧衣 石井　寛子 尾崎　　睦 高木　真備 山原さくら
➏-➎
⑥⑤④

平　塚 石井　寛子(31)東　京 奥井　　迪 梶田　　舞 高木　真備 尾崎　　睦 児玉　碧衣 長澤　　彩
❼-❹
⑦④②

静　岡 児玉　碧衣(23)福　岡
石井　貴子
（千　葉）

高木　真備 尾崎　　睦 梅川　風子 石井　寛子 鈴木　美教
❶-❹
①④⑤

立　川 児玉　碧衣(24)福　岡
石井　貴子
（千　葉）

小林　優香 佐藤　水菜 奥井　迪
石井　寛子
（落再入）

梅川　風子
（落再入）

❸-❺
③⑤②

平　塚 児玉　碧衣(25)福　岡 梅川　風子 高木　真備
石井　貴子
（千　葉）

鈴木　美教 佐藤　水菜 石井　寛子
❶-❺
①⑤③

静　岡 高木　真備(27)東　京 小林　莉子 児玉　碧衣 坂口　楓華 小林　優香 尾方　真生 石井　寛子
❺-❹
⑤④①

出目の白ヌキは2車単

払戻し
年 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着
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■ガールズケイリンフェスティバル

出目 払戻金

2014年 松　戸 小林　優香（20）福　岡 石井　寛子 田中　まい
石井　貴子
（千　葉）

中川　諒子 加瀬加奈子 山原 さくら
➎-➐
⑤⑦⑥

2015年 函　館 小林　優香（21）福　岡 小林　莉子 山原 さくら 梶田　　舞 奥井　　迪 石井　寛子 加瀬加奈子
➎-❻
⑤⑥④

2016年 川　崎 梶田　　舞（29）栃　木 児玉　碧衣 中川　諒子 荒牧　聖未 奥井　　迪 尾崎　　睦 長澤　　彩
➍-➊
④①⑦

2017年 伊東温泉 小林　優香（23）福　岡 高木　真備 荒牧　聖未 尾崎　　睦 石井　寛子 梶田　　舞 児玉　碧衣
➋-➊
②①⑤

2018年 松　戸 石井　寛子（32）東　京 梅川　風子 高木　真備 児玉　碧衣 小林　莉子 梶田　　舞
小林　優香

（失格・落棄）
➋-❻
②⑥③

2019年 別　府 石井　貴子（29）千　葉 児玉　碧衣 梅川　風子 長澤　　彩 小林　莉子 大久保花梨 細田　愛未
❸-➋
③②⑦

2020年 いわき平 高木　真備(25)東　京
石井　貴子
（千　葉）

児玉　碧衣 梅川　風子 小林　優香 小林　莉子 鈴木　美教
❷-❸
②③①

2021年 函　館 石井　寛子（35）東　京 小林　莉子 佐藤　水菜 高木　真備 鈴木　奈央 尾方　真生
梅川　風子
(落再入)

➌-➎
③⑤①

出目の白ヌキは2車単

■ガールズ　フレッシュクイーン

出目 払戻金

2019年 高　知 梅川　風子（28）東　京 大久保花梨 鈴木　美教 太田　りゆ 佐藤　美菜 内村　舞織 柳原　真緒
❶-❹
①④②

2020年 防　府 久米　　詩（21）静　岡 比嘉真梨代 野本　怜菜 柳原　真緒 山口　伊吹 佐藤　水菜 吉岡　詩織
❼-❻
⑦⑥⑤

2021年 西武園 増田　夕華（20）岐　阜 尾方　真生 永禮　美瑠 高木　佑真 西島　叶子 吉岡　詩織 下条　未悠
❹-➊
④①③

出目の白ヌキは2車単

7着2着 3着 4着 5着 6着

払戻し

払戻し

年 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 7着6着5着4着

年 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県
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■国際競輪グランプリ

出目 払戻金

前　橋 俵　信之（24）北海道 中野　浩一 坂本　　勉
M・バルタン
（ベルギー）

G・ハットン
（アメリカ）

S・ベイト
（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）

Ｔ・シュミッツ
（オランダ）

Ｐ・ダ・ロシャ
（フランス）

本田　晴美 ④-①

前　橋 Ｓ・ペイト（26）ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
Ｍ・バルタン
（ベルギー）

坂本　　勉
G・ハットン
（アメリカ）

中野　浩一 俵　　信之 神山雄一郎
Ｐ・ダ・ロシャ
（フランス）

Ｖ・チェーチ
（イタリア）

②-④

前　橋 S・ペイト（27）ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
Ｍ・バルタン
（ベルギー）

井上　茂徳 坂本　　勉 滝澤　正光 中野　浩一
Ｍ・ﾋｭｰﾌﾟﾅｰ
（ドイツ）

G・ハットン
（アメリカ）

Ｐ・ダ・ロシャ
（フランス）

③-⑤

前　橋 吉岡　稔真（21）福　岡 中野　浩一 滝澤　正光
Ｍ・ﾋｭｰﾌﾟﾅｰ
（ドイツ）

鈴木　　誠
Ｖ・チェーチ
（イタリア）

坂本　　勉
M・バルタン
（ベルギー）

Ｃ・ゴリネリ
（イタリア）

⑥-①

その年の国際競輪に出場した外国人選手と別途選抜された日本人選手による競走で、91年までは外国人5人、92年は日本勢5人で争われた。

■ワールドグランプリ

出目 払戻金

青　森
J・フィードラー（32）

（ドイツ）
R・ウォルフ
（ドイツ）

J・ブラヌエバ
（スペイン）

山口　富生 山田　裕仁
J・ダイカ

（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）
村上　義弘 岡部　芳幸

小野　俊之
（3着失格）

➎-➑
⑤⑧⑥

四日市
佐藤慎太郎（27）
　　　（福島）

P・ブラン
（チェコ）

小倉　竜二
M・フレンチ
（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）

伏見　俊昭 吉岡　稔真 松岡　彰洋 村上　義弘
J・ダイカ

（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）
➊-➏
①⑥⑤

松　戸
小嶋　敬二（35）
　　　（石川）

R・ウォルフ
（ドイツ）

小野　俊之
J・エスクレド
　（スペイン）

兵藤　一也 佐藤慎太郎
L・ガネ

（フランス）
L・ｸｳｲｱﾄｺﾌｽｷ
（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ）

荒井　崇博
➒-➍
⑨④①

松　戸
T・ボス（23）
（オランダ）

M・ブルガン
　（フランス）

後閑　信一 佐々木龍也 山口　富生 渡部　哲男 海老根恵太
➌-➐
③⑦④
③⑦⑤

京王閣
金子　貴志（33）

（愛知）
井上　昌己 新田　康仁 佐藤慎太郎

S・ケリー
（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）

永井　清史
R・エドガー
（イギリス）

長塚　智広
T・ムルダー
（オランダ）

➒-➌
⑨③⑤

千　葉
石橋慎太郎（25）

（静岡）
S・ケリー
（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）

神山雄一郎 後閑　信一 渡邉　晴智
R・エドガー
（イギリス）

T・ムルダー
（オランダ）

渡邉　一成 北津留　翼
➒-➌
⑨③①

■ワールドステージ

出目 払戻金

松　戸
新田　祐大（27）

（福島）
Ｆ・ペルビス
（フランス）

中村　浩士 伏見　俊昭 村上　博幸 荒井　崇博 中川誠一郎 脇本　雄太
Ａ・ビノクロフ
（ウクライナ）

➎-❸
⑤③⑧

京都向日町
稲毛　健太（25）
　　　（和歌山）

諸橋　　愛 林　　雄一 志智　俊夫
Ｓ・ボティシャー

（ドイツ）
新田　康仁 友定　祐己

Ｓ・パーキンス
（オーストラリア）

中川誠一郎
➏-❹
⑥④⑨

豊　橋
Ｓ・パーキンス（28）
（オーストラリア）

池田　　良
Ｓ・ボティシャー

（ドイツ）
萩原　孝之 竹内　雄作 朝倉　佳弘 松川　高大 和田真久留 山内　卓也

❸-❺
③⑤⑦

出目の白ヌキは2車単

8着 9着3着 4着 5着 6着 7着年 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着

8着 9着

年 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着

払戻し

兵藤　一也・A・ビノクロフ
（3着同着）　（ウクライナ）

払戻し

払戻し

年 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着
■ガールズケイリンフェスティバル

出目 払戻金

2014年 松　戸 小林　優香（20）福　岡 石井　寛子 田中　まい
石井　貴子
（千　葉）

中川　諒子 加瀬加奈子 山原 さくら
➎-➐
⑤⑦⑥

2015年 函　館 小林　優香（21）福　岡 小林　莉子 山原 さくら 梶田　　舞 奥井　　迪 石井　寛子 加瀬加奈子
➎-❻
⑤⑥④

2016年 川　崎 梶田　　舞（29）栃　木 児玉　碧衣 中川　諒子 荒牧　聖未 奥井　　迪 尾崎　　睦 長澤　　彩
➍-➊
④①⑦

2017年 伊東温泉 小林　優香（23）福　岡 高木　真備 荒牧　聖未 尾崎　　睦 石井　寛子 梶田　　舞 児玉　碧衣
➋-➊
②①⑤

2018年 松　戸 石井　寛子（32）東　京 梅川　風子 高木　真備 児玉　碧衣 小林　莉子 梶田　　舞
小林　優香

（失格・落棄）
➋-❻
②⑥③

2019年 別　府 石井　貴子（29）千　葉 児玉　碧衣 梅川　風子 長澤　　彩 小林　莉子 大久保花梨 細田　愛未
❸-➋
③②⑦

2020年 いわき平 高木　真備(25)東　京
石井　貴子
（千　葉）

児玉　碧衣 梅川　風子 小林　優香 小林　莉子 鈴木　美教
❷-❸
②③①

2021年 函　館 石井　寛子（35）東　京 小林　莉子 佐藤　水菜 高木　真備 鈴木　奈央 尾方　真生
梅川　風子
(落再入)

➌-➎
③⑤①

出目の白ヌキは2車単

■ガールズ　フレッシュクイーン

出目 払戻金

2019年 高　知 梅川　風子（28）東　京 大久保花梨 鈴木　美教 太田　りゆ 佐藤　美菜 内村　舞織 柳原　真緒
❶-❹
①④②

2020年 防　府 久米　　詩（21）静　岡 比嘉真梨代 野本　怜菜 柳原　真緒 山口　伊吹 佐藤　水菜 吉岡　詩織
❼-❻
⑦⑥⑤

2021年 西武園 増田　夕華（20）岐　阜 尾方　真生 永禮　美瑠 高木　佑真 西島　叶子 吉岡　詩織 下条　未悠
❹-➊
④①③

出目の白ヌキは2車単

7着2着 3着 4着 5着 6着

払戻し

払戻し

年 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 7着6着5着4着

年 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県
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■ＳＳシリーズ風光る　ＧⅠ

出目 払戻金

岸和田 伏見　俊昭（33）福　島 小嶋　敬二 佐藤　友和 新田　康仁 武田　豊樹 神山雄一郎 合志　正臣 平原　康多 山崎　芳仁
➌-➋
③②④

静　岡 村上　博幸（31）京　都 武田　豊樹 村上　義弘 神山雄一郎 加藤　慎平 成田　和也 伏見　俊昭 海老根恵太 山崎　芳仁
➎-➍
⑤④②

松　戸 成田　和也（32）福　島 伏見　俊昭 大塚健一郎 神山雄一郎 平原　康多 兵藤　一也 武田　豊樹 海老根恵太 山崎　芳仁
➏-➋
⑥②⑧

■ＳＳカップみのり　ＧⅠ

出目 払戻金

平　塚 手島　慶介（33）群　馬 武田　豊樹 山口　幸二 合志　正臣 神山雄一郎 海老根恵太
紫原　政文
（落車携入）

新田　康仁
（落車再入）

石丸　寛之
（落車携入）

➎-➐
⑤⑦⑨

京王閣 山田　裕仁（41）岐　阜 山口　幸二 村上　博幸 市田佳寿浩 小嶋　敬二 成田　和也 渡邉　晴智 浅井　康太 村上　義弘
➏-➊
⑥①④

立　川 新田　祐大（24）福　島 成田　和也 佐藤慎太郎 山口　幸二 神山雄一郎 大塚健一郎 兵藤　一也 加藤　慎平 坂本　亮馬
➌-➑
③⑧⑤

出目の白ヌキは2車単

払戻し

払戻し

年 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着

年 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着
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■東王座戦・西王座戦決勝戦　ＧⅡ

出目 払戻金

東 伊東温泉 岡部　芳幸（31）福　島 佐藤慎太郎 後閑　信一 村本　大輔 東出　剛 新田　康仁 金子　真也 伏見　俊昭 稲村　成浩
➋-➒
②-⑥

西 高　松 小野　俊之（25）大　分 小川　圭二 小嶋　敬二 堤　　　洋 渡邉　　隆 村上　義弘 山口　幸二 山田　裕仁 佐久間重光
➑-➐
⑧⑦③

東 いわき平 岡部　芳幸（32）福　島 伏見　俊昭 有坂　直樹 齋藤登志信 松井　一良
松永　晃典
（落車再入）

金古　将人
（落車携入）

栗田　雅也
（落車携入）

神山雄一郎
（3着失格）

➊-➐
①⑦②

西 小松島 伊藤　保文（30）京　都 大井　啓世 村上　義弘 小野　俊之 小川　圭二 室井　竜二 近藤　幸徳 山田　裕仁 小倉　竜二
➐-➑
⑦⑧③

東 花月園 小橋　正義（36）新　潟 齋藤登志信 太田　真一 坂本　英一 藤原　憲征 森下　太志 伏見　俊昭 高木　隆弘 栗田　雅也
➌-➎
③⑤⑦

西 観音寺 小川　圭二（33）徳　島 松本　整 大井　啓世 前田　拓也 市田佳寿浩 星島　　太
山田　裕仁
（事故入）

吉岡　稔真
（落車滑入）

村上　義弘
➐-➒
⑦⑨④

東 取　手 岡部　芳幸（34）福　島 伏見　俊昭 兵藤　一也 阿部　康雄 内藤　宣彦 坂本　　勉 川口　満宏 武田　豊樹 佐々木雄一
➌-➋
③②⑨

西 玉　野 山内　卓也（27）愛　知 佐々木則幸 坂上　樹大 小倉　竜二 加藤　慎平 高城　信雄 稲垣　裕之 吉永　好宏 中川誠一郎
➎-➊
⑤①⑧

東 伊東温泉 山崎　芳仁（26）福　島 伏見　俊昭 岡部　芳幸 渡邉　一成 手島　慶介 兵藤　一也 佐々木龍也 横田　　努 海老根恵太
➒-➎
⑨⑤②

西 奈　良 澤田　義和（33）兵　庫 市田佳寿浩 小野　俊之 有賀　高士 合志　正臣 濵口　高彰 一丸　安貴 村上　義弘 金子　貴志
➑-➐
⑧⑦①

東 佐藤　友和（24）岩　手　 渡邉　晴智 岡部　芳幸
神山雄一郎
（落車滑入）

齋藤登志信 佐藤慎太郎 飯嶋　則之 有坂　直樹 白戸淳太郎
➎-➋
⑤②④

西 小嶋　敬二（37）石　川 小野　俊之 村上　義弘 加倉　正義 濵口　高彰 山口　富生 前田　拓也 紫原　政文 山田　裕仁
➊-➋
①②⑧

東 佐藤　友和（25）岩　手　 山崎　芳仁 新田　康仁 武田　豊樹 岡部　芳幸 神山雄一郎 渡邉　晴智 後閑　信一 平原　康多
➎-➒
⑤⑨⑥

西 小嶋　敬二（38）石　川 三宅　　伸 小倉　竜二 香川　雄介 西川　親幸 濵口　高彰 石丸　寛之 北津留　翼 永井　清史
➐-➌
⑦③⑤

東 海老根恵太（31）千　葉 神山雄一郎 渡邉　晴智 武井　大介 村本　大輔 武田　豊樹 成田　和也 阿部　康雄 伏見　俊昭
➋-➌
②③⑤

西 加藤　慎平（30）岐　阜 山田　裕仁 稲垣　裕之 三宅　　伸 井上　昌己 山口　幸二 小野　俊之 岩津　裕介 渡部　哲男
➐-➋
⑦②④

東 武田　豊樹（36）茨　城 成田　和也 伏見　俊昭 兵藤　一也 佐藤　友和 海老根恵太 神山雄一郎 山崎　芳仁 平原　康多
➋-➐
②⑦⑤

西 市田佳寿浩（34）福　井 村上　博幸 前田　拓也 園田　　匠 岩津　裕介 吉永　好宏 村上　義弘 山口　幸二 小川　勇介
➋-➒
②⑨⑦

東 武田　豊樹（37）茨　城 海老根恵太 飯嶋　則之 神山雄一郎 兵藤　一也 岡部　芳幸 渡邉　一成 新田　祐大 平原　康多
➐-➒
⑦⑨⑧

西 村上　博幸（31）京　都 坂本健太郎 加藤　慎平 小嶋　敬二 吉田　敏洋 小川　勇介 園田　　匠 村上　義弘 坂本　亮馬
➊-➏
①⑥②

東 武田　豊樹（38）茨　城 岡田　征陽 長塚　智広 神山雄一郎 芦澤　大輔 佐藤　悦夫 中村　浩士 小林　大介 大薗　　宏
➊-➌
①③⑨

西 深谷　知広（22）愛　知 山内　卓也 三宅　達也 山口　幸二 松川　高大 浅井　康太 坂上　樹大 村上　義弘 有賀　高士
➋-➏
②⑥⑨

高松宮記念杯の前哨戦。第6回からは3日制、東西同時開催。
平成24年の開催を最後に廃止となることが決定された。

優勝者の白抜きは完全優勝、出目の白ヌキは2車単

払戻し

高　知

豊　橋

宇都宮

別　府

高　松

玉　野

回 年月日 競輪場 6着 7着 8着 9着優勝（当時の年齢)・府県 2着 3着 4着 5着
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■ふるさとダービー決勝戦　ＧⅡ

出目 払戻金

広　島 三宅　勝彦（24）岡　山 佐藤　豊明 西地　孝介 小門　洋一 佐古　雅俊 大和　孝義 宮倉　　勇 内林　久徳 東　　　晃 ⑤-⑥

福　井 坂本　　勉（27）青　森 佐藤　正人 中野　浩一 神山雄一郎 郡山　久二 細川　忠行 尾崎　雅彦 ⑤-⑥

広　島 井上　茂徳（32）佐　賀 中野　浩一 小橋　正義 高橋　　武 福田　匡史 滝澤　正光 武田　清彦 山田　裕仁 新田　義男 ②-①

弥　彦 俵　　信之（26）北海道 井上　茂徳 坂本　　勉 高橋　　武 神山雄一郎 山口　健治 前原　雄大
戸邉　英雄
（落車再入）

滝澤　正光
（落車再入）

⑥-③

福　井 井上　茂徳（33）佐　賀 吉岡　稔真 野原　哲也 小橋　正義 山田　英伸 武藤　嘉伸
神山雄一郎
（落車再入）

③-②

別　府 豊田　知之（24）岡　山 梶應　弘樹 小橋　正義 大竹　慎吾 長谷部純也 滝澤　正光
尾崎　雅彦
（落車再入）

⑥-⑤

弥　彦 伊藤　勝也（27）静　岡 花嶋　洋之 滝澤　正光 坂本　　勉 豊田　知之 吉岡　稔真 中塚　記生 尾崎　雅彦 高村　　敦 ④-⑥

函　館 鈴木　　誠（27）千　葉 高木　隆弘 有坂　直樹 長谷部純也 神山雄一郎 松本　　整 高林　秀樹 山田　裕仁 馬渕　紀明 ②-③

別　府 吉岡　稔真（22）福　岡 大竹　慎吾 西川　親幸 山口　健治 神山雄一郎 滝澤　正光 栗原　　勉 後閑　信一 増成　富夫 ②-⑥

函　館 神山雄一郎（25）栃　木 鈴木　誠 吉岡　稔真 本田　晴美 児玉　広志 俵　信之 和田　誠吾 堂田　将治 坂本　　勉 ⑤-③

武　雄 吉岡　稔真（23）福　岡 井上　茂徳 佐々木昭彦 安福　洋一 塩満　賢治 小橋　正義 児玉　広志 富永　益生 海田　和裕 ⑥-①

玉　野 高木　隆弘（24）神奈川 尾崎　雅彦 山田　裕仁 吉岡　稔真 井上　茂徳 滝澤　正光 大竹　慎吾 和泉田喜一 本田　　博 ①-④

武　雄 三宅　勝彦（29）岡　山 神山雄一郎 山田　裕仁 森田　　進 佐々木浩三 ④-⑤

小松島 平田　崇昭（28）福　岡 神山雄一郎 斉藤　正剛 澤田　義和 星島　一成 森内　章之 酢﨑　良雄 稲村　成浩 松井　一良 ④-②

玉　野 小橋　正義（27）岡　山 吉岡　稔真 山下　秀綱 爲田　輝昭 稲村　成浩 星島　　太 梶應　弘樹 相原　浩二 中塚　記生 ⑤-②

富　山 松本　　整（35）京　都 稲積　秀樹 西川　親幸 吉岡　稔真 稲村　成浩 高橋　健二
佐々木龍也
（落滑入）

海田　和裕
東出　　剛
（8着失格）

⑥-①

小松島 滝澤　正光（35）千　葉 児玉　広志 佐々木龍也 神山雄一郎 斉藤　正剛 伊藤　保文 梶應　弘樹 渡邉　藤男 海田　和裕 ②-①

和歌山 松本　　整（36）京　都 井上　茂徳 加倉　正義 高橋　光宏 吉岡　稔真 児玉　広志 菊池　仁志 高谷　雅彦 金山　栄治 ④-⑥

富　山 松本　　整（37）京　都 海田　和裕 本田　晴美 中野　龍浩 高野　淳一 俵　　信之 高谷　雅彦
➒-➏
➒-➐
⑥-⑤

和歌山 松本　　整（37）京　都 東出　　剛 十文字貴信 金田健一郎 金古　将人 内林　久徳 野原　哲也 吉岡　稔真 桑野　治行
➒-➎
⑥-④

防　府 小橋　正義（29）岡　山 高谷　雅彦 後閑　信一 新藤　　敦 浅見　和人 滝澤　正光 室井　竜二 川口　秀人 山田　裕仁
➊-➐
①-⑤

防　府 澤田　義和（24）兵　庫 十文字貴信 幸田　光博 東出　　剛 金古　将人 梶應　弘樹 沓掛　和重 吉岡　稔真
児玉　広志
（落車棄権）

➐-➊
⑤-①

観音寺 坂巻　正巳（32）茨　城 金田健一郎 阿部　康雄 佐々木浩三 井上　茂徳 中塚　記生 堤　　　洋
➏-➎
⑤-④

豊　橋 稲積　秀樹（32）富　山 伊藤　健詞 十文字貴信 馬渕　紀明 三宅　　伸 渡邉　晴智 吉岡　稔真 鈴木　　誠 小嶋　敬二
➍-➏
④-⑤

弥　彦 神山雄一郎（30）栃　木 小橋　正義 山口　富生 小嶋　敬二 市田佳寿浩 恩田　繁雄
阿部　康雄
（落車携入）

➒-➋
⑥-②

観音寺 小倉　竜二（22）徳　島 坂本　英一 吉岡　稔真 菊池　仁志 池尻　浩一 高木　隆弘
金田健一郎
（事故入）

米田　勝洋 後閑　信一
➏-➑
⑤-⑥

佐世保 渡邉　晴智（25）静　岡 金古　将人 小橋　正義 坂巻　正巳 横田　　努 黒田　義高 山田　裕仁 内林　久徳 菊池　仁志
➒-➎
⑥-④

伊東温泉 鈴木　　誠（34）千　葉 齋藤登志信 高木　隆弘 山田　裕仁 阿部　康雄 大澤　嘉文 吉岡　稔真 三宅　　伸 本田　晴美
➒-➐
⑤-⑥

佐世保 稲村　成浩（27）群　馬 濵口　高彰 池尻　浩一 太田　真一 小川　　巧 桜井　　健 金古　将人 鈴木　　誠 出口　眞浩
➊-➏
①-⑤

豊　橋 村上　義弘（25）京　都 渡会　宏和 山田　裕仁 中井　　護 齋藤登志信 神山雄一郎 一丸　安貴 児玉　広志 高木　隆弘
➍-➑
④-⑥

福　井 横田　　努（28）熊　本 内林　久徳 郡山　久二 桜井　　健 大井　啓世 小林　大介
金子　真也
（落車再入）

小林　　豊
（落車再入）

西郷　　剛
（落車再入）

➊-➌
①-③

玉　野 小川　圭二（29）徳　島 東出　　剛 稲村　成浩 小橋　正義 伊藤　一貴 横田　　努 金子　真也 本田　　博 伊勢崎彰大
➐-➊
①-⑤

小松島 小倉　竜二（24）徳　島 阿部　康雄 児玉　広志 曾田　正一 山田　裕仁 松江　健一 後閑　信一 三宅　　伸 神山雄一郎
➐-➍
④-⑤

武　雄 郡山　久二（36）大　阪 加倉　正義 堤　　　洋 小橋　正義 諸橋　　愛
清水　敏一
（落車再入）

➒-➍
④-⑥

函　館 松本　　整 友定　祐己 神山雄一郎 三橋　　忍 佐藤　康紀
伊藤　保文
（事故入）

俵　　信之
（6着失格）

➋-➌
➌-➋
②-③

8着7着6着5着4着年 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着
払戻し

児玉　広志・高橋　光宏・横田　　努
（落車棄権）（落車棄権）（2着失格）

伏見　俊昭（25）福　島（1着同着）
渡邉　晴智（27）静　岡（1着同着）

髙林　秀樹・野原　哲也
（落車棄権）（6着失格）

細川　貴雄・俵　　信之
（4着失格）（6着失格）

曾田正一・梶應弘樹
（2着同着）

児玉　広志・松本　　整
（落車棄権）（4着失格）

稲村　成浩・佐々木龍也
（落車棄権）（4着失格）

吉岡稔真・井上茂徳・内林久徳（落車棄権）
加藤雅人（落車失格）

吉岡　稔真・佐々木昭彦
（落車棄権）

3着 9着
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出目 払戻金
8着7着6着5着4着年 年月日 競輪場 優勝（当時の年齢)・府県 2着

払戻し
3着 9着

富　山 稲村　成浩（29）群　馬 松岡　彰洋 大河原和彦 金古　将人 小川　圭二 光岡　義洋 山田　裕仁 兵藤　一也 小嶋　敬二
➋-➒
②-⑥

防　府 齋藤登志信（29）山　形 新田　康仁 後閑　信一 三宅　　伸 香川　雄介 前反祐一郎 堤　　　洋 東出　　剛 谷津田将吾
➒-➋
②-⑥

松　阪 小嶋　敬二（32）石　川 岩見　　潤 小倉　竜二 前田　拓也 稲村　成浩 山口　幸二 一丸　安貴 新藤　　敦 山内　大作
➌-➊
①-③

弥　彦 村上　義弘（28）京　都 山田　裕仁 山口　富生
佐藤慎太郎
（落車再入）

坂本　英一
（落車再入）

笹川　竜治
（落車再入）

➊-➒
①-⑥

久留米 伏見　俊昭（27）福　島 鈴木　　誠 小野　俊之 加倉　正義 佐藤慎太郎 室井　竜二 吉岡　稔真 小倉　竜二 濱田　浩司
➌-➒
③⑨⑦

京都向日町 村上　義弘（28）京　都 坂本　英一 有賀　高士 室井　健一 濵口　高彰 横田　　努
小橋　正義
（落車再入）

➊-➍
①④⑧

四日市 小川　圭二（32）徳　島 太田　真一 児玉　広志 三宅　　伸 山田　裕仁 青井　賢治 松岡　彰洋 新田　康仁 舘　　泰守
➒-➎
⑨⑤③

佐世保 金子　貴志（28）愛　知 濵口　高彰 山内　卓也 小野　俊之 星島　　太 有坂　直樹 笹川　竜二 井上　昌己 高谷　雅彦
➑-➋
⑧②⑦

函　館 齋藤登志信（31）山　形 渡邉　晴智 小橋　正義 神山雄一郎 金子　真也 一丸　安貴 岡部　芳幸 山田　裕仁 戸邉　英雄
➋-➌
②③⑤

福　井 村上　義弘（30）京　都 中村　　淳 荒井　崇博 阿部　康雄 安福　洋一 小倉　竜二 加倉　正義 望月　永悟 前田　拓也
➊-➏
①⑥⑨

武　雄 佐藤慎太郎（28）福　島 合志　正臣 渡邉　晴智 三宅　　伸 佐々木龍也 新田　康仁
山口　幸二
（落車携入）

市田佳寿浩
（落車携入）

小野　俊之
（1着失格）

➒-➐
⑨⑦③

弥　彦 石毛　克幸（28）千　葉 小野　俊之 竹内　智彦 武田　豊樹 神山雄一郎 深井　高志 稲垣　裕之
➑-➊
⑧①②
⑧①④

豊　橋 岡部　芳幸（34）福　島 前田　拓也 山内　卓也 金子　貴志 新藤　　敦 齋藤登志信 海老根恵太 村上　義弘 小嶋　敬二
➋-➍
②④①

小松島 一丸　安貴（33）愛　知 小倉　竜二 諸橋　　愛 海老根恵太 有坂　直樹 志智　俊夫 神山雄一郎 内林　久徳 山内　卓也
➐-➋
⑦②④

富　山 平原　康多（24）埼　玉 渡部　哲男 渡邉　晴智 武田　豊樹 梶應　弘樹 小川　　巧
大薗　　宏
（落車携入）

➋-➎
②⑤⑦

防　府 手島　慶介（31）群　馬 池尻　浩一 佐藤　友和 佐藤慎太郎 加藤　慎平 神山雄一郎 武田　豊樹 坂本　英一 山口　富生
➐-➍
⑦④⑥

観音寺 山田　裕仁（38）岐　阜 山崎　芳仁 加倉　正義 飯嶋　則之 兵藤　一也 渡部　哲男 小倉　竜二 新田　康仁 加藤　慎平
➍-➊
④①⑧

函　館 山崎　芳仁（28）福　島 佐藤慎太郎 望月　永悟 三宅　　伸 阿部　康雄 前田　拓也 合志　正臣 村上　義弘 佐々木則幸
➊-➐
①⑦④

松　阪 稲垣　裕之（30）京　都 長塚　智広 室井　健一 坂本　英一 西田　雅志 渡邉　晴智 古閑　良介 渡邉　一成 小林　大介　
➒-➌
⑨③②

弥　彦 手島　慶介（33）群　馬 平原　康多 有坂　直樹 小橋　秀幸 諸橋　　愛 鈴木　　誠 山崎　芳仁 加倉　正義 小嶋　敬二
➐-➊
⑦①⑤

福　井 飯嶋　則之（29）栃　木 平原　康多 坂本　英一 山口　貴弘 濵口　髙彰 武井　大介 岡部　芳幸 丸山　啓一 稲垣　裕之
➌-➐
③⑦⑧

広　島 武田　豊樹（34）茨　城 紫原　政文 加藤　圭一 山口　幸二 松坂　英司 神山雄一郎 岡部　芳幸 荒井　崇博
永井　清史
（欠場）

➐-➑
⑦⑧④

13年度から16年度まで全日本選抜の前哨戦

優勝者の白ヌキは完全優勝、出目の白ヌキは2車単

加藤　慎平・大塚健一郎
（落車棄権）

小野　俊之・加藤　　渉・神山雄一郎
（落車棄権）（落車棄権）（落車失格）

大井　啓世・松本　　整
（落車棄権）（5着失格）

室井　竜二・豊田　知之
（3着同着）
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■競輪祭新人王決勝戦

出目 払戻金

高原　永伍（23）神奈川 木村　実成 田中　省吾 深町　司郎 松川周次郎 高原　以好 川島　 努 ⑤-①

木村　実成（23）群　馬 佐藤　秀信 北村　　健 吉田　　正 松川周次郎 今川　博司 〆野　清隆 笹田　伸二 中川　茂一 ③-④

野寺　英男（26）東　京 須田一二三 福島　昭亮 笹田　伸二 松本　秀房 吉田　　正 江口　勝利 前川　良明 松川周次郎 ④-②

松本　秀房（22）熊　本 吉川多喜夫 稲村　雅士 佐藤　秀信 須田　幸雄 松本　広導 佐藤　敏男 高原　清多
伊藤　　繁
（4着失格）

⑥-③

福島　正幸（19）群　馬 藤巻　　昇 田中　　博 町田　克己 佐藤　敏男 伊藤　　繁 高山　一郎 小島　　浩 新田　計三 ⑤-⑥

藤巻　　昇（20）山　梨 荒木　　実 早福　寿作 田中　　博 兵藤　啓明 松本　広導 伊藤由紀夫 小林　政春
伊藤　　繁
（5着失格）

⑥-⑤

班目　秀雄（25）福　島 田中　　博 荒木　　実 稲沢富士夫 服部　記義 米多　忠夫 山口　国男 阿部　利美 谷津田陽一 ⑥-③

荒川秀之助（22）宮　城 阿部　　道 阿部　利美 小門　道夫 米多　忠夫 谷津田陽一 佐藤　良富 荒木　　実 工藤夕起夫 ④-①

山藤　浩三（27）茨　城 須田　知光 篠崎　　清 恩田　　勲 藤巻　清志 山口　国男 泉　　　豊 大和　孝義 伊藤　健次 ⑥-④

藤巻　清志（22）神奈川 大和　孝義 杉渕　孝一 伊藤　健次 竹林　秀盛 矢村　　正 門馬　秀仁 吉田　　洋 小門　道夫 ⑥-④

国持　一洋（22）静　岡 渡辺　孝夫 小山　　靖 竹野　有一 太田　三郎 加藤　善行 久保千代志 高田　　豊 小松　光治 ④-④

渡辺　孝夫（25）大　阪 山下　文男 棚橋　良博 田仲　俊克 高橋　健二 小幡　政義 久保千代志 岩崎　誠一 弥永　正彦 ⑤-②

岩崎　誠一（24）青　森 続谷　好利 鈴木　正彦 池上　嘉美 佐藤　彰一 服部　良一 荒川　玄太 木庭　賢也 井上　　馨 ①-⑥

中野　浩一（21）福　岡 松田　隆文 佐藤　彰一 宮本　孝雄 沼田　弥一 関根　好雄 樋口　信夫 森田　　茂 大久保広重 ④-②

菅田　順和（23）宮　城 松田　隆文 杉山　克己 戸上　　茂 井狩　吉雄 川田　勝徳 柳井　譲二 山口　健治
松村　信定
（2着失格）

①-③

吉井　秀仁（22）千　葉 柳井　譲二 菅野　良信 石川　　武 小林　秀章 江嶋　康光 木村　一利 ⑤-②

木村　一利（21）広　島 尾池　孝介 國松　利全 清嶋　彰一 亀川　修一 菅野　良信 石川　浩史 笠井　佳宏
片岡　克己
（落車棄権）

②-⑥

亀川　修一（23）兵　庫 田中　豊勝 町島　洋一 勅使川原登 北村　　徹 武藤　勝紀 佐々木昭彦 村岡　和久 八倉伊佐夫 ②-⑥

北村　　徹（21）熊　本 礒野　　実 佐々木昭彦 佐藤　正人 矢内　　智 伊藤　　浩 野田　　正 岸本　元也 大井　栄治 ②-⑤

峰重　龍一（23）岡　山 佐古　雅俊 馬場　圭一 伊藤　　浩 小磯　伸一 廣田　淳二 松枝　義幸 野田　　正 吉村　純一 ①-④

小磯　伸一（23）福　島 宮本　万裕 長井　賢人 菅森　勝一 松枝　義幸 伊藤　孝久 廣田　淳二 新谷　隆広 栗山　勝彦 ⑥-③

小門　洋一（23）神奈川 櫻井　邦彦 本田　晴美 高林　秀樹 荒川　博之 片岡　浩也 今村　保徳 吉内　秀徳 野原　哲也 ③-⑥

山田　英伸（21）神奈川 松井　英幸 本田　晴美 萩原　　操 戸邉　英雄 内田　浩司 前田　義秋 寺崎　　修 野原　哲也 ②-④

俵　　信之（22）北海道 細川　貴雄 三浦　　靖 三宅　勝彦 鈴木　　誠 伊藤　勝也 福田　祐治 木野内　高 上田　　浩 ③-④

鈴木　　誠（22）千　葉 坂本　　勉 白石　　護 北村　哲郎 工　　正信 松隈　竜男 大竹　慎吾 和田　誠吾 細川　秀勝 ②-③

長谷部純也（22）茨　城 佐藤　　仁 中武　克雄 坂本　　勉 豊田　知之 栗原　　勉 大澤　嘉文 大窪　伸一 小橋　正義 ②-⑤

神山雄一郎（21）栃　木　 武藤　嘉伸 濵口　高彰 金田健一郎　 松井富実洋 豊田　知之 濱田　光識 和泉田喜一 紫原　政文 ②-⑥

紫原　政文（23）福　岡 松井富実洋 内林　久徳 臼倉　善則 山田　裕仁 丸島　真改 佐藤　晃三 藤田　和彦 廣川　貞治 ②-③

高木　隆弘（22）神奈川 丸島　真改 森内　章之 渡会　宏和 鈴木　　健 三宅　　伸 藤田　和彦 山本　真矢 星島　　太 ②-④

児玉　広志（23）香　川 海田　和裕 後閑　信一 堀　　政美 斉藤　正剛 案浦　　攻 高田　　誠 立山　弘治 森山　昌昭 ⑥-③

澤田　義和（21）兵　庫 礒野　永悟 清水　敏一 本田　　博 幸田　光博 渡邉　　隆 中村　　淳 金古　将人 那須　久幸 ⑤-⑥

横田　　努（22）熊　本 室井　健一 田村　博之 那須　久幸 伊藤　保文 伊藤　龍也 紺野　哲也 豊岡　　弘 福永　辰二 ③-⑤

金山　栄治（21）広　島 岩見　　潤 河野　克也 大薗　　宏 小林　裕司 松本　晴樹 那須　久幸 梶原　亜湖　 杉田　清典 ①-④

太田　真一（21）埼　玉 十文字貴信 古閑　良介 成清　貴之 伏見　俊昭 石丸　寛之 堤　　　洋 西浦　仙哉 小嶋　敬二
➊-➒
①-⑥

手島　慶介（22）群　馬 伏見　俊昭 岡崎　孝士 市田佳寿浩 堤　　　洋 十文字貴信 北野　武史 香川　雄介 小林　正治
➑-➌
⑥-③

齋藤登志信（26）山　形 小倉　竜二 小林　正治 齋藤　秀昭
中川　博司
（事故入）

若松　将弘 佐々木則幸 阿部　俊二
北川　紋部
（落車棄権）

➒-➋
⑥-②

代 年月日 優勝（当時の年齢)・府県 9着8着7着6着5着

竹野暢勇・平間誠記
（同3）

内田　幸男・山口　健治
（落車棄権）

4着3着2着
払戻し
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出目 払戻金
代 年月日 優勝（当時の年齢)・府県 9着8着7着6着5着4着3着2着

払戻し

吉村　和之（22）岐　阜 伊勢崎彰大 安坂　洋一 小林　大介 三槻　智清 中村美千隆 吉永　好宏 加藤　慎平
尾﨑　和人
（1着失格）

➏-➋
②-⑤

加藤　慎平（22）岐　阜 兵藤　一也 伊勢崎彰大 前反祐一郎 土屋　裕二 友定　祐己 長塚　智広 野田　源一 安藤　優企
➋-➍
②-④

優勝者の白ヌキは完全優勝、出目の白ヌキは2車単

第5回から第8回競輪祭では新鋭王座と呼んだ。
第41回競輪祭（37代）から最終日に単発で行われた。

第5回競輪祭からデビュー3年未満の上位36人で争うタイトルとして新設。

■競輪祭新人王決勝戦

出目 払戻金

高原　永伍（23）神奈川 木村　実成 田中　省吾 深町　司郎 松川周次郎 高原　以好 川島　 努 ⑤-①

木村　実成（23）群　馬 佐藤　秀信 北村　　健 吉田　　正 松川周次郎 今川　博司 〆野　清隆 笹田　伸二 中川　茂一 ③-④

野寺　英男（26）東　京 須田一二三 福島　昭亮 笹田　伸二 松本　秀房 吉田　　正 江口　勝利 前川　良明 松川周次郎 ④-②

松本　秀房（22）熊　本 吉川多喜夫 稲村　雅士 佐藤　秀信 須田　幸雄 松本　広導 佐藤　敏男 高原　清多
伊藤　　繁
（4着失格）

⑥-③

福島　正幸（19）群　馬 藤巻　　昇 田中　　博 町田　克己 佐藤　敏男 伊藤　　繁 高山　一郎 小島　　浩 新田　計三 ⑤-⑥

藤巻　　昇（20）山　梨 荒木　　実 早福　寿作 田中　　博 兵藤　啓明 松本　広導 伊藤由紀夫 小林　政春
伊藤　　繁
（5着失格）

⑥-⑤

班目　秀雄（25）福　島 田中　　博 荒木　　実 稲沢富士夫 服部　記義 米多　忠夫 山口　国男 阿部　利美 谷津田陽一 ⑥-③

荒川秀之助（22）宮　城 阿部　　道 阿部　利美 小門　道夫 米多　忠夫 谷津田陽一 佐藤　良富 荒木　　実 工藤夕起夫 ④-①

山藤　浩三（27）茨　城 須田　知光 篠崎　　清 恩田　　勲 藤巻　清志 山口　国男 泉　　　豊 大和　孝義 伊藤　健次 ⑥-④

藤巻　清志（22）神奈川 大和　孝義 杉渕　孝一 伊藤　健次 竹林　秀盛 矢村　　正 門馬　秀仁 吉田　　洋 小門　道夫 ⑥-④

国持　一洋（22）静　岡 渡辺　孝夫 小山　　靖 竹野　有一 太田　三郎 加藤　善行 久保千代志 高田　　豊 小松　光治 ④-④

渡辺　孝夫（25）大　阪 山下　文男 棚橋　良博 田仲　俊克 高橋　健二 小幡　政義 久保千代志 岩崎　誠一 弥永　正彦 ⑤-②

岩崎　誠一（24）青　森 続谷　好利 鈴木　正彦 池上　嘉美 佐藤　彰一 服部　良一 荒川　玄太 木庭　賢也 井上　　馨 ①-⑥

中野　浩一（21）福　岡 松田　隆文 佐藤　彰一 宮本　孝雄 沼田　弥一 関根　好雄 樋口　信夫 森田　　茂 大久保広重 ④-②

菅田　順和（23）宮　城 松田　隆文 杉山　克己 戸上　　茂 井狩　吉雄 川田　勝徳 柳井　譲二 山口　健治
松村　信定
（2着失格）

①-③

吉井　秀仁（22）千　葉 柳井　譲二 菅野　良信 石川　　武 小林　秀章 江嶋　康光 木村　一利 ⑤-②

木村　一利（21）広　島 尾池　孝介 國松　利全 清嶋　彰一 亀川　修一 菅野　良信 石川　浩史 笠井　佳宏
片岡　克己
（落車棄権）

②-⑥

亀川　修一（23）兵　庫 田中　豊勝 町島　洋一 勅使川原登 北村　　徹 武藤　勝紀 佐々木昭彦 村岡　和久 八倉伊佐夫 ②-⑥

北村　　徹（21）熊　本 礒野　　実 佐々木昭彦 佐藤　正人 矢内　　智 伊藤　　浩 野田　　正 岸本　元也 大井　栄治 ②-⑤

峰重　龍一（23）岡　山 佐古　雅俊 馬場　圭一 伊藤　　浩 小磯　伸一 廣田　淳二 松枝　義幸 野田　　正 吉村　純一 ①-④

小磯　伸一（23）福　島 宮本　万裕 長井　賢人 菅森　勝一 松枝　義幸 伊藤　孝久 廣田　淳二 新谷　隆広 栗山　勝彦 ⑥-③

小門　洋一（23）神奈川 櫻井　邦彦 本田　晴美 高林　秀樹 荒川　博之 片岡　浩也 今村　保徳 吉内　秀徳 野原　哲也 ③-⑥

山田　英伸（21）神奈川 松井　英幸 本田　晴美 萩原　　操 戸邉　英雄 内田　浩司 前田　義秋 寺崎　　修 野原　哲也 ②-④

俵　　信之（22）北海道 細川　貴雄 三浦　　靖 三宅　勝彦 鈴木　　誠 伊藤　勝也 福田　祐治 木野内　高 上田　　浩 ③-④

鈴木　　誠（22）千　葉 坂本　　勉 白石　　護 北村　哲郎 工　　正信 松隈　竜男 大竹　慎吾 和田　誠吾 細川　秀勝 ②-③

長谷部純也（22）茨　城 佐藤　　仁 中武　克雄 坂本　　勉 豊田　知之 栗原　　勉 大澤　嘉文 大窪　伸一 小橋　正義 ②-⑤

神山雄一郎（21）栃　木　 武藤　嘉伸 濵口　高彰 金田健一郎　 松井富実洋 豊田　知之 濱田　光識 和泉田喜一 紫原　政文 ②-⑥

紫原　政文（23）福　岡 松井富実洋 内林　久徳 臼倉　善則 山田　裕仁 丸島　真改 佐藤　晃三 藤田　和彦 廣川　貞治 ②-③

高木　隆弘（22）神奈川 丸島　真改 森内　章之 渡会　宏和 鈴木　　健 三宅　　伸 藤田　和彦 山本　真矢 星島　　太 ②-④

児玉　広志（23）香　川 海田　和裕 後閑　信一 堀　　政美 斉藤　正剛 案浦　　攻 高田　　誠 立山　弘治 森山　昌昭 ⑥-③

澤田　義和（21）兵　庫 礒野　永悟 清水　敏一 本田　　博 幸田　光博 渡邉　　隆 中村　　淳 金古　将人 那須　久幸 ⑤-⑥

横田　　努（22）熊　本 室井　健一 田村　博之 那須　久幸 伊藤　保文 伊藤　龍也 紺野　哲也 豊岡　　弘 福永　辰二 ③-⑤

金山　栄治（21）広　島 岩見　　潤 河野　克也 大薗　　宏 小林　裕司 松本　晴樹 那須　久幸 梶原　亜湖　 杉田　清典 ①-④

太田　真一（21）埼　玉 十文字貴信 古閑　良介 成清　貴之 伏見　俊昭 石丸　寛之 堤　　　洋 西浦　仙哉 小嶋　敬二
➊-➒
①-⑥

手島　慶介（22）群　馬 伏見　俊昭 岡崎　孝士 市田佳寿浩 堤　　　洋 十文字貴信 北野　武史 香川　雄介 小林　正治
➑-➌
⑥-③

齋藤登志信（26）山　形 小倉　竜二 小林　正治 齋藤　秀昭
中川　博司
（事故入）

若松　将弘 佐々木則幸 阿部　俊二
北川　紋部
（落車棄権）

➒-➋
⑥-②

代 年月日 優勝（当時の年齢)・府県 9着8着7着6着5着

竹野暢勇・平間誠記
（同3）

内田　幸男・山口　健治
（落車棄権）

4着3着2着
払戻し
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■全国都道府県選抜争覇競輪
回 競輪場 年月日 距離（ｍ） 優勝者（当時の年齢・府県） 回 競輪場 年月日 距離（ｍ） 優勝者（当時の年齢・府県） 回 競輪場 年月日 距離（ｍ） 優勝者（当時の年齢・府県）

26年 〆野　久人（23）福　岡 29年 松本　英夫（22）神奈川 33年 竹野　暢勇（22）栃　木

樽井　武彦（20）兵　庫 高倉　　登（21）埼　玉 半田　弘之（22）三　重
～ 安野　勝也（22）埼　玉 ～ 松本　勝明（26）京　都 ～ 松本　勝明（30）京　都

高倉　　登（18）埼　玉 ＊吉武八重子（20）福　岡 ＊田中　和子（25）奈　良

＊渋谷小夜子（18）神奈川 30年 佐藤　和幸（24）香　川 34年 半田　弘之（23）三　重

27年 松本　勝明（24）京　都 中頭　正一（22）長　崎 白鳥　伸雄（31）千　葉

西地　清一（20）大　阪 ～ 植村　　央（22）東　京 ～24 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ ＊田中　和子（26）奈　良
～ 森永　宏造(17)佐　賀 ＊斉藤　二三（23）埼　玉 35年 竹野　暢勇（24）栃　木

阿久津開司（20）群　馬 30年 平林己佐男（21）東　京 古田　泰久（30）広　島

＊渋谷小夜子（18）神奈川 加藤　　晶（23）京　都 ～8/4 ＊田中　和子（26）奈　良

27年 熊坂　克己（28）東　京 ～ 中井　光雄（21）滋　賀 36年 西村　公佑（26）大　阪

尾池　義翁（23）大　阪 ＊田中　和子（21）奈　良 加藤　　　晶（29）　京都
～ 西田　　勇（26）大　阪 31年 松本　勝明（28）京　都 ～7 ＊松川　光子（22）香　川

　高倉　　登（19）埼　玉 林　　　完（29）滋　賀 37年 松川周次郎（21）香　川

＊谷口　俊子（18）兵　庫 ～ 昌山　晃夫（22）愛　知 吉田　　実（28）香　川

＊渋谷小夜子（19）神奈川 ＊田中和子（22）奈　良 ～20 ＊森　　耐子（27）大　阪

28年 　平林己佐男（18）東　京 31年 竹野　暢勇（20）栃　木 38年

　月原純一郎（22）愛　媛 坂本　昌仁（22）大　阪
～ 　中井　光雄（18）滋　賀 ～ 中井　光雄（22）滋　賀 ～8

　高橋　　恒（21）大　阪 ＊田中　和子（22）奈　良 39年

＊有江美和子（18）長　崎 32年 白井　通義（23）神奈川

28年 　尾池　義翁（24）大　阪 大山　一海（28）香　川 ～8/4

　高橋文次郎（27）茨　城 ～ 古田　泰久（27）広　島 40年
～ 　高橋　　恒（23）大　阪 ＊畑田美千代（22）京　都

　山本　清治（23）大　阪 32年 島木　賢一（23）熊　本 ～8/3

＊水野　信子（26）愛　知 西村　　亀（33）山　口 41年

29年 　松本　勝明（26）京　都 ～ 古田　泰久（27）広　島

大田原慶輔（32）京　都 ＊畑田美千代（22）京　都 ～8/2
～ 　山本　清治（23）大　阪 33年 竹野　暢勇（22）栃　木 42年

＊吉武八重子（20）福　岡 加藤　　晶（26）京　都
～ 古田　泰久（28）広　島 ～8

＊女子優勝者 ＊田中　和子（24）奈　良 43年

～6

一　宮

門　司
立　川

大　宮
高　松

高　松

一　宮

大　宮

福　岡

岸和田

名古屋
門　司

吉田　　実（29）香　川

岐　阜 高原　永伍（24）神奈川

花月園 門　司

西武園

名古屋
神　戸

加藤　　晶（33）京　都

門　司
西　宮 高原　永伍（26）神奈川

高　松

向日町

花月園
吉川多喜夫（19）神奈川

岐阜 伊藤　　繁（21）神奈川

静岡

■競輪祭女子優勝者（小倉）

回 年月日 距離（ｍ）

木本登美子（17） 大　阪

立川　玉子（19） 岡　山

田中　和子（22） 奈　良

優勝者（当時の年齢・府県）

出目 払戻金

平間　誠記（28）宮　城 白鳥　伸雄 松本　秀房 高原　永伍 新井市太郎 平林己佐男 神谷　恵幸 小島　　浩 昌山　晃夫 ①-③

白鳥　伸雄（38）千　葉 平間　誠記 稲村　雅士 新井市太郎 竹野　暢勇 宮路　雄資 伊藤　　繁 松本　勝明 平林己佐男 ③-⑤

高原　永伍（28）神奈川 稲村　雅士 平間　誠記 塩見　昭彦 藤巻　　昇 工藤元司郎 田中　　博 林　　光雄 小川　朝満 ①-③

中川　茂一（31）大　阪 福島　正幸 吉川多喜夫 工藤元司郎 荒木　　実 宮路　雄資 木村　実成 平田　貞雄
新井市太郎
（6着失格）

④-③

福島　正幸（22）群　馬 田中　　博 宮路　雄資 佐藤　敏男 須田一二三 平林己佐男 川井　操 班目　秀雄 新井市太郎 ④-③

■秩父宮妃賜杯競輪決勝戦

払戻し
回 年月日 優勝（当時の年齢・府県） 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着

■日本選手権実用車優勝者

出目 払戻金

大阪中央 後藤　欣一（19） 大　阪 ②-③

川　崎 後藤　欣一（20） 大　阪 ④-⑥

名古屋 河内　正一（23） 兵　庫 ③-②

後楽園 河内　正一（24） 兵　庫 ③-①

大阪中央 河内　正一（24） 兵　庫 ⑥-④

川　崎 河内　正一（25） 兵　庫 ④-②

後楽園 河内　正一（25） 兵　庫 ③-①

大阪中央 河内　正一（26） 兵　庫 軽快車 ①-⑤

川　崎 河内　正一（27） 兵　庫 軽快車 ①-①

大阪中央 杉井　正義（23） 神奈川 軽快車 ⑤-⑥

払戻し
回 年月日 競輪場 距離（ｍ） 優勝者（当時の年齢）・府県 備考

■日本選手権競輪女子優勝者

出目 払戻金

川　崎 高木ミナエ（16） 岐　阜 ①-⑤

名古屋 高木ミナエ（17） 岐　阜 ④-①

後楽園 黒田　智子（19） 福　岡 ①-③

大阪中央 渋谷小夜子（17） 神奈川 ④-①

川　崎 田中　和子（18） 奈　良 ①-①

後楽園 水野　信子（25） 愛　知 ①-②

大阪中央 有江美和子（19） 長　崎 ⑥-②

川　崎 田中　和子（21） 奈　良 ②-⑤

大阪中央 田中　和子（22） 奈　良 ①-⑥

後楽園 畑田美千代（21） 京　都 ⑥-①

回
払戻し

優勝者（当時の年齢）・府県距離（ｍ）競輪場年月日

■高松宮妃賜杯（大津びわこ）

回 年月日 距離（ｍ）

渋谷小夜子（16） 神奈川

渋谷小夜子（17） 神奈川

渋谷小夜子（18） 神奈川

山内　寿子（22） 長　崎

田中　和子（21） 奈　良

田中　和子（21） 奈　良

田中　和子（22） 奈　良

田中　和子（23） 奈　良

畑田美千代（23） 京　都

松本喜登美（22） 福　岡

加古　政子（29） 群　馬

スプリント 中村　金子（20） 熊　本

松川　光子（23） 香　川

川崎喜登美（26） 山　口

石村美千代（29） 山　口

優勝者（当時の年齢・府県）
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■オリンピック・世界選手権競輪選手メダル獲得

開催年 開催国 選手名 種目 開催年 開催国 選手名 種目

【世界選】 【オリンピック】

ベルギー 阿部　良二 スプリント銅 アメリカ 十文字貴信 1000ｍＴＴ銅

イタリア 菅田　順和 スプリント銅 ギリシャ 伏見　俊昭 チームスプリント銀

ベネズエラ 中野　浩一 スプリント金 長塚　智広

菅田　順和 スプリント銀 井上　昌己

西ドイツ 中野　浩一 スプリントＶ2 中国 永井　清史 ケイリン銅

菅野　良信 スプリント銅 【パラリンピック】

オランダ 中野　浩一 スプリントＶ3 ブラジル 田中まい ロード30㎞ＴＴ銀

フランス 中野　浩一 スプリントＶ4

尾崎　雅彦 スプリント銀

チェコ 中野　浩一 スプリントＶ5

高橋　健二 スプリント銅

久保千代志 ケイリン銅

イギリス 中野　浩一 スプリントＶ6

北村　徹 ケイリン銅

スイス 中野　浩一 スプリントＶ7

スペイン 中野　浩一 スプリントＶ8

イタリア 中野　浩一 スプリントＶ9

松枝　義幸 スプリント銀

滝澤　正光 ケイリン銅

アメリカ 中野　浩一 スプリントＶ10

松井　英幸 スプリント銀

俵　信之 スプリント銅

オーストラリア 俵　信之 スプリント金

松井　英幸 スプリント銀

本田　晴美 ケイリン金

井上　茂徳 ケイリン銅

ベルギー 俵　信之 スプリント銅

フランス 神山雄一郎 スプリント銀

松井　英幸 スプリント銅

佐古　雅俊 ケイリン銅

ノルウェー 吉岡　稔真 ケイリン銅

オランダ 河端　朋之 ケイリン銀

ポーランド 新田　祐大 ケイリン銀

ドイツ 脇本　雄太 ケイリン銀

フランス 佐藤　水菜 ケイリン銀
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■オリンピックに出場した男子競輪選手（自転車）

選手名 大会名 競技成績

加藤　　忠 ヘルシンキ（1952） 個人ロードレース途中棄権　/　1kmタイムトライアル26位　/　4000m団体追い抜き19位

高貫　亘弘 ローマ（1960） 4000m団体追い抜き10位

久保村　寛 ローマ（1960） 4000m団体追い抜き10位

ローマ（1960） 個人ロードレース途中失格

東京（1964） 個人ロードレース36位　/　チームタイムトライアル・ロードレース19位

加藤　武久 東京（1964） チームタイムトライアル・ロードレース19位

河内　　剛 東京（1964） スクラッチレース一次予選敗者復活戦敗退

佐藤　勝彦 東京（1964） 1kmタイムトライアル10位　/　スクラッチレース二次予選敗者復活戦敗退

手嶋　敏光 東京（1964） タンデムスプリント予選敗者復活戦敗退

班目　秀雄 東京（1964） タンデムスプリント予選敗者復活戦敗退

伊藤富士夫 東京（1964） 4000m団体追い抜き11位

高橋　耕作 東京（1964） 4000m団体追い抜き11位

山藤　浩三 東京（1964） 4000m個人追い抜き13位　/　4000m団体追い抜き11位

井上　三次 メキシコシティ（1968） 1ｋｍタイムトライアル19位　/　スクラッチレース二次予選敗者復活戦敗退

沼田　弥一 ミュンヘン(1972） スクラッチ一次予選敗者復活戦敗退　/　タンデムスクラッチ予選敗者復活戦棄権

松田　隆文 ミュンヘン(1972） 1kmタイムトライアル20位

町島　洋一 モントリオール（1976） 4000m個人追い抜き14位　/　4000m団体追い抜き14位

小笠原義明 モントリオール（1976） 4000m団体追い抜き14位

小笠原　嘉 モントリオール（1976） 4000m団体追い抜き14位

岡堀　　勉 モントリオール（1976） 4000m団体追い抜き14位

坂本　　勉 ロサンゼルス（1984） 1kmタイムトライアル13位　/　スプリント3位（銅メダル）

中武　克雄 ロサンゼルス（1984） スプリント三次予選敗者復活戦敗退

佐藤　　仁 ロサンゼルス（1984） 50㎞ポイントレース22位

我妻　広一 ソウル（1988） 4000m団体追い抜き15位

佐々木一昭 ソウル（1988） 4000m団体追い抜き15位

三和　英樹 ソウル（1988） スプリント二次予選敗者復活戦敗退

豊岡　　弘 ソウル（1988） 1kmタイムトライアル16位

小嶋　敬二 バルセロナ（1992） スプリント1/16決勝敗者復活決定戦敗退　/　1kmタイムトライアル10位

十文字貴信 アトランタ（1996） 1kmタイムトライアル3位（銅メダル）

アトランタ（1996） スプリント1回戦敗者復活戦敗退

シドニー（2000） オリンピックスプリント5位　/　ケイリン敗者復活戦降格

稲村　成浩 シドニー（2000） オリンピックスプリント5位　/　１㎞タイムトライアル9位

太田　真一 シドニー（2000） ケイリン準決勝敗退　/　スプリント順位決定戦に進めず

シドニー(2000) オリンピックスプリント5位　/　スプリント順位決定戦に進めず

アテネ(2004) チームスプリント2位（銀メダル）　/　スプリント予選敗退

北京（2008） チームスプリント6位

アテネ（2004） チームスプリント2位（銀メダル）　/　ケイリン敗者復活戦敗退

北京（2008） ケイリン21位

井上　昌己 アテネ（2004） チームスプリント2位（銀メダル）

大宮　政志

神山雄一郎

伏見　俊昭

長塚　智広

76



選手名 大会名 競技成績

永井　清史 北京（2008） チームスプリント6位　/　ケイリン3位（銅メダル）

北津留　翼 北京（2008） スプリント14位

北京（2008） スプリント12位　/　チームスプリント6位

ロンドン（2012） ケイリン11位　/　チームスプリント8位

リオデジャネイロ（2016） ケイリン　/　ケイリン敗者復活戦敗退

ロンドン（2012） スプリント9位　/　チームスプリント8位

リオデジャネイロ（2016） スプリント25位

ロンドン（2012） チームスプリント8位

東京（2020） スプリント26位　/　ケイリン16位

リオデジャネイロ（2016） ケイリン　/　ケイリン敗者復活戦敗退

東京（2020） スプリント9位　/　ケイリン7位

窪木　一茂 リオデジャネイロ（2016） オムニアム14位

橋本　英也 東京（2020） オムニアム15位

■パラリンピックに出場した男子競輪選手（自転車）

選手名 大会名 競技成績

伊藤　保文 ロンドン（2012） 1kmタイムトライアル（B）6位　/　男子スプリント（B）4位

■オリンピックに出場した男子競輪選手（自転車以外）【※は冬季オリンピック】

選手名 大会名 競技成績

市村　和昭 ※レークプラシッド（1980） 【スピードスケート】　500ｍ20位　/　1000ｍ25位

三谷　幸宏 ※カルガリー（1988） 【スピードスケート】　1000ｍ23位

植松　　仁 ※長野（1998） 【ショートトラック】　500ｍ3位（銅メダル）/1000ｍ15位

※長野(1998) 【ショートトラック】　500ｍ1位（金メダル）

※ソルトレイクシティ(2002) 【ショートトラック】　500ｍ8位　/　5000ｍリレー5位

※トリノ（2006） 【ショートトラック】　500ｍ15位　/　5000ｍリレー準決勝失格

※長野(1998) 【スピードスケート】　1000ｍ11位　/　1500ｍ16位

※ソルトレイクシティ(2002) 【スピードスケート】　1000ｍ15位　/　1500ｍ34位

※トリノ（2006） 【スピードスケート】　1000ｍ20位　/　1500ｍ34位

武田　豊樹 ※ソルトレイクシティ(2002) 【スピードスケート】　500ｍ8位　/　1000ｍ16位

羽石　国臣 ※ソルトレイクシティ(2002) 【スピードスケート】　500ｍ12位

吉澤　　賢 アテネ（2004） 陸上　400ｍハードル29位

今村　俊雄 アテネ（2004） ウエイトリフティング 11位

牛山　貴広 ※トリノ（2006） 【スピードスケート】　1000ｍ28位　/　1500ｍ35位　/　5000ｍ27位　/　チームパシュート8位

※トリノ（2006） 【スピードスケート】　1500ｍ24位　/　チームパシュート8位

※バンクーバー（2010） 【スピードスケート】　1000ｍ26位　/　1500ｍ26位　/　チームパーシュート8位

小原　唯志 ※バンクーバー(2010) 【スピードスケート】　1000ｍ17位

吉澤　純平 ※バンクーバー(2010) 【ショートトラック】　500ｍ14位　　/1500ｍ18位

今井　裕介

西谷　岳文

杉森　輝大

渡邉　一成

中川誠一郎

新田　祐大

脇本　雄太

■オリンピックに出場した男子競輪選手（自転車）

選手名 大会名 競技成績

加藤　　忠 ヘルシンキ（1952） 個人ロードレース途中棄権　/　1kmタイムトライアル26位　/　4000m団体追い抜き19位

高貫　亘弘 ローマ（1960） 4000m団体追い抜き10位

久保村　寛 ローマ（1960） 4000m団体追い抜き10位

ローマ（1960） 個人ロードレース途中失格

東京（1964） 個人ロードレース36位　/　チームタイムトライアル・ロードレース19位

加藤　武久 東京（1964） チームタイムトライアル・ロードレース19位

河内　　剛 東京（1964） スクラッチレース一次予選敗者復活戦敗退

佐藤　勝彦 東京（1964） 1kmタイムトライアル10位　/　スクラッチレース二次予選敗者復活戦敗退

手嶋　敏光 東京（1964） タンデムスプリント予選敗者復活戦敗退

班目　秀雄 東京（1964） タンデムスプリント予選敗者復活戦敗退

伊藤富士夫 東京（1964） 4000m団体追い抜き11位

高橋　耕作 東京（1964） 4000m団体追い抜き11位

山藤　浩三 東京（1964） 4000m個人追い抜き13位　/　4000m団体追い抜き11位

井上　三次 メキシコシティ（1968） 1ｋｍタイムトライアル19位　/　スクラッチレース二次予選敗者復活戦敗退

沼田　弥一 ミュンヘン(1972） スクラッチ一次予選敗者復活戦敗退　/　タンデムスクラッチ予選敗者復活戦棄権

松田　隆文 ミュンヘン(1972） 1kmタイムトライアル20位

町島　洋一 モントリオール（1976） 4000m個人追い抜き14位　/　4000m団体追い抜き14位

小笠原義明 モントリオール（1976） 4000m団体追い抜き14位

小笠原　嘉 モントリオール（1976） 4000m団体追い抜き14位

岡堀　　勉 モントリオール（1976） 4000m団体追い抜き14位

坂本　　勉 ロサンゼルス（1984） 1kmタイムトライアル13位　/　スプリント3位（銅メダル）

中武　克雄 ロサンゼルス（1984） スプリント三次予選敗者復活戦敗退

佐藤　　仁 ロサンゼルス（1984） 50㎞ポイントレース22位

我妻　広一 ソウル（1988） 4000m団体追い抜き15位

佐々木一昭 ソウル（1988） 4000m団体追い抜き15位

三和　英樹 ソウル（1988） スプリント二次予選敗者復活戦敗退

豊岡　　弘 ソウル（1988） 1kmタイムトライアル16位

小嶋　敬二 バルセロナ（1992） スプリント1/16決勝敗者復活決定戦敗退　/　1kmタイムトライアル10位

十文字貴信 アトランタ（1996） 1kmタイムトライアル3位（銅メダル）

アトランタ（1996） スプリント1回戦敗者復活戦敗退

シドニー（2000） オリンピックスプリント5位　/　ケイリン敗者復活戦降格

稲村　成浩 シドニー（2000） オリンピックスプリント5位　/　１㎞タイムトライアル9位

太田　真一 シドニー（2000） ケイリン準決勝敗退　/　スプリント順位決定戦に進めず

シドニー(2000) オリンピックスプリント5位　/　スプリント順位決定戦に進めず

アテネ(2004) チームスプリント2位（銀メダル）　/　スプリント予選敗退

北京（2008） チームスプリント6位

アテネ（2004） チームスプリント2位（銀メダル）　/　ケイリン敗者復活戦敗退

北京（2008） ケイリン21位

井上　昌己 アテネ（2004） チームスプリント2位（銀メダル）

大宮　政志

神山雄一郎

伏見　俊昭

長塚　智広

77



■オリンピックに出場したガールズケイリン選手（自転車）

選手名 大会名 競技成績

小林　優香 東京（2020） ケイリン16位　/　スプリント14位

■パラリンピックに出場したガールズケイリン選手（自転車）

選手名 大会名 競技成績

田中　まい リオデジャネイロ（2016）
1kmタイムトライアル5位　/　3km個人追抜6位
自転車女子B（視覚障害クラス）ロードタイムトライアル（銀メダル）　/　ロードレース13位

■オリンピックに出場したガールズケイリン選手（自転車以外）【※は冬季オリンピック】

選手名 大会名 競技成績

※ソルトレイクシティ(2002) 【スピードスケート】　500ｍ9位

※トリノ（2006） 【スピードスケート】　500ｍ15位

岡村　育子 北京（2008） ホッケー　10位

渡辺ゆかり
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■オリンピックに出場したガールズケイリン選手（自転車）

選手名 大会名 競技成績

小林　優香 東京（2020） ケイリン16位　/　スプリント14位

■パラリンピックに出場したガールズケイリン選手（自転車）

選手名 大会名 競技成績

田中　まい リオデジャネイロ（2016）
1kmタイムトライアル5位　/　3km個人追抜6位
自転車女子B（視覚障害クラス）ロードタイムトライアル（銀メダル）　/　ロードレース13位

■オリンピックに出場したガールズケイリン選手（自転車以外）【※は冬季オリンピック】

選手名 大会名 競技成績

※ソルトレイクシティ(2002) 【スピードスケート】　500ｍ9位

※トリノ（2006） 【スピードスケート】　500ｍ15位

岡村　育子 北京（2008） ホッケー　10位

渡辺ゆかり

■世界選手権自転車競技大会　競輪選手成績（※白ヌキは3位以内入賞）

年 開催国 開催都市 種目名 アマチュア プロフェッショナル 記録（成績）

フランス パリ 男子スプリント 加藤　　忠 一次予選敗退

男子個人ロードレース 加藤　　忠 途中棄権（3周）

ベルギー リエージュ 男子スプリント 平間　誠記 一次予選敗退

中井　光雄 予選敗退

男子個人追抜 中野　泰満 予選敗退

フランス パリ 男子スプリント 高原　以好 一次予選敗退

加藤　　晶 予選敗退

オランダ アムステルダム 男子スプリント 平林己佐男 予選敗退

吉田　　実 予選敗退

竹野　暢勇 予選敗退

男子個人ロードレース 大宮　政志 落車棄権

東ドイツ ライプチヒ 男子スプリント 吉田　　実 予選敗退

加藤　　晶 予選敗退

西村　公佑 予選敗退

スイス チューリヒ 男子スプリント 佐藤　勝彦 一次予選敗退

西地　清一 予選敗退

男子個人追抜 大宮　政志 8周目追抜敗退

中野　泰満 予選敗退

男子個人ロードレース 大宮　政志 57位（5時間02分16秒59）

イタリア ミラノ 男子スプリント 佐藤　勝彦 一次予選敗退

河内　　剛 一次予選敗退

松本　勝明 予選敗退

力石　岩夫 予選敗退

高原　永伍 予選敗退

男子個人追抜 伊藤富士夫 24位（5分28秒0）

男子団体追抜 伊藤富士夫

平山志宇喜

男子個人ロードレース 加藤　武久 途中棄権

男子団体追抜 林　　昭兵

手島　敏光

三浦　利雄

高橋　耕作

ベルギー リエージュ 男子スプリント 佐藤　勝彦 一次予選敗退

河内　　剛 一次予選敗退

男子個人追抜 山藤　浩三 24位（5分24秒0）

男子個人ロードレース 大宮　政志 途中棄権

吉田　義昭 途中棄権

大島　芳美 棄権

男子団体ロードレース 大宮　政志

吉田　義昭

フランス パリ 男子スプリント 白鳥　伸雄 予選敗退

中井　光雄 予選敗退

松川周次郎 予選敗退

スペイン サンセバスチャン 男子スプリント 伊藤富士夫 一次予選敗退

吉田　　実 予選敗退

松川周次郎 予選敗退

男子個人追抜 伊藤富士夫 予選敗退（5分28秒87）

西ドイツ フランクフルト 男子スプリント 中谷　　勝 一次予選敗退

古田　泰久 予選敗退

石田　雄彦 予選敗退

平間　誠記 ベスト8

男子タイムトライアル 今村　　満 16位（1分12秒71）

男子個人追抜 今村　　満 予選敗退（5分19秒16）

男子個人ロードレース 中原　曙観 途中棄権

オランダ アムステルダム 男子スプリント 中谷　　勝 一次予選敗退

平間　誠記 5位

吉川多喜夫 6位

伊藤　　繁 予選敗退

男子タイムトライアル 中谷　　勝 順位不明（1分15秒52）

男子団体追抜 村上　守正

今村　　満

男子個人ロードレース 村上　守正 途中棄権

今村　　満 途中棄権

12位（4分55秒0）

18位（2時間16分52秒00）

5位（4分55秒52）
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年 開催国 開催都市 種目名 アマチュア プロフェッショナル 記録（成績）

ウルグアイ モンテビデオ 男子スプリント 〆田　志郎 二次予選敗退(9位)

渡辺　孝夫 二次予選敗退

井上　三次 二次予選敗退

男子タイムトライアル 井上　三次 8位（1分13秒68）

男子タンデム 井上　三次

班目　隆雄

男子団体追抜 班目　隆雄

今村　　満

村上　守正

山本　善八

イタリア ローマ 選手団派遣中止

チェコスロバキア ブルノ 男子スプリント 井上　三次 予選敗退

加藤　巧治 予選敗退

男子タンデム 井上　三次 予選敗退

男子タイムトライアル 寺本　弘志 15位（1分11秒73）

ベルギー アントワープ 男子スプリント 班目　秀雄 ベスト8

工藤夕起夫 ベスト8

田中　　博 予選敗退

イギリス レスター 男子スプリント 岩崎　誠一 一次予選敗退

山下　文男 一次予選敗退

班目　秀雄 予選敗退

篠崎　　清 予選敗退

島田　伸也 予選敗退

男子タンデム 岩崎　誠一 予選敗退

男子個人追抜 葛西　新蔵 予選敗退

男子タイムトライアル 渡辺　孝夫 順位不明（1分14秒68）

イタリア バレーゼ 男子スプリント 岩崎　誠一 10位

松田　隆文 予選敗退

荒川秀之助 予選敗退

福島　正幸 予選敗退

阿部　　道 予選敗退

男子タイムトライアル 岩崎　誠一 15位（1分10秒63）

男子タンデム 岩崎　誠一

松田　隆文

男子個人追抜 杉田　典夫 34位（5分13秒16）

男子団体追抜 葛西　新蔵

沼田　弥一

杉田　典夫

男子個人ロードレース 沼田　弥一 棄権

杉田　典夫 棄権

フランス マルセイユ 男子スプリント 荒川秀之助 予選敗退

阿部　　道 予選敗退

佐藤　秀信 予選敗退

スペイン サンセバスチャン 男子スプリント 菅田　順和 一次予選敗退

阿部　良二 6位

班目　秀雄 予選敗退

渡辺　孝夫 予選敗退

男子個人追抜 小笠原義明 33位（5分14秒45）

加藤　善行 予選敗退

男子個人ロードレース 菊池　　隆 途中棄権（4周）

杉田　典夫 途中棄権（5周）

加藤　善行 棄権

カナダ モントリオール 男子個人ロードレース 菊池　　隆 途中棄権

横長　　勇 途中棄権

布田　英明 事故不参加

男子スプリント 荒川秀之助 予選敗退

阿部　良二 予選敗退

谷津田陽一 予選敗退

男子ドミフォン 佐藤　寅雄

佐藤　　正

男子個人ロードレース 佐藤　寅雄 予選敗退

3位

5位

予選敗退

14位（4分40秒37）

予選敗退
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年 開催国 開催都市 種目名 アマチュア プロフェッショナル 記録（成績）

ベルギー リエージュ 男子個人追抜 町島　洋一 12位（5分15秒92）

男子団体追抜 杉田　典夫

町島　洋一

小笠原　嘉

男子個人ロードレース 杉田　典夫 途中棄権（10周）

男子スプリント 阿部　良二 3位

岩崎　誠一 予選敗退

矢村　　正 予選敗退

男子ドミフォン 加藤　善行

佐藤　寅雄

片山　弘臣

山本　義雄

イタリア レッチェ 男子スプリント 菅田　順和 3位

中野　浩一 4位

久保千代志 予選敗退

男子ドミフォン 加藤　善行

佐藤　寅雄

中矢　政信

加納　喜長

ベネズエラ サンクリストバル 男子スプリント 金谷　和貞 二次予選敗退

中野　浩一 1位

菅田　順和 2位

高橋　健二 7位

男子タイムトライアル 金谷　和貞 20位（1分10秒563）

男子個人追抜 小笠原　嘉 26位（5分05秒36）

男子ポイントレース 小笠原　嘉 14位（1周遅）

男子ドミフォン 佐藤　彰一

佐藤　寅雄

河渕　悦芳

後藤　辰雄

西ドイツ ミュンヘン 男子スプリント 中野　浩一 1位

菅野　良信 3位

高橋　健二 5位

菅田　順和 7位

男子個人追抜 添田　広福 順位不明（5分02秒08）

男子団体追抜 菅田　彰人

添田　広福

男子ポイントレース 添田　広福 決勝棄権

男子ドミフォン 高橋　由一

伊藤　健次

佐藤　寅雄

三原　　忠

オランダ アムステルダム 男子スプリント 蛯名　　隆 一次予選敗退

渡辺　幹男 1/8決勝敗退

男子個人追抜 岡堀　　勉 順位不明（5分11秒85）

男子団体追抜 岡堀　　勉

添田　広福

男子ポイントレース 岡堀　　勉 24位（0P）

添田　広福 22位（1P）

男子スプリント 中野　浩一 1位

藤巻　　昇 4位

高橋　健二 5位

江崎　広重 順位不明

男子ドミフォン 杉田　典夫

佐藤　寅雄

井上　博司

木下　満雄
順位不明

順位不明（4分47秒42）

予選敗退

予選敗退

11位（4分41秒67）

6位

10位（4分52秒39）

予選敗退

予選敗退

予選敗退

予選敗退

予選敗退

予選敗退

81



年 開催国 開催都市 種目名 アマチュア プロフェッショナル 記録（成績）

フランス ブザンソン 男子スプリント 中野　浩一 1位

尾崎　雅彦 2位

菅田　順和 5位

堤　　昌彦 8位

男子ケイリン 藤巻　　昇 6位

藤巻　清志 7位

男子5,000m個人追抜 町島　洋一 16位

男子ドミフォン 佐藤　寅雄

杉田　典夫

三原　　忠

町島　洋一

サランシュ 男子個人ロードレース 杉田　典夫 順位不明

チェコスロバキア ブルノ 男子スプリント 坂本　典男 二次予選敗退

木野内　高 二次予選敗退

薙野　裕昭 二次予選敗退

中野　浩一 1位

高橋　健二 3位

亀川　修一 6位

菅田　順和 1/8決勝敗退

男子ケイリン 久保千代志 3位

渡辺　孝夫 5位

男子団体追抜 木野内　高 12位（4分38秒38）

男子ドミフォン 布田　英明

佐藤　寅雄

藤野　淳司

木下　満雄

イギリス レスター 男子スプリント 坂本　　勉 一次予選敗者復活戦敗退

中武　克雄 二次予選敗者復活戦敗退

中野　浩一 1位

亀川　修一 4位

野田　　正 5位

男子ケイリン 北村　徹 3位

野田　　正 5位

男子タイムトライアル 坂本　　勉 20位（1分11秒14）

男子ポイントレース 斎藤　　勝 16位（6P）

男子団体追抜 木野内　高 15位（4分43秒86）

男子5,000m個人追抜 町島　洋一 順位不明（6分18秒01）

男子ドミフォン 町島　洋一

三原　　忠

スイス チューリヒ 男子スプリント 坂本　　勉 6位

中武　克雄 7位

中野　浩一 1位

亀川　修一 8位

堂田　将治 敗者復活戦敗退

滝澤　正光 4位

男子ケイリン 滝澤　正光 敗者復活戦敗退

山口　健治 決勝落車棄権

男子タイムトライアル 坂本　　勉 10位（1分06秒68）

男子団体追抜 堀端　義治

石井美津夫

男子ドミフォン 中川　聡志

庭野　博文

スペイン バルセロナ 男子スプリント 中野　浩一 1位

坂本　典男 8位

松枝　義幸 敗者復活戦敗退

井上　　薫 6位

男子ケイリン 野田　　正 7位

井上　　薫 敗者復活戦敗退

男子ドミフォン 中川　聡志

庭野　博文

敗者復活戦棄権

17位（4分37秒98）

敗者復活戦敗退

敗者復活戦敗退

決勝途中棄権

敗者復活戦敗退

敗者復活戦敗退

敗者復活戦敗退
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年 開催国 開催都市 種目名 アマチュア プロフェッショナル 記録（成績）

イタリア バッサノ／グラッパ 男子スプリント 中野　浩一 1位

松枝　義幸 2位

坂本　典男 予選敗退

男子ケイリン 滝澤　正光 3位

井上　茂徳 5位

男子団体追抜 吉田　　茂

石井美津夫

我妻　広一

男子ドミフォン 中川　聡志

庭野　博文

アメリカ コロラドスプリングス 男子スプリント 内林　久徳 予備予選敗退

中野　浩一 1位

松井　英幸 2位

俵　　信之 3位

男子ケイリン 高橋　健二 決勝落車棄権

滝澤　正光 決勝落車棄権

男子タイムトライアル 内林　久徳 26位（1分07秒30）

男子ポイントレース 佐藤　一朗 予選敗退

男子団体追抜 吉田　康弘

佐藤　裕之

男子個人ロードレース 西川　達夫 棄権

斉藤　　勝 棄権

オーストリア ウィーン 男子スプリント 豊岡　　弘 予備予選敗退

石井美津夫 予備予選敗退

俵　　信之 1位

松井　英幸 2位

男子ケイリン 本田　晴美 1位

井上　茂徳 3位

男子タイムトライアル 石井美津夫 13位（1分06秒127）

男子団体追抜 我妻　広一

吉田　康弘

男子5,000m個人追抜 藤村　照彦 棄権

男子ポイントレース 佐藤　　仁 21位

斉藤　　勝 24位

男子個人ロードレース 佐藤　　仁 棄権

斉藤　　勝 棄権

ベルギー ガン 男子スプリント 俵　　信之 3位

井領　祐文 4位

坂本　英一 7位

男子ケイリン 本田　晴美 5位

小門　洋一 敗者復活戦敗退

男子5,000m個人追抜 堀端　義治 1/8決勝敗退

男子ポイントレース 榎田　浩二 22位

藤谷　　昇 21位

男子ドミフォン 中川　聡志

庭野　博文

男子個人ロードレース 榎田　浩二 途中棄権（7周）

藤谷　　昇 途中棄権（7周）

村上　英夫 途中棄権（5周）

フランス リヨン 男子スプリント 神山雄一郎 2位

松井　英幸 3位

俵　　信之 8位

男子ケイリン 佐古　雅俊 3位

鈴木　　誠 4位

男子ポイントレース 窓場加乃敏 13位（9P）

斉藤　　勝 18位（3P）

男子5km個人追抜 飯島　規之 11位（6分12秒62）

窓場加乃敏 追抜かれ除外

男子ドミフォン 村上　英夫

藤野　淳司

男子個人ロード 藤谷　　昇 5周回棄権

飯田　義広 3周回棄権

村上　英夫 3周回棄権

敗者復活戦敗退

16位（4分29秒856）

順位不明（4分30秒51）

予選敗退

114周除外棄権

14位（4分30秒10）
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年 開催国 開催都市 種目名 アマチュア プロフェッショナル 記録（成績）

日本 前橋 男子スプリント 豊岡　　弘 予選敗退

三和　英樹 予選敗退

松井　英幸 4位

神山雄一郎 7位

坂本　英一 敗者復活戦敗退

男子ケイリン 俵　　信之 4位

中野　浩一 敗者復活戦敗退

男子1kmタイムトライアル 小嶋　敬二 10位（1分05秒733）

男子タンデム 齋藤登志信

稲村　成浩

男子5000m個人追抜 飯島　規之 7位（12周回追抜かれ負け）

三宅　　伸 予選9位（6分22秒45）敗退

男子50kmポイントレース 斉藤　　勝 18位（4P）

平田　崇昭 途中棄権

男子ドミフォン 村上　英夫

藤野　淳司

佐藤　寅雄

川越　義朗

鈴木　　了

宇都宮 男子個人ロード 飯田　義広 8周回棄権

藤谷　　昇 8周回棄権

安宅　宏文 5周回棄権

野口　悦宏 2周回棄権

ドイツ シュツットガルト 男子1kmタイムトライアル 小嶋　敬二 10位（1分06秒119）

男子スプリント 齋藤登志信 1/16決勝敗退

小嶋　敬二 予選敗退

石川　英昭 予選敗退

波潟　和男 5位

坂本　英一 敗者復活戦敗退

滝澤　正光 敗者復活戦敗退

男子ケイリン 中野　浩一 5位

吉岡　稔真 決勝戦落車棄権

男子5km個人追抜 飯島　規之 予選16位（5分56秒87）敗退

男子ドミフォン 榎田　浩二

卜田　志郎

男子個人ロード 飯田　義広 途中棄権

スペイン バレンシア 男子スプリント 松井　英幸 6位

海田　和裕 7位

佐々木昭彦 予選敗退

男子ケイリン 吉岡　稔真 敗者復活戦敗退

滝澤　正光 敗者復活戦落車棄権

男子50kmポイントレース 斉藤　　勝 途中棄権

男子5km個人追抜 飯島　規之 予選11位（6分05秒376）敗退

男子ドミフォン 榎田　浩二

渡辺　孝夫

ノルウェー ハーマル 男子スプリント 齋藤登志信 敗者予選敗退

有坂　直樹 1/8決勝敗退

北川　智博 1/8決勝敗退

男子1kmタイムトライアル 稲村　成浩 14位（1分06秒009）

男子ケイリン 吉岡　稔真 3位

山田　裕仁 5位

男子4km個人追抜 飯島　規之 予選28位（4分39秒724）敗退

男子ドミフォン 佐々木一昭

山崎　幸悦

オスロ

イタリア シチリア島 男子スプリント 海田　和裕 予選敗退

（パレルモ） 吉岡　稔真 予選敗退

小野　俊之 予選敗退

男子1kmタイムトライアル 稲村　成浩 急性腸炎のため欠場

男子ケイリン 吉岡　稔真 二次予選敗退

横田　　努 二次予選敗退

男子4km個人追抜 飯島　規之 予選28位（4分50秒595）敗退

男子ドミフォン 笹川　竜治

庭野　博文

8位

該当者なし

2位

予選途中除外

予選途中除外

途中棄権

途中棄権

2回戦敗退
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年 開催国 開催都市 種目名 アマチュア プロフェッショナル 記録（成績）

コロンビア サンタフェ・デ・ボゴタ 男子スプリント 齋藤登志信 予選敗退

小嶋　敬二 予選敗退

海田　和裕 予選敗退

オリンピックスプリント 有坂　直樹

小嶋　敬二

稲村　成浩

男子ケイリン 吉岡　稔真 2回戦失格

山田　裕仁 2回戦敗退

男子1kmタイムトライアル 神山雄一郎 7位（1分02秒910）

男子ポイントレース 大野　直志 15位（6P -1）

イギリス マンチェスター 男子スプリント 佐藤　幸博 1回戦敗者復活戦敗退

本田　晴美 2回戦敗者復活戦敗退

オリンピックスプリント 清水　敏一

太田　真一

男子ケイリン 本田　　博 1回戦敗者復活戦敗退

佐々木龍也 1回戦敗者復活戦敗退

男子1kmタイムトライアル 小嶋　敬二 9位（1分05秒300）

オーストラリア パース 男子スプリント 小嶋　敬二 1回戦敗者復活戦敗退

馬渕　紀明 予選敗退

オリンピックスプリント 十文字貴信

小嶋　敬二

馬渕　紀明

男子ケイリン 神山雄一郎 2回戦落車棄権

佐々木龍也 1回戦敗者復活戦敗退

男子1kmタイムトライアル 十文字貴信 6位（1分04秒659）

フランス ボルドー 男子スプリント 馬渕　紀明 14位

山田　英樹 18位

オリンピックスプリント 伏見　俊昭

十文字貴信

大井　崇

男子ケイリン 太田　真一 4位

神山雄一郎 1回戦敗者復活戦敗退

男子1kmタイムトライアル 十文字貴信 13位（1分04秒924）

田中　弘章 17位（1分05秒929）

ドイツ ベルリン 男子スプリント 太田　真一 1回戦敗退

山田　英樹 予選敗退

オリンピックスプリント 伏見　俊昭

稲村　成浩

十文字貴信

男子ケイリン 太田　真一 1回戦敗者復活戦敗退

神山雄一郎 1回戦敗者復活戦敗退

イギリス マンチェスター 男子スプリント 伊勢崎彰大 7位

オリンピックスプリント 長塚　智広

神山雄一郎

伏見　俊昭

男子ケイリン 神山雄一郎 1回戦敗者復活戦敗退

山田　裕仁 9位

男子1kmタイムトライアル 伏見　俊昭 10位（1分04秒373）

男子個人4km個人追抜 飯島　規之 8位（4分32秒195）

ベルギー アントワープ 男子スプリント 高城　信雄 20位

金子　貴志 24位

長塚　智広 25位

オリンピックスプリント 長塚　智広

金子　貴志

大森　慶一

男子ケイリン 高城　信雄 1回戦敗者復活戦敗退

伏見　俊昭 1回戦敗者復活戦敗退

山田　裕仁 1回戦敗者復活戦敗退

男子ポイントレース 飯島　規之 8位（5P）

男子1kmタイムトライアル 大森　慶一 13位（1分05秒503）

荒井　崇博 18位（1分07秒470）

男子4km個人追抜 飯島　規之 12位（4分37秒929）

予選失格

1回戦敗退（47秒940）

10位（48秒086）

11位（46秒688）

6位（46秒328）

4位（45秒440）

7位（46秒521）
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年 開催国 開催都市 種目名 アマチュア プロフェッショナル 記録（成績）

デンマーク コペンハーゲン 男子スプリント 永井　清史 14位

チームスプリント 長塚　智広

大森　慶一

永井　清史

男子ケイリン 堤　　　　洋 1回戦敗者復活戦敗退

男子1kmタイムトライアル 井上　昌己 14位（1分04秒353）

大森　慶一 15位（1分04秒353）

男子15kmスクラッチ 飯島　規之 12位

ドイツ シュツットガルト 男子スプリント 金子　貴志 8位

永井　清史 10位

長塚　智広 26位

チームスプリント 長塚　智広

永井　清史

伏見　俊昭

男子ケイリン 堤　　　　洋 1回戦敗者復活戦敗退

吉岡　稔真 1回戦敗者復活戦敗退

山田　裕仁 6位

男子1kmタイムトライアル 荒井　崇博 18位（1分07秒470）

オーストラリア メルボルン 男子スプリント 永井　清史 1/16敗者復活戦敗退

稲垣　裕之 1/16敗者復活戦敗退

金子　貴志 予選20位敗退

男子チームスプリント 長塚　智広

伏見　俊昭

永井　清史

男子ケイリン 山田　裕仁 1回戦敗者復活戦敗退

伏見　俊昭 1回戦敗者復活戦敗退

矢口啓一郎 1回戦敗者復活戦敗退

男子1kmタイムトライアル 井上　昌己 13位（1分3秒910）

矢口啓一郎 17位（1分4秒827）

男子4000ｍ個人追抜 内田　　慶 15位（4分32秒372）

男子スクラッチ 内田　　慶 11位

アメリカ ロサンゼルス 男子スプリント 成田　和也 1/8決勝敗退

男子チームスプリント 成田　和也

渡邉　一成

及川　裕奨

男子ケイリン 渡邉　一成 1回戦敗者復活戦敗退

男子1kmタイムトライアル 及川　裕奨 14位（1分05秒842）

男子4000m個人追抜 内田　　慶 19位（4分47秒801）

男子40kmポイントレース 内田　　慶 リタイア

フランス ボルドー 男子スプリント 渡邉　一成 1/16決勝敗退

北津留　翼 1/16決勝敗退

金子　貴志 予選敗退

男子チームスプリント 金子　貴志

渡邉　一成

井上　昌己

男子ケイリン 渡邉　一成 1回戦敗者復活戦敗退

男子1kmタイムトライアル 井上　昌己 8位（1分3秒799）

稲垣　裕之 18位（1分5秒756

スペイン マジョルカ 男子スプリント 北津留　翼 1/16決勝敗退

渡邉　一成 予選敗退

永井　清史 予選敗退

男子チームスプリント 成田　和也

渡邉　一成

井上　昌己

男子ケイリン 伏見　俊昭 10位

成田　和也 1回戦敗者復活戦敗退

男子1kmタイムトライアル 中川誠一郎 11位（1分03秒937）

イギリス マンチェスター 男子スプリント 渡邉　一成 15位

永井　清史 18位

北津留　翼 24位

男子チームスプリント 北津留　翼

渡邉　一成

永井　清史

男子ケイリン 伏見　俊昭 5位

男子オムニアム 角　令央奈 17位

11位（47秒000）

7位（51秒195）

7位（45秒219）

6位（46秒389）

9位（45秒773）

7位（45秒451）

8位（45秒031）
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年 開催国 開催都市 種目名 アマチュア プロフェッショナル 記録（成績）

ポーランド プルシュクフ 男子スプリント 渡邉　一成 予選22位敗退

成田　和也 予選41位敗退

男子チームスプリント 成田　和也

渡邉　一成

新田　祐大

男子ケイリン 佐藤　友和 1回戦敗者復活戦敗退

渡邉　一成 1回戦敗者復活戦敗退

男子1kmタイムトライアル 新田　祐大 18位（1分03秒655）

デンマーク コペンハーゲン 男子スプリント 渡邉　一成 予選27位敗退

新田　祐大 予選29位敗退

浅井　康太 予選39位敗退

男子チームスプリント 新田　祐大

渡邉　一成

浅井　康太

男子ケイリン 渡邉　一成 1回戦敗者復活戦敗退

浅井　康太 失格（7-12位決定戦）

男子1kmタイムトライアル 新田　祐大 21位（1分03秒762）

オランダ アペルドールン 男子スプリント 北津留　翼 12位

渡邉　一成 19位

雨谷　一樹 予選28位敗退

新田　祐大 予選37位敗退

男子チームスプリント 雨谷　一樹

渡邉　一成

新田　祐大

男子ケイリン 渡邉　一成 1回戦敗者復活戦敗退

浅井　康太 1回戦敗者復活戦敗退

北津留　翼 1回戦敗者復活戦敗退

男子1kmタイムトライアル 新田　祐大 16位（1分04秒201）

女子チームスプリント 中川　諒子

加瀬加奈子

女子500mタイムトライアル 中川　諒子 12位（37秒660）

オーストラリア メルボルン 男子スプリント 中川誠一郎 11位（1/8決勝敗退）※日本新記録

渡邉　一成 20位（1/16決勝敗退）

雨谷　一樹 予選28位敗退

新田　祐大 予選31位敗退

男子チームスプリント 雨谷　一樹

渡邉　一成

中川誠一郎

男子ケイリン 渡邉　一成 5位

新田　祐大 12位（7-12位決定戦）

北津留　翼 1回戦敗者復活戦敗退

男子1kmタイムトライアル 新田　祐大 12位（1分02秒623）

中川誠一郎 不出場

女子スプリント 石井　寛子 27位（予選敗退）

女子チームスプリント 石井　寛子 14位（35秒301）

女子オムニアム 加瀬加奈子 14位

女子団体追い抜き 加瀬加奈子 12位（3分31秒165）

ベラルーシ ミンスク 男子スプリント 中川誠一郎 17位（10秒159） 

河端　朋之 24位（10秒283）

渡邉　一成 26位（10秒312・予選敗退） 

男子チームスプリント 中川誠一郎

新田　祐大 

渡邉　一成 

男子ケイリン 新田　祐大 第1回戦敗者復活戦敗退 

渡邉　一成 第1回戦敗者復活戦敗退 

男子1kmタイムトライアル 新田　祐大 11位（1分02秒934） 

女子スプリント 石井　寛子 20位（11秒674・予選敗退）

女子チームスプリント 石井　寛子 8位（35秒320） 

女子ポイントレース 石井　寛子 12位

4位（43秒896）※日本新記録

7位（44秒332） 

8位（45秒139）

10位（45秒136）

10位（45秒462）

15位（36秒796）
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年 開催国 開催都市 種目名 アマチュア プロフェッショナル 記録（成績）

ポーランド プルシュクフ 男子スプリント 深谷知広 2回戦敗退(16位)

脇本雄太 1回戦敗退(25位)

男子チームスプリント 雨谷一樹

深谷知広

新田祐大

男子ケイリン 新田祐大 2位

脇本雄太 8位

河端朋之 16位

男子オムニアム 橋本英也 7位

男子チームパシュート 近谷　　涼

一丸尚吾

今村駿介

沢田桂太郎

女子スプリント 小林優香 予選敗退(24位)

女子ケイリン 小林優香 13位

太田りゆ 16位

女子オムニアム 梶原悠未 4位

女子チームパシュート 梶原悠未

古山稀絵

中村妃智

吉川美穂

女子マディソン 梶原悠未

古山稀絵

ドイツ ベルリン 男子スプリント 新田祐大 5位（9秒562日本新）
深谷知広 8位

男子チームスプリント 雨谷一樹
新田祐大
深谷知広

男子ケイリン 脇本雄太 2位
新田祐大 12位
河端朋之 13位

男子オムニアム 橋本英也 11位
男子チームパシュート 沢田桂太郎

窪木　一茂
今村　駿介
近谷　　涼

女子スプリント 小林優香 16位
太田りゆ 26位

女子ケイリン 小林優香 19位
太田りゆ 19位

女子オムニアム 梶原悠未 1位
女子スクラッチ 古山稀絵 22位
女子マディソン 古山稀絵

中村妃智
フランス ルーベ 男子スプリント 山崎賢人 14位（9秒835・1/8決勝敗退）

寺崎浩平 19位（9秒979・1/16決勝敗退）
男子チームスプリント 小原佑太

寺崎浩平
山崎賢人

男子ケイリン 山崎賢人 5位
松井宏佑 11位

男子1kmタイムトライアル 小原佑太 8位
男子4000m個人追抜 今村駿介 9位
男子スクラッチ 窪木一茂 5位
男子オムニアム 橋本英也 9位
男子エリミネイション 橋本英也 18位
女子チームスプリント 太田りゆ

佐藤水菜
梅川風子

女子スプリント 太田りゆ 10位
梅川風子 19位

女子ケイリン 佐藤水菜 2位
女子オムニアム 梶原悠未 15位
女子エリミネイション 梶原悠未 13位

4位

予選敗退(11位)

11位

予選敗退(10位)

15位

予選敗退(12位)

8位

予選敗退(9位)

予選敗退(9位)

年 開催国 開催都市 種目名 アマチュア プロフェッショナル 記録（成績）

コロンビア カリ 男子スプリント 中川誠一郎 22位（10秒161・1/16決勝敗退）

河端　朋之 27位（10秒302・予選敗退）

男子チームスプリント 中川誠一郎

河端　朋之 

渡邉　一成 

男子ケイリン 脇本　雄太 21位

渡邉　一成 17位

男子1kmタイムトライアル 中川誠一郎 15位（1分03秒110） 

女子チームスプリント 石井　貴子（千葉） 10位（35秒584）

小林　優香 10位（35秒584）

フランス サンカンタン=オン=イブリンヌ男子スプリント 中川誠一郎 19位（9秒877・1/16決勝敗退）

渡邉　一成 27位（10秒038・予選敗退）

河端　朋之 30位（10秒089・予選敗退）

男子チームスプリント 中川誠一郎

雨谷　一樹

渡邉　一成 

男子ケイリン 渡邉　一成 第1回戦敗者復活戦敗退 

女子スプリント 石井　貴子（千葉） 30位（11秒590・予選敗退）

女子チームスプリント 石井　貴子（千葉） 13位（35秒318）

女子ケイリン 加瀬加奈子 第1回戦敗者復活戦敗退 

女子団体追い抜き 加瀬加奈子 12位（4分35秒929※日本新記録）

イギリス ロンドン 男子スプリント 中川誠一郎 20位（10秒018・1/16決勝敗退）

男子チームスプリント 中川誠一郎

雨谷　一樹

渡邉　一成 

男子ケイリン 脇本　雄太 5位

女子スプリント 石井　貴子（千葉） 33位（11秒801・予選敗退）

女子チームスプリント 石井　貴子（千葉） 14位（34秒721）

香港 香港 男子スプリント 河端　朋之 31位（10秒158・予選敗退）

男子チームスプリント 渡邉　一成 

新田　祐大

男子ケイリン 河端　朋之 13位

脇本　雄太 25位

新田　祐大 25位

女子チームパシュート 鈴木　奈央 11位（4分34秒362）

オランダ アペルドールン 男子スプリント 渡邉　一成 15位

脇本　雄太 16位

河端　朋之 23位

男子チームスプリント 雨谷　一樹

新田　祐大

渡邉　晴智

男子ケイリン 河端　朋之 2位

脇本　雄太 9位

新田　祐大 19位

男子1kmタイムトライアル 深谷　知広 21位

男子オムニアム 橋本　英也 10位

女子スプリント 小林　優香 22位

女子ケイリン 小林　優香 21位

女子スクラッチ（10km） 鈴木　奈央 4位

11位（44秒190） 

12位（44秒960） 

7位（44秒158・1回戦敗退） 

8位

11位（44秒938） 
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年 開催国 開催都市 種目名 アマチュア プロフェッショナル 記録（成績）

ポーランド プルシュクフ 男子スプリント 深谷知広 2回戦敗退(16位)

脇本雄太 1回戦敗退(25位)

男子チームスプリント 雨谷一樹

深谷知広

新田祐大

男子ケイリン 新田祐大 2位

脇本雄太 8位

河端朋之 16位

男子オムニアム 橋本英也 7位

男子チームパシュート 近谷　　涼

一丸尚吾

今村駿介

沢田桂太郎

女子スプリント 小林優香 予選敗退(24位)

女子ケイリン 小林優香 13位

太田りゆ 16位

女子オムニアム 梶原悠未 4位

女子チームパシュート 梶原悠未

古山稀絵

中村妃智

吉川美穂

女子マディソン 梶原悠未

古山稀絵

ドイツ ベルリン 男子スプリント 新田祐大 5位（9秒562日本新）
深谷知広 8位

男子チームスプリント 雨谷一樹
新田祐大
深谷知広

男子ケイリン 脇本雄太 2位
新田祐大 12位
河端朋之 13位

男子オムニアム 橋本英也 11位
男子チームパシュート 沢田桂太郎

窪木　一茂
今村　駿介
近谷　　涼

女子スプリント 小林優香 16位
太田りゆ 26位

女子ケイリン 小林優香 19位
太田りゆ 19位

女子オムニアム 梶原悠未 1位
女子スクラッチ 古山稀絵 22位
女子マディソン 古山稀絵

中村妃智
フランス ルーベ 男子スプリント 山崎賢人 14位（9秒835・1/8決勝敗退）

寺崎浩平 19位（9秒979・1/16決勝敗退）
男子チームスプリント 小原佑太

寺崎浩平
山崎賢人

男子ケイリン 山崎賢人 5位
松井宏佑 11位

男子1kmタイムトライアル 小原佑太 8位
男子4000m個人追抜 今村駿介 9位
男子スクラッチ 窪木一茂 5位
男子オムニアム 橋本英也 9位
男子エリミネイション 橋本英也 18位
女子チームスプリント 太田りゆ

佐藤水菜
梅川風子

女子スプリント 太田りゆ 10位
梅川風子 19位

女子ケイリン 佐藤水菜 2位
女子オムニアム 梶原悠未 15位
女子エリミネイション 梶原悠未 13位

4位

予選敗退(11位)

11位

予選敗退(10位)

15位

予選敗退(12位)

8位

予選敗退(9位)

予選敗退(9位)
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■ワールドカップ成績

シーズン 日程 開催国 種目 成績 選手 所属
24位 中川誠一郎
40位 雨谷　一樹
6位 脇本　雄太
31位 渡邉　一成

雨谷　一樹
渡邉　一成
中川誠一郎

男子オムニアム 19位 橋本　英也 ※1
女子スプリント 36位 石井　貴子
女子ケイリン 17位 加瀬加奈子

女子チームスプリント 15位 石井　貴子
塚越さくら JPN※
梶原　悠未 JPN※
上野みなみ JPN※
鈴木　奈央

25位 中川誠一郎
32位 雨谷　一樹
38位 河端　朋之
12位 脇本　雄太
19位 渡邉　一成

雨谷　一樹
渡邉　一成
中川誠一郎

女子スプリント 33位 石井　貴子
女子ケイリン 17位 加瀬加奈子

石井　貴子
加瀬加奈子

20位 中川誠一郎
25位 河端　朋之
33位 雨谷　一樹
5位 脇本　雄太
17位 渡邉　一成

雨谷　一樹
渡邉　一成
中川誠一郎
河端　朋之
新田　祐大
和田真久留

女子スプリント 28位 石井　貴子
女子ケイリン 25位 梶田　　舞

石井　貴子
梶田　　舞

・競輪選手の所属チームは以下のとおり。
　JPN：日本代表チーム
　JPC：日本プロサイクリストチーム
※2：橋本英也は鹿屋体育大学
・競輪選手、ガールズケイリン選手及び日本競輪学校生徒の記録成績を記載。
・上記以外の選手については、「※」で表示
・メダルを獲得した選手については、白ヌキで表示。

男子チームスプリント 17位

男子チームスプリント 10位

女子チームスプリント 14位

12位

男子チームスプリント

女子チームスプリント 15位

第1戦
コロンビア

カリ

9位

男子ケイリン

男子スプリント

男子ケイリン

男子スプリント

男子ケイリン

男子スプリント

女子チームパーシュート 14位

第3戦
ホンコン
チャイナ

ニュージーランド
ケンブリッジ第2戦
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シーズン 日程 開催国 種目 成績 選手 所属
17位 河端　朋之
28位 和田真久留
30位 雨谷　一樹
4位 新田　祐大
11位 河端　朋之

雨谷　一樹
河端　朋之
堀　　航輝 ※
浅井　康太
新田　祐大
和田真久留

女子スプリント 14位 石井　貴子
女子ケイリン 13位 石井　貴子

前田佳代乃 ※
石井　貴子

女子スクラッチ 2位 上野みなみ ※
16位 河端　朋之
29位 雨谷　一樹
34位 新田　祐大
12位 河端　朋之
21位 新田　祐大

雨谷　一樹
河端　朋之
堀　　航輝 ※

女子スプリント 19位 石井　貴子
女子ケイリン 8位 石井　貴子

女子ポイントレース 2位 上野みなみ ※
前田佳代乃 ※
石井　貴子

男子スプリント 河端　朋之
男子ケイリン 4位 河端　朋之
女子スクラッチ 17位 鈴木　奈央
女子オムニアム 14位 鈴木　奈央

古山　稀絵 ※
中村　愛花 ※
中村　妃智 ※
鈴木　奈央

男子スプリント 24位 脇本　雄太
6位 渡邉　一成
25位 新田　祐大

長迫　吉拓 ※
脇本　雄太
渡邉　一成
新田　祐大

シェーン・パーキンス

和田真久留
女子スクラッチ 5位 鈴木　奈央

前田佳代乃 ※
中村　愛花 ※
中村　妃智 ※
鈴木　奈央

・競輪選手の所属チームは以下のとおり。
　DSR：ドリームシーカーチーム
　JPN：日本代表
・競輪選手、ガールズケイリン選手及び日本競輪学校生徒の記録成績を記載。
・上記以外の選手については、「※」で表示
・メダルを獲得した選手については、白ヌキで表示。

第1戦
イギリス
グラスゴー

オランダ
アペルドールン第2戦

コロンビア
カリ

第4戦
アメリカ

ロサンゼルス

第3戦

男子チームスプリント

12位

13位

女子チームススリント 6位

男子スプリント

男子ケイリン

男子ケイリン

女子チームパーシュート 9位

女子チームパーシュート 13位

男子チームスプリント

8位

9位

男子スプリント

男子ケイリン

男子チームスプリント 13位

女子チームスプリント 8位
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シーズン 日程 開催国 種目 成績 選手 所属
15位 河端　朋之
22位 脇本　雄太
28位 新田　祐大
11位 新田　祐大
12位 脇本　雄太
30位 渡邉　一成

雨谷　一樹
河端　朋之
渡邉　一成
長迫　吉拓 ※
新田　祐大
深谷　知広

女子スプリント 17位 小林　優香
7位 小林　優香
25位 太田　りゆ

前田佳代乃 ※
太田　りゆ

男子スプリント 24位 脇本　雄太
5位 新田　祐大
13位 河端　朋之

男子１kmタイムトライアル 13位 深谷　知広
長迫　吉拓 ※
新田　祐大
深谷　知広
雨谷　一樹
河端　朋之
渡邉　一成

女子スプリント 25位 太田　りゆ
9位 小林　優香
17位 太田　りゆ

女子スクラッチ 6位 鈴木　奈央
中村　妃智 ※
梶原　悠未 ※
橋本　優弥 ※
古山　稀絵 ※
鈴木　奈央

13位 河端　朋之
16位 脇本　雄太
4位 脇本　雄太
9位 新田　祐大
11位 河端　朋之

女子スプリント 6位 小林　優香
女子ケイリン 9位 小林　優香
女子オムニアム 1位 梶原　悠未 ※

古山　稀絵 ※
橋本　優弥 ※
中村　妃智 ※
鈴木　奈央

女子チームパーシュート 4位

男子ケイリン

男子スプリント

カナダ
ミルトン

男子スプリント

男子ケイリン

男子チームスプリント

9位

11位

女子チームスプリント 12位

女子ケイリン

10位

男子チームスプリント

11位

男子ケイリン

女子ケイリン

女子チームパーシュート 3位

ポーランド
プルシコフ

イギリス
マンチェスター第2戦

第3戦

第1戦
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シーズン 日程 開催国 種目 成績 選手 所属
4位 河端　朋之
12位 脇本　雄太
1位 脇本　雄太
5位 渡邉　一成
13位 深谷　知広

男子オムニアム 2位 橋本　英也
板倉　玄京 ※
河端　朋之
渡邉　一成
長迫　吉拓 ※
新田　祐大
深谷　知広

女子スプリント 11位 小林　優香
女子ケイリン 4位 小林　優香
女子オムニアム 1位 梶原　悠未 ※

橋本　優弥 ※
古山　稀絵 ※
中村　妃智 ※
鈴木　奈央

・競輪選手の所属チームは以下のとおり。
　JPN：短距離ナショナルチーム（※鈴木奈央は中距離ナショナルチーム）
　JPC：短距離日本プロサイクリストチーム
　DSR：短距離ドリームシーカーチーム
・競輪選手、ガールズケイリン選手及び日本競輪学校生徒の記録成績を記載。
・上記以外の選手については、「※」で表示
・メダルを獲得した選手については、白ヌキで表示。

3位

男子チームスプリント

5位

8位

男子スプリント

男子ケイリン

第4戦
チリ

サンチアゴ

女子チームパーシュート

シーズン 日程 開催国 種目 成績 選手 所属
15位 河端　朋之
22位 脇本　雄太
28位 新田　祐大
11位 新田　祐大
12位 脇本　雄太
30位 渡邉　一成

雨谷　一樹
河端　朋之
渡邉　一成
長迫　吉拓 ※
新田　祐大
深谷　知広

女子スプリント 17位 小林　優香
7位 小林　優香
25位 太田　りゆ

前田佳代乃 ※
太田　りゆ

男子スプリント 24位 脇本　雄太
5位 新田　祐大
13位 河端　朋之

男子１kmタイムトライアル 13位 深谷　知広
長迫　吉拓 ※
新田　祐大
深谷　知広
雨谷　一樹
河端　朋之
渡邉　一成

女子スプリント 25位 太田　りゆ
9位 小林　優香
17位 太田　りゆ

女子スクラッチ 6位 鈴木　奈央
中村　妃智 ※
梶原　悠未 ※
橋本　優弥 ※
古山　稀絵 ※
鈴木　奈央

13位 河端　朋之
16位 脇本　雄太
4位 脇本　雄太
9位 新田　祐大
11位 河端　朋之

女子スプリント 6位 小林　優香
女子ケイリン 9位 小林　優香
女子オムニアム 1位 梶原　悠未 ※

古山　稀絵 ※
橋本　優弥 ※
中村　妃智 ※
鈴木　奈央

女子チームパーシュート 4位

男子ケイリン

男子スプリント

カナダ
ミルトン

男子スプリント

男子ケイリン

男子チームスプリント

9位

11位

女子チームスプリント 12位

女子ケイリン

10位

男子チームスプリント

11位

男子ケイリン

女子ケイリン

女子チームパーシュート 3位

ポーランド
プルシコフ

イギリス
マンチェスター第2戦

第3戦

第1戦
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シーズン 日程 開催国 種目 成績 選手 所属
1回戦敗退(20位) 深谷　知広
1回戦敗退(22位) 河端　朋之
1回戦敗退(26位) 脇本　雄太

優勝 脇本　雄太
10位 河端　朋之

2回戦敗退(13位) 小林　優香
1回戦敗退(25位) 太田　りゆ

7位 小林　優香
12位 太田　りゆ
6位 深谷　知広

2回戦敗退(14位) 脇本　雄太
1回戦敗退(20位) 河端　朋之

6位 脇本　雄太
1回戦敗退(17位) 河端　朋之

男子オムニアム 16位 今村　駿介 JPN※
今村　駿介 JPN※
近谷　　涼 JPN※
一丸　尚吾 JPN※
沢田桂太郎 JPN※

1回戦敗退(21位) 小林　優香
1回戦敗退(28位) 太田　りゆ
1回戦敗退(13位) 小林　優香
1回戦敗退(13位) 太田　りゆ

中村　妃智 JPN※
古山　稀絵 JPN※
橋本　優弥 JPN※
吉川　美穂 JPN※
梶原悠未(予) JPN※
梶原　悠未 JPN※
橋本　優弥 JPN※

1回戦敗退(24位) 深谷　知広
予選敗退(29位) 新田　祐大
予選敗退(31位) 渡邉　一成

9位 新田　祐大
1回戦敗退(13位) 渡邉　一成

男子オムニアム 14位 窪木　一茂 JPN※
雨谷　一樹
新田　祐大
深谷　知広

1回戦敗退(21位) 小林　優香
1回戦敗退(28位) 太田　りゆ

3位 小林　優香
7位 太田　りゆ

女子オムニアム 12位 古山　稀絵 JPN※
古山　稀絵 JPN※
橋本　優弥 JPN※
中村　妃智 JPN※
吉川　美穂 JPN※
橋本　優弥 JPN※
中村　妃智 JPN※

男子オムニアム 途中棄権 橋本　英也
女子オムニアム 6位 梶原　悠未 JPN※

梶原　悠未 JPN※
古山　稀絵 JPN※

予選敗退(15位)

1回戦敗退(7位)

18位

1回戦敗退(9位)

予選敗退(15位)

14位

11位

男子チームパシュート

第4戦
イギリス
ロンドン 女子マディソン

フランス
パリ

第1戦

女子スプリント

第2戦
カナダ
ミルトン

女子チームパシュート

女子ケイリン

女子マディソン

女子スプリント

男子スプリント

男子ケイリン

女子ケイリン

男子ケイリン

男子スプリント

男子スプリント

女子スプリント
ドイツ
ベルリン第3戦

男子ケイリン

女子ケイリン

女子マディソン

男子チームスプリント

女子チームパシュート
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シーズン 日程 開催国 種目 成績 選手 所属
2回戦敗退(8位) 深谷　知広
2回戦敗退(14位) 新田　祐大
1回戦敗退(19位) 渡邉　一成

3位 新田　祐大
7位 渡邉　一成

男子オムニアム 5位 橋本　英也
雨谷　一樹
新田　祐大
深谷　知広
窪木　一茂 JPN※
近谷　　涼 JPN※
一丸　尚吾 JPN※
沢田桂太郎 JPN※

女子スクラッチ 5位 鈴木　奈央
女子オムニアム 3位 梶原　悠未 JPN※

古山　稀絵 JPN※
橋本　優弥 JPN※
中村　妃智 JPN※
梶原　悠未 JPN※
古山　稀絵 JPN※
梶原　悠未 JPN※

2回戦敗退(11位) 深谷　知広
2回戦敗退(15位) 新田　祐大
1回戦敗退(20位) 河端　朋之

2位 河端　朋之
4位 新田　祐大

雨谷　一樹
新田　祐大
深谷　知広

男子オムニアム 7位 橋本　英也
今村　駿介 JPN※
近谷　　涼 JPN※
一丸　尚吾 JPN※
沢田桂太郎 JPN※

1回戦敗退 太田　りゆ
2回戦敗退 小林　優香

2位 太田　りゆ
12位 小林　優香

女子スクラッチ 10位 鈴木　奈央
女子オムニアム 22位 古山　稀絵 JPN※

古山　稀絵 JPN※
橋本　優弥 JPN※
中村　妃智 JPN※
吉川　美穂 JPN※
古山　稀絵 JPN※
中村　妃智 JPN※

・競輪選手の所属チームは以下のとおり
　JPN:日本代表チーム
　JPC：日本プロサイクリストチーム
　DSR：ドリームシーカー
・競輪選手、ガールズケイリン選手の記録を記載。
・上記以外の選手については、「※」で表示
・メダルを獲得した選手については、白ヌキで表示

香港

1回戦敗退(6位)

7位

6位

予選敗退(10位)

女子ケイリン

女子スプリント

予選敗退(14位)

11位女子マディソン

女子チームパシュート

男子チームパシュート

8位

2位

男子ケイリン

男子ケイリン

男子スプリント

第5戦
ニュージーランド
ケンブリッジ

男子スプリント

第6戦

男子チームスプリント

男子チームパシュート

女子チームパシュート

女子マディソン

男子チームスプリント

シーズン 日程 開催国 種目 成績 選手 所属
1回戦敗退(20位) 深谷　知広
1回戦敗退(22位) 河端　朋之
1回戦敗退(26位) 脇本　雄太

優勝 脇本　雄太
10位 河端　朋之

2回戦敗退(13位) 小林　優香
1回戦敗退(25位) 太田　りゆ

7位 小林　優香
12位 太田　りゆ
6位 深谷　知広

2回戦敗退(14位) 脇本　雄太
1回戦敗退(20位) 河端　朋之

6位 脇本　雄太
1回戦敗退(17位) 河端　朋之

男子オムニアム 16位 今村　駿介 JPN※
今村　駿介 JPN※
近谷　　涼 JPN※
一丸　尚吾 JPN※
沢田桂太郎 JPN※

1回戦敗退(21位) 小林　優香
1回戦敗退(28位) 太田　りゆ
1回戦敗退(13位) 小林　優香
1回戦敗退(13位) 太田　りゆ

中村　妃智 JPN※
古山　稀絵 JPN※
橋本　優弥 JPN※
吉川　美穂 JPN※
梶原悠未(予) JPN※
梶原　悠未 JPN※
橋本　優弥 JPN※

1回戦敗退(24位) 深谷　知広
予選敗退(29位) 新田　祐大
予選敗退(31位) 渡邉　一成

9位 新田　祐大
1回戦敗退(13位) 渡邉　一成

男子オムニアム 14位 窪木　一茂 JPN※
雨谷　一樹
新田　祐大
深谷　知広

1回戦敗退(21位) 小林　優香
1回戦敗退(28位) 太田　りゆ

3位 小林　優香
7位 太田　りゆ

女子オムニアム 12位 古山　稀絵 JPN※
古山　稀絵 JPN※
橋本　優弥 JPN※
中村　妃智 JPN※
吉川　美穂 JPN※
橋本　優弥 JPN※
中村　妃智 JPN※

男子オムニアム 途中棄権 橋本　英也
女子オムニアム 6位 梶原　悠未 JPN※

梶原　悠未 JPN※
古山　稀絵 JPN※

予選敗退(15位)

1回戦敗退(7位)

18位

1回戦敗退(9位)

予選敗退(15位)

14位

11位

男子チームパシュート

第4戦
イギリス
ロンドン 女子マディソン

フランス
パリ

第1戦

女子スプリント

第2戦
カナダ
ミルトン

女子チームパシュート

女子ケイリン

女子マディソン

女子スプリント

男子スプリント

男子ケイリン

女子ケイリン

男子ケイリン

男子スプリント

男子スプリント

女子スプリント
ドイツ
ベルリン第3戦

男子ケイリン

女子ケイリン

女子マディソン

男子チームスプリント

女子チームパシュート
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シーズン 日程 開催国 種目 成績 選手 所属
男子スプリント 15位 小原　佑太

3位 松井　宏佑
9位 小原　佑太

女子スプリント 23位 太田　りゆ
女子ケイリン 10位 太田　りゆ

3位 深谷　知広
25位 小原　佑太
13位 松井　宏佑
21位 小原　佑太

男子オムニアム 16位 今村　駿介 JPN※
女子スプリント 24位 太田　りゆ
女子ケイリン 19位 太田　りゆ
女子オムニアム 4位 梶原　悠未 JPN※

梶原　悠未 JPN※
中村　妃智 JPN※

3位 深谷　知広
5位 新田　祐大
8位 河端　朋之
5位 新田　祐大
10位 河端　朋之 JPＣ

男子オムニアム 11位 窪木　一茂 BGT※
男子スクラッチ 10位 沢田桂太郎 BGT※

雨谷　一樹
新田　祐大
深谷　知広
沢田桂太郎
窪木　一茂
今村　駿介
近谷　　涼
今村　駿介
窪木　一茂

13位 小林　優香
16位 太田　りゆ
3位 小林　優香
19位 太田　りゆ

女子オムニアム 1位 梶原　悠未 JPN※
女子スクラッチ 14位 鈴木　奈央

吉川　美穂
梶原　悠未
上野みなみ
鈴木　奈央
梶原　悠未
古山　稀絵

11位

6位

6位

11位

男子チームスプリント

女子チームパシュート

男子ケイリン

7位

女子スプリント

女子ケイリン

第1戦
ベラルーシ
ミンクス

男子ケイリン

女子マディソン

男子ケイリン

イギリス
グラスゴー第2戦

男子スプリント

香港
第3戦

BGT※男子チームパシュート

男子マディソン 10位 BGT※

JPN※

JPN※女子マディソン

男子スプリント
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シーズン 日程 開催国 種目 成績 選手 所属
男子スプリント 15位 小原　佑太

3位 松井　宏佑
9位 小原　佑太

女子スプリント 23位 太田　りゆ
女子ケイリン 10位 太田　りゆ

3位 深谷　知広
25位 小原　佑太
13位 松井　宏佑
21位 小原　佑太

男子オムニアム 16位 今村　駿介 JPN※
女子スプリント 24位 太田　りゆ
女子ケイリン 19位 太田　りゆ
女子オムニアム 4位 梶原　悠未 JPN※

梶原　悠未 JPN※
中村　妃智 JPN※

3位 深谷　知広
5位 新田　祐大
8位 河端　朋之
5位 新田　祐大
10位 河端　朋之 JPＣ

男子オムニアム 11位 窪木　一茂 BGT※
男子スクラッチ 10位 沢田桂太郎 BGT※

雨谷　一樹
新田　祐大
深谷　知広
沢田桂太郎
窪木　一茂
今村　駿介
近谷　　涼
今村　駿介
窪木　一茂

13位 小林　優香
16位 太田　りゆ
3位 小林　優香
19位 太田　りゆ

女子オムニアム 1位 梶原　悠未 JPN※
女子スクラッチ 14位 鈴木　奈央

吉川　美穂
梶原　悠未
上野みなみ
鈴木　奈央
梶原　悠未
古山　稀絵

11位

6位

6位

11位

男子チームスプリント

女子チームパシュート

男子ケイリン

7位

女子スプリント

女子ケイリン

第1戦
ベラルーシ
ミンクス

男子ケイリン

女子マディソン

男子ケイリン

イギリス
グラスゴー第2戦

男子スプリント

香港
第3戦

BGT※男子チームパシュート

男子マディソン 10位 BGT※

JPN※

JPN※女子マディソン

男子スプリント

シーズン 日程 開催国 種目 成績 選手 所属
2位（9秒609）

日本新
深谷　知広

3位 新田　祐大
27位 脇本　雄太
5位 脇本　雄太
25位 新田　祐大

男子オムニアム 4位 橋本　英也
男子スクラッチ 22位 沢田桂太郎 JPN※

雨谷　一樹
新田　祐大
深谷　知広
沢田桂太郎
窪木　一茂
今村　駿介
近谷　　涼
今村　駿介 BGT※
橋本　英也

13位 太田　りゆ
20位 小林　優香
8位 小林　優香
17位 太田　りゆ

女子オムニアム 1位 梶原　悠未 JPN※
女子スクラッチ 12位 鈴木　奈央

吉川　美穂
梶原　悠未
上野みなみ
古山　稀絵

女子マディソン 梶原　悠未 ※
古山　稀絵 ※

ニュージーランド
ケンブリッジ

女子スプリント

男子マディソン

9位

第4戦

男子チームスプリント

男子ケイリン

10位

1位

男子スプリント

女子ケイリン

女子チームパシュート 7位 JPN※

男子チームパシュート 7位 BGT※
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シーズン 日程 開催国 種目 成績 選手 所属
男子スプリント 6位 脇本　雄太

13位 河端　朋之
男子ケイリン 7位 脇本　雄太

DSQ（失格） 河端　朋之
男子オムニアム 3位 橋本　英也

長迫　吉拓 DSR※
新田　祐大
深谷　知広
沢田桂太郎
窪木　一茂
今村　駿介
近谷　　涼
窪木　一茂
今村　駿介

15位 小林　優香
17位 太田　りゆ
7位 小林　優香
14位 太田　りゆ

女子オムニアム 19位 古山　稀絵 JPN※
吉川　美穂 JPN※
鈴木　奈央
上野みなみ JPN※
古山　稀絵 JPN※
古山　稀絵 JPN※
鈴木　奈央

男子スプリント 8位 雨谷　一樹
10位 小原　佑太

男子ケイリン 5位 松井　宏佑
雨谷　一樹
小原　佑太
松井　宏佑

女子オムニアム 17位 中村　妃智 JPN※

古山　稀絵
中村　妃智

・競輪選手の所属チームは以下のとおり
　JPN:日本代表チーム
　JPC：日本プロサイクリストチーム
　DSR：ドリームシーカー
　BGT：チームブリヂストンサイクリング
・競輪選手、ガールズケイリン選手の記録を記載。
・上記以外の選手については、「※」で表示
・メダルを獲得した選手については、白ヌキで表示

女子スプリント

第5戦
オーストラリア
ブリスベン

カナダ
ミルトン第6戦

9位

1位

9位

10位

9位

8位

男子チームスプリント

女子チームパシュート

女子マディソン

男子チームスプリント

女子ケイリン

男子チームパシュート

JPＣ

JPN※女子マディソン

BGT※

男子マディソン 9位 BGT※
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シーズン 日程 開催国 種目 成績 選手 所属
男子スプリント 6位 脇本　雄太

13位 河端　朋之
男子ケイリン 7位 脇本　雄太

DSQ（失格） 河端　朋之
男子オムニアム 3位 橋本　英也

長迫　吉拓 DSR※
新田　祐大
深谷　知広
沢田桂太郎
窪木　一茂
今村　駿介
近谷　　涼
窪木　一茂
今村　駿介

15位 小林　優香
17位 太田　りゆ
7位 小林　優香
14位 太田　りゆ

女子オムニアム 19位 古山　稀絵 JPN※
吉川　美穂 JPN※
鈴木　奈央
上野みなみ JPN※
古山　稀絵 JPN※
古山　稀絵 JPN※
鈴木　奈央

男子スプリント 8位 雨谷　一樹
10位 小原　佑太

男子ケイリン 5位 松井　宏佑
雨谷　一樹
小原　佑太
松井　宏佑

女子オムニアム 17位 中村　妃智 JPN※

古山　稀絵
中村　妃智

・競輪選手の所属チームは以下のとおり
　JPN:日本代表チーム
　JPC：日本プロサイクリストチーム
　DSR：ドリームシーカー
　BGT：チームブリヂストンサイクリング
・競輪選手、ガールズケイリン選手の記録を記載。
・上記以外の選手については、「※」で表示
・メダルを獲得した選手については、白ヌキで表示

女子スプリント

第5戦
オーストラリア
ブリスベン

カナダ
ミルトン第6戦

9位

1位

9位

10位

9位

8位

男子チームスプリント

女子チームパシュート

女子マディソン

男子チームスプリント

女子ケイリン

男子チームパシュート

JPＣ

JPN※女子マディソン

BGT※

男子マディソン 9位 BGT※

UCIネーションズカップ成績
シーズン 日程 開催国 種目 成績 選手 所属

1位 新田　祐大
2位 脇本　雄太
3位 深谷　知広
4位 松井　宏佑
5位 中野　慎司
9位 山崎　賢人
11位 新山　響平
2位 脇本　雄太
3位 新田　祐大
5位 山崎　賢人
7位 松井　宏佑
12位 小原　佑太
15位 中野　慎司
19位 新山　響平

小原　佑太
中野　慎詞
深谷　知広

男子オムニアム 1位 橋本　英也
男子スクラッチ 3位 窪木　一茂

男子エリミネイション 1位 橋本　英也
橋本　英也 JPN※
今村　駿介 JPN※
橋本　英也 JPN※
今村　駿介 JPN※
兒島　直樹 JPN※
窪木　一茂 JPN※

男子1kmタイムトライアル 5位 窪木　一茂
2位 小林　優香
3位 梅川　風子
4位 佐藤水菜
5位 太田りゆ
1位 小林　優香
4位 佐藤水菜
5位 太田りゆ
6位 梅川風子

女子オムニアム 4位 鈴木奈央
女子スクラッチ 6位 鈴木奈央

3位 鈴木奈央
3位 古山稀絵 RKD※

・競輪選手の所属チームは以下のとおり
　JPN:日本代表チーム
　JPC：日本プロサイクリストチーム
　DSR：ドリームシーカー
　BGT：チームブリヂストンサイクリング
　RKD：チーム楽天Kドリームス
・競輪選手、ガールズケイリン選手の記録を記載。
・上記以外の選手については、「※」で表示
・メダルを獲得した選手については、白ヌキで表示

男子チームスプリント

女子マディソン

男子マディソン

女子ケイリン

第1戦
イギリス 新型コロナウイルスの影響により中止

第３戦
コロンビア

1位

3位

男子チームパシュート 3位

女子スプリント

香港
第2戦

男子スプリント

男子ケイリン
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■アジア自転車競技選手権大会成績（競輪選手の出場歴　2009年以降）（※白ヌキは3位以内入賞）

年 月日 回 開催地 種目 選手名 順位 所属チーム
渡邉一成 1位 JPCA福島
深谷知広 13位 JPCA愛知
渡邉一成 2位 JPCA福島
柴崎淳 5位 JPCA三重
浅井康太 JPCA三重
柴崎淳 JPCA三重
深谷知広 JPCA愛知

4 ㎞個人追抜競走 佐々木龍 失格 早稲田
チームパシュート 佐々木龍 5位 早稲田
1kmタイムトライアル 深谷知広 5位 JPCA愛知
オムニアム 佐々木龍 3位 早稲田
ケイリン 石井寛子 2位 茨城・スーパーKアスリートラボ
スプリント 石井寛子 6位 茨城・スーパーKアスリートラボ
チームスプリント 石井寛子 3位 茨城・スーパーKアスリートラボ
ポイントレース 石井寛子 3位 茨城・スーパーKアスリートラボ
500mタイムトライアル 石井寛子 8位 茨城・スーパーKアスリートラボ

渡邉一成 1位 JPCA福島
成田和也 2位 JPCA福島
新田祐大 3位 JPCA福島
渡邉一成 5位 JPCA福島
渡邉一成 JPCA福島
新田祐大 JPCA福島
成田和也 JPCA福島

4 ㎞個人追抜競走 佐々木龍 5位 早稲田
元砂勇雪 鹿屋体育大
佐々木龍 早稲田

ポイントレース 元砂勇雪 4位 鹿屋体育大
元砂勇雪 鹿屋体育大
佐々木龍 早稲田

1kmタイムトライアル 新田祐大 3位 JPCA福島
スプリント 石井寛子 8位 茨城・スーパーKアスリートラボ
オムニアム 石井寛子 7位 茨城・スーパーKアスリートラボ
チームスプリント 石井寛子 5位 茨城・スーパーKアスリートラボ

浅井康太 1位 JPCU三重
雨谷一樹 4位 JPCU栃木
北津留翼 1位 JPCU福岡
雨谷一樹 9位 JPCU栃木
雨谷一樹 JPCU栃木
北津留翼 JPCU福岡
浅井康太 JPCU三重
元砂勇雪 鹿屋体育大
佐々木龍 早稲田

スクラッチ 元砂勇雪 8位 鹿屋体育大
中川諒子 9位
加瀬加奈子 10位
中川諒子 6位
加瀬加奈子 9位
加瀬加奈子
中川諒子

500mタイムトライアル 中川諒子 6位

男子

女子

ケイリン

スプリント

チームスプリント

チームパシュート

ケイリン

スプリント

チームスプリント

シャルージャ
アラブ首長国連邦

4月9日～17日2010年

2011年 2月9日～19日
ナコンラチャシマ

タイ

8月14日～19日2009年
カリタマン

インドネシア

男子

女子

ケイリン

スプリント

チームスプリント

チームパシュート

マディソン

ケイリン

スプリント

チームスプリント男子

女子

2位

4位

2位

3位

7位

3位

5位
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■アジア自転車競技選手権大会成績（競輪選手の出場歴　2009年以降）（※白ヌキは3位以内入賞）

年 月日 回 開催地 種目 選手名 順位 所属チーム
渡邉一成 1位 JPCA福島
深谷知広 13位 JPCA愛知
渡邉一成 2位 JPCA福島
柴崎淳 5位 JPCA三重
浅井康太 JPCA三重
柴崎淳 JPCA三重
深谷知広 JPCA愛知

4 ㎞個人追抜競走 佐々木龍 失格 早稲田
チームパシュート 佐々木龍 5位 早稲田
1kmタイムトライアル 深谷知広 5位 JPCA愛知
オムニアム 佐々木龍 3位 早稲田
ケイリン 石井寛子 2位 茨城・スーパーKアスリートラボ
スプリント 石井寛子 6位 茨城・スーパーKアスリートラボ
チームスプリント 石井寛子 3位 茨城・スーパーKアスリートラボ
ポイントレース 石井寛子 3位 茨城・スーパーKアスリートラボ
500mタイムトライアル 石井寛子 8位 茨城・スーパーKアスリートラボ

渡邉一成 1位 JPCA福島
成田和也 2位 JPCA福島
新田祐大 3位 JPCA福島
渡邉一成 5位 JPCA福島
渡邉一成 JPCA福島
新田祐大 JPCA福島
成田和也 JPCA福島

4 ㎞個人追抜競走 佐々木龍 5位 早稲田
元砂勇雪 鹿屋体育大
佐々木龍 早稲田

ポイントレース 元砂勇雪 4位 鹿屋体育大
元砂勇雪 鹿屋体育大
佐々木龍 早稲田

1kmタイムトライアル 新田祐大 3位 JPCA福島
スプリント 石井寛子 8位 茨城・スーパーKアスリートラボ
オムニアム 石井寛子 7位 茨城・スーパーKアスリートラボ
チームスプリント 石井寛子 5位 茨城・スーパーKアスリートラボ

浅井康太 1位 JPCU三重
雨谷一樹 4位 JPCU栃木
北津留翼 1位 JPCU福岡
雨谷一樹 9位 JPCU栃木
雨谷一樹 JPCU栃木
北津留翼 JPCU福岡
浅井康太 JPCU三重
元砂勇雪 鹿屋体育大
佐々木龍 早稲田

スクラッチ 元砂勇雪 8位 鹿屋体育大
中川諒子 9位
加瀬加奈子 10位
中川諒子 6位
加瀬加奈子 9位
加瀬加奈子
中川諒子

500mタイムトライアル 中川諒子 6位

男子

女子

ケイリン

スプリント

チームスプリント

チームパシュート

ケイリン

スプリント

チームスプリント

シャルージャ
アラブ首長国連邦

4月9日～17日2010年

2011年 2月9日～19日
ナコンラチャシマ

タイ

8月14日～19日2009年
カリタマン

インドネシア

男子

女子

ケイリン

スプリント

チームスプリント

チームパシュート

マディソン

ケイリン

スプリント

チームスプリント男子

女子

2位

4位

2位

3位

7位

3位

5位

渡邉一成 3位 JPCA JPCU福島
新田祐大 4位 JPCA JPCU福島
渡邉一成 1位 JPCA JPCU福島
中川誠一郎 5位 JPCA JPCU熊本
渡邉一成 JPCA JPCU福島
新田祐大 JPCA JPCU福島
中川誠一郎 JPCA JPCU熊本

ケイリン 石井寛子 9位 茨城
スプリント 石井寛子 6位 茨城
チームスプリント 石井寛子 4位 茨城
チームパシュート 加瀬加奈子 2位 日本競輪学校
オムニアム 加瀬加奈子 6位 日本競輪学校

脇本雄太 6位 JPCU福井
坂本貴史 15位 JPCU青森
坂本貴史 5位 JPCU青森
和田真久留 9位 JPCU神奈川
和田真久留 JPCU神奈川
坂本貴史 JPCU青森
稲毛健太 JPCU和歌山

チームパシュート 橋本英也 2位 鹿屋体育大
ポイントレース 橋本英也 5位 鹿屋体育大
1kmタイムトライアル 稲毛健太 2位 JPCU和歌山

加瀬加奈子 4位 JPCA JPCU新潟
中川諒子 8位 JPCA JPCU新潟
加瀬加奈子 7位 JPCA JPCU新潟
中川諒子 8位 JPCA JPCU新潟
中川諒子 JPCA JPCU新潟
加瀬加奈子 JPCA JPCU新潟

チームパシュート 加瀬加奈子 2位 JPCA JPCU新潟
脇本雄太 1位 JPCA JPCU福井
渡邉一成 5位 JPCA JPCU福島
中川誠一郎 2位 JPCA JPCU熊本
新田祐大 7位 JPCA JPCU福島
中川誠一郎 JPCA JPCU熊本
渡邉一成 JPCA JPCU福島
新田祐大 JPCA JPCU福島

オムニアム 橋本英也 2位 鹿屋体育大
1kmタイムトライアル 脇本雄太 2位 JPCA JPCU福井

加瀬加奈子 4位 JPCU新潟
石井貴子 6位 JPCU千葉

チームスプリント 石井貴子 3位 JPCA JPCU千葉
チームパシュート 加瀬加奈子 5位 JPCA JPCU新潟
ケイリン 渡邉一成 2位 JPCA JPCU福島

渡邉一成 JPCA JPCU福島
新田祐大 JPCA JPCU福島
雨谷一樹 JPCA JPCU栃木

スプリント 河端朋之 1位 JPCA JPCU岡山
加瀬加奈子 7位 JPCA JPCU新潟
小林優香 8位 JPCA JPCU福岡

スプリント 石井貴子 6位 JPCA JPCU千葉
チームスプリント 石井貴子 3位 JPCA JPCU千葉
チームパシュート 加瀬加奈子 3位 JPCA JPCU新潟

2015年 2月4日～16日
ナコンラチャシマ

タイ

男子

女子

チームスプリント

ケイリン

スプリント

チームスプリント

ケイリン

スプリント

チームスプリント

チームスプリント

ケイリン

2014年 5月22日～26日
アスタナ

カザフスタン

男子

ケイリン

スプリント

チームスプリント

2013年 3月7日～11日
ニューデリー

インド

男子

女子

ケイリン

2月9日～19日
クアラルンプール

マレーシア

男子

女子

女子

ケイリン

スプリント

2位

3位

2位

2位

3位
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渡邉一成 5位 JPCA JPCU福島
脇本雄太 6位 JPCA JPCU福井
中川誠一郎 5位 JPCA JPCU熊本
河端朋之 8位 JPCA JPCU岡山
雨谷一樹 10位 JPCA JPCU栃木
中川誠一郎 JPCA JPCU熊本
渡邉一成 JPCA JPCU福島
雨谷一樹 JPCA JPCU栃木

1kmタイムトライアル 早坂秀悟 2位 JPCA JPCU宮城
ポイントレース（40km） 小林泰正 3位 日本体育大
オムニアム 橋本英也 1位 鹿屋体育大
ケイリン 梶田舞 8位 JPCA JPCU栃木

石井貴子 6位 JPCA JPCU千葉
梶田舞 8位 JPCA JPCU栃木

チームスプリント 石井貴子 3位 JPCA JPCU千葉
500ｍタイムトライアル 梶田舞 6位 JPCA JPCU栃木

脇本雄太 1位 JPCA JPCU福井
渡邉一成 2位 JPCA JPCU福島
河端朋之 2位 JPCA JPCU岡山
脇本雄太 3位 JPCA JPCU福井
渡邉一成 JPCA JPCU福島
雨谷一樹 JPCA JPCU栃木
河端朋之 JPCA JPCU岡山

オムニアム 小林泰正 4位 日本体育大
マディソン 小林泰正 3位 日本体育大
ケイリン 太田りゆ 8位 日本競輪学校
スプリント 太田りゆ 4位 日本競輪学校
チームスプリント 太田りゆ 3位 日本競輪学校
500mタイムトライアル 太田りゆ 6位 日本競輪学校

河端朋之 1位 JPCA JPCU岡山
渡邉一成 10位 JPCA JPCU福島
渡邉一成 1位 JPCA JPCU福島
深谷知広 6位 JPCA JPCU愛知
渡邉一成 JPCA JPCU福島
河端朋之 JPCA JPCU岡山

オムニアム 橋本英也 1位 日本競輪学校
スプリント 太田りゆ 11位 JPCA JPCU埼玉
チームスプリント 太田りゆ 3位 JPCA JPCU埼玉

脇本雄太 1位 JPCA JPCU福井
河端朋之 3位 JPCA JPCU岡山
新田祐大 6位 JPCA JPCU福島 / dream SEEKER
渡邉一成 4位 JPCA JPCU福島
新田祐大 6位 JPCA JPCU福島 / dream SEEKER
深谷知広 7位 JPCA JPCU愛知 /dream SEEKER
雨谷一樹 JPCA JPCU栃木
新田祐大 JPCA JPCU福島 / dream SEEKER
深谷知広 JPCA JPCU愛知 /dream SEEKER
渡邉一成 JPCA JPCU福島

オムニアム 橋本英也 1位 JPCU岐阜 / TEAM BRIDGESTONE Cycling
チームパシュート 橋本英也 2位 JPCU岐阜 / TEAM BRIDGESTONE Cycling

小林優香 5位 JPCA JPCU福岡 /dream SEEKER
太田りゆ 8位 JPCA JPCU埼玉 / TEAM BRIDGESTONE Cycling
小林優香 1位 JPCA JPCU福岡 /dream SEEKER
太田りゆ 4位 JPCA JPCU埼玉 / TEAM BRIDGESTONE Cycling

スクラッチ 鈴木奈央 8位 JPCA JPCU静岡

スプリント

ケイリン

ケイリン

スプリント

チームスプリント

ケイリン

スプリント

チームスプリント

男子

女子

男子

女子

2月6日～10日
ニューデリー

インド

スプリント

チームスプリント
男子

伊豆
日本

スプリント
女子

1月8日～13日
ジャカルタ

インドネシア

男子

女子

ケイリン

2018年 2月16日～20日
ニライ

マレーシア

1月26日～30日2016年

ケイリン

スプリント

チームスプリント
2017年

3位

3位

2位

1位

102



渡邉一成 5位 JPCA JPCU福島
脇本雄太 6位 JPCA JPCU福井
中川誠一郎 5位 JPCA JPCU熊本
河端朋之 8位 JPCA JPCU岡山
雨谷一樹 10位 JPCA JPCU栃木
中川誠一郎 JPCA JPCU熊本
渡邉一成 JPCA JPCU福島
雨谷一樹 JPCA JPCU栃木

1kmタイムトライアル 早坂秀悟 2位 JPCA JPCU宮城
ポイントレース（40km） 小林泰正 3位 日本体育大
オムニアム 橋本英也 1位 鹿屋体育大
ケイリン 梶田舞 8位 JPCA JPCU栃木

石井貴子 6位 JPCA JPCU千葉
梶田舞 8位 JPCA JPCU栃木

チームスプリント 石井貴子 3位 JPCA JPCU千葉
500ｍタイムトライアル 梶田舞 6位 JPCA JPCU栃木

脇本雄太 1位 JPCA JPCU福井
渡邉一成 2位 JPCA JPCU福島
河端朋之 2位 JPCA JPCU岡山
脇本雄太 3位 JPCA JPCU福井
渡邉一成 JPCA JPCU福島
雨谷一樹 JPCA JPCU栃木
河端朋之 JPCA JPCU岡山

オムニアム 小林泰正 4位 日本体育大
マディソン 小林泰正 3位 日本体育大
ケイリン 太田りゆ 8位 日本競輪学校
スプリント 太田りゆ 4位 日本競輪学校
チームスプリント 太田りゆ 3位 日本競輪学校
500mタイムトライアル 太田りゆ 6位 日本競輪学校

河端朋之 1位 JPCA JPCU岡山
渡邉一成 10位 JPCA JPCU福島
渡邉一成 1位 JPCA JPCU福島
深谷知広 6位 JPCA JPCU愛知
渡邉一成 JPCA JPCU福島
河端朋之 JPCA JPCU岡山

オムニアム 橋本英也 1位 日本競輪学校
スプリント 太田りゆ 11位 JPCA JPCU埼玉
チームスプリント 太田りゆ 3位 JPCA JPCU埼玉

脇本雄太 1位 JPCA JPCU福井
河端朋之 3位 JPCA JPCU岡山
新田祐大 6位 JPCA JPCU福島 / dream SEEKER
渡邉一成 4位 JPCA JPCU福島
新田祐大 6位 JPCA JPCU福島 / dream SEEKER
深谷知広 7位 JPCA JPCU愛知 /dream SEEKER
雨谷一樹 JPCA JPCU栃木
新田祐大 JPCA JPCU福島 / dream SEEKER
深谷知広 JPCA JPCU愛知 /dream SEEKER
渡邉一成 JPCA JPCU福島

オムニアム 橋本英也 1位 JPCU岐阜 / TEAM BRIDGESTONE Cycling
チームパシュート 橋本英也 2位 JPCU岐阜 / TEAM BRIDGESTONE Cycling

小林優香 5位 JPCA JPCU福岡 /dream SEEKER
太田りゆ 8位 JPCA JPCU埼玉 / TEAM BRIDGESTONE Cycling
小林優香 1位 JPCA JPCU福岡 /dream SEEKER
太田りゆ 4位 JPCA JPCU埼玉 / TEAM BRIDGESTONE Cycling

スクラッチ 鈴木奈央 8位 JPCA JPCU静岡

スプリント

ケイリン

ケイリン

スプリント

チームスプリント

ケイリン

スプリント

チームスプリント

男子

女子

男子

女子

2月6日～10日
ニューデリー

インド

スプリント

チームスプリント
男子

伊豆
日本

スプリント
女子

1月8日～13日
ジャカルタ

インドネシア

男子

女子

ケイリン

2018年 2月16日～20日
ニライ

マレーシア

1月26日～30日2016年

ケイリン

スプリント

チームスプリント
2017年

3位

3位

2位

1位

脇本雄太 1位 JPCA JPCU福井
新田祐大 3位 JPCA JPCU福島
河端朋之 7位 JPCA JPCU岡山
脇本雄太 2位 JPCA JPCU福井
深谷知広 3位 JPCA JPCU愛知
雨谷一樹 1位 JPCA JPCU栃木
新田祐大 1位 JPCA JPCU福島
深谷知広 1位 JPCA JPCU愛知

オムニアム 橋本英也 1位 岐阜 JPCU岐阜/ TEAM BRIDGESTONE Cycling
マディソン 橋本英也 2位 岐阜 JPCU岐阜/ TEAM BRIDGESTONE Cycling

チームパシュート 橋本英也 1位
岐阜 JPCU岐阜/ TEAM BRIDGESTONE Cycling
※近谷に代わり予選のみ出走

小林優香 3位 JPCA JPCU福岡
太田りゆ 4位 JPCA JPCU埼玉 / TEAM BRIDGESTONE Cycling
小林優香 2位 JPCA JPCU福岡
太田りゆ 5位 JPCA JPCU埼玉 / TEAM BRIDGESTONE Cycling

チームパシュート 鈴木奈央 3位 JPCA JPCU静岡

9月28日～10月3日 カザフスタン 新型コロナウィルス感染拡大の影響により中止

10月17日～21日
韓国
鎮川

（ジンチョン）

男子

ケイリン

スプリント

チームスプリント

女子

スプリント

ケイリン
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■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）卒業記念レース

回 年月日 実施場 優勝（府県） 2着 3着 上がりタイム 回 年月日 実施場 優勝（府県） 2着 3着 上がりタイム

杉渕　孝一（神奈川） 島田　伸也 松本　州平 前橋 中村　　淳（栃　木） 井上　勝史 井上　直彦

小山　　靖（宮　城） 宇佐美行夫 清水　　朗 関　　靖夫（埼　玉） 山田　圭二 伊奈　一英

三好　真人（東　京） 横山　正博 寺本　弘志 笹川　竜治（新　潟） 松本　晴樹 角田　直樹

棚橋　良博（岐　阜） 渡辺　孝夫 谷沢　　昇 川原　義哲（大　阪） 増本　章行 小針　　豊

宮一　　透（群　馬） 西沢　　満 小池　和博 古閑　良介（福　岡） 神開浩士郎 大石　敏弘

大石　好克（岐　阜） 岩崎　誠一 杉浦　文三 小嶋　敬二（石　川） 島野　敦識 内藤　哲二

新田　三男（福　岡） 大鹿　隆史 兵藤　信雄 手島　慶介（群　馬） 小林　潤二 友田　雄介

葛西　新藏（青　森） 樋口　和夫 中矢　政信 冨田　　卓（千　葉） 山本　貴章 島田　竜二

山本　和正（岩　手） 鈴木　正彦 成田　　昇 小林　正治（東　京） 高城　信雄 北浦　弘幹

松田　隆文（大　分） 中野　浩一 井狩　吉雄 若松　将弘（愛　知） 北野　武史 山中　　猛

大久保広重（福　岡） 服部　雅春 近藤　光男 毛利　昇平（京　都） 中野　智彦 八日市屋浩之

竹内　久人（岐　阜） 上床　幸治 田崎　昭男 齋藤登志信（山　形） 加藤　明久 川本　隆史

山口　健治（東　京） 柳井　譲二 永田　敏夫 前反祐一郎（広　島） 伊勢崎　彰大 関　　一浩

長谷　　忠（岡　山） 太田　雅士 江嶋　康光 荒井　崇博（佐　賀） 松坂　英司 齊藤紳一朗

遠藤　三郎（静　岡） 生形　堅志 熊本　敏也 佐々木雄一（福　島）

町島　洋一（福　島） 原田　則夫　 杉田　典夫 井山　和裕（山　口） 吉岡　邦彦 渡部　哲男

川崎 高木　和彦（栃　木） 神山　　功 藪田　和夫 中川誠一郎（熊　本） 藤田　剣次 新井　秀明

川崎 北村　　徹（熊　本） 平島　忠行 伊木　憲治 井上　昌己（長　崎） 井上　辰也 伊藤　大志

川崎 ※岸本　元也（熊　本） 佐々木勝利 橋本　彰文 藤川　浩平（石　川） 荒木　伸哉 柳谷　崇

齊藤　哲也（兵　庫） 守屋　利治 岩崎　　治 成田　和也（福　島） 山崎　芳仁 石橋慎太郎

細川　忠行（愛　知） 川津　治義 長谷川　修 五日市　誠（青　森） 白水　　洵 山口　泰生

鵜沼　正樹（静　岡） 松本　良治 三宅　耕二 廣川　泰昭（愛　媛） 片山　純志 芦澤　大輔

菅野　浩司（神奈川） 市村　和昭 新谷　隆広 藤野　孝彦（佐　賀） 高橋　紀史 大西　　祐

奥羽　　勲（熊　本） 岡堀　　勉 阿部　尚文 寺田　信彦（大　分） 鈴木　庸之 稲吉　悠大

田村　剛男（福　島） 郡司　盛夫 飯田　洋介 ※谷田　泰平（岐　阜） 内村　竜也 阿部　兼士

野原　哲也（福　井） 塚本　裕之 山田　英伸 鈴木雄一朗（東　京） 不破　将登 脇本　雄太

田中　祥之（大　阪） 宮野　正人 山中　幸男 上原　　龍（長　野） 緑川　修平 久保　将史

木野内　高（福　島） 三浦　　靖 小林　昭二 西村　光太（三　重） 守澤　太志 柴田　竜史

伊藤　勝也（静　岡） 日下　勇樹 清水　晴好 井上　　嵩（東　京） 吉田　昌弘 中井　太祐

村松　浩章（静　岡） 工　　正信 鈴木　　誠 増原　正人（広　島） 東矢　昇太 辻中　国宏

宮路　智裕（熊　本） 大野　暢彦 小林　　覚 伊　東 上吹越俊一（鹿児島） 岩井　良平 横関　裕樹

川崎 坂本　　勉（青　森） 長谷部純也 川口　秀人 阿部　力也（宮　城） 久米　康平 木村　　弘

川口　満宏（東　京） 渡邊　　繁 高井　広明 山本　伸一（高　知） 三谷　竜生 玉村　元気

小橋　正義（岡　山） 倉岡慎太郎 牧　　行央 加瀬加奈子（新　潟） 中村由香里 小林　莉子

金田健一郎（大　阪） 武谷　俊一 古原　勝己 小酒　大勇（福　島） 北川大五郎 嶋津　拓弥

神山雄一郎（栃　木） 松井　一良 森下　太志 石井　寛子（東　京） 三宅　愛梨 矢野　光世

内林　久徳（滋　賀） 青山　真二 須田　一也 伊早坂駿一（茨　城） 清水　裕友 石塚輪太郎

千原　千里（福　岡） 中塚　記生 藤高　一人 石井　貴子（千　葉） 高木　真備 小林　優香

三宅　　伸（岡　山） 有坂　直樹 石原　和夫 新山　響平（青　森） 山岸　佳太 堀内　俊介

※古川　　圭（東　京） 後閑　信一 久米　康隆 尾崎　　睦（神奈川） 児玉　碧衣 三宅　玲奈

児玉　広志（香　川） 星島　　太 岡部　芳幸 太田　竜馬（徳　島） 酒井　拳蔵 嶋田　誠也

佐々木一昭（岩　手） 小笠原弘高 清水　敏一 ※土屋　珠里（栃　木） 鈴木　奈央 板根　茜弥

阿部　康雄（新　潟） 野沢　昌志 市川　勝敏

伊東温泉

阿部　貴光・渡会　啓介
（2着同着）

松　戸

静　岡

平　塚

川　崎
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回 年月日 実施場 優勝（府県） 2着 3着 上がりタイム

南　　　潤（和歌山） 山﨑　賢人 出沢　拓也

梅川　風子（東　京） 吉村早耶香 坂口　楓華

藤根　俊貴（岩　手） 小林　泰正 宮本　隼輔

柳原　真緒（福　井） 野本　怜菜 佐藤　水菜

山本　修平（東　京） 佐々木悠葵 小原　佑太

鈴木　樹里（愛　知） 山口　伊吹 坂口　聖香

青柳　靖起（佐　賀） 松本秀之介 長田　龍拳

尾方　真生（福　岡） 西島　叶子 永禮　美瑠

桑名　僚也（埼　玉） 志田　龍星 渡口　勝成

西脇美唯奈（愛　知） 内野　艶和 山口　真未

纐纈　洸翔（愛　知） 中釜　健次 松本　秀之慎

※畠山　ひすい（北海道） 又多　風緑 渡邉　栞奈

優勝者白ヌキは完全優勝、※は適性優勝者

42回まで、および88回以降は予選2回戦。43回～87回は予選3回戦。選手登録地は卒業時のもの。

※117回・118回より日本競輪学校から日本競輪選手養成所に名称変更

静　岡

伊東温泉

伊東温泉
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■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）在所（在校）時成績最多勝者

杉渕　孝一 神奈川 古閑　良介 福　岡

小山　　靖 宮　城 小嶋　敬二 石　川

国持　一洋 静　岡 太田　真一 埼　玉

加藤　功治 三　重 市田佳寿浩 福　井

宮一　　透 群　馬 小林　正治 東　京

岩崎　誠一 青　森 若松　将弘 愛　知

利根川　勇 千　葉 西本　　龍 広　島

沼田　弥一 福　島 齋藤登志信 山　形

鈴木　正彦 栃　木 伊勢崎彰大 千　葉

松田　隆文 大　分 曽我部匡史 愛　媛

菅田　順和 宮　城 内海　雅夫 群　馬

島本　元視 福　井 渡部　哲男 愛　媛

永田　敏夫 山　口 新井　秀明 埼　玉

木村　一利 広　島 武井　大介 千　葉

菅野　良信 鹿児島 荒木　伸哉 静　岡

村岡　和久 福　岡 金成　和幸 福　島

薮田　和夫 茨　城 菊地　圭尚 北海道

北村　　徹 熊　本 小川　勇介 福　岡

堂田　将治 北海道 藤野　孝彦 佐　賀

鎌倉　宏之 徳　島 柴田　洋輔 東　京

野田　　正 福　岡 ※今井　裕介 茨　城

三宅　耕二 岡　山 鈴木雄一朗 東　京

新谷　隆広 群　馬 上原　　龍 長　野

小門　洋一 神奈川 西村　光太 三　重

高林　秀樹 群　馬 井上　　嵩 東　京

青島　宗仁 静　岡 東矢　昇太 熊　本

山本　　剛 高　知 上吹越俊一 鹿児島

木野内　高 福　島 中山敬太郎 熊　本

三宅　勝彦 岡　山 吉澤　純平 茨　城

松川　　歩 香　川 中村由香里 東　京

杉浦　　茂 群　馬 長尾　拳太 岐　阜

坂本　　勉 青　森 石井　寛子 東　京

高井　広明 岐　阜 野口　大誠 熊　本

倉岡慎太郎 熊　本 小林　優香 福　岡

浜崎　　太 福　岡 小川真太郎 徳　島

神山雄一郎 栃　木 児玉　碧衣 福　岡

内林　久徳 滋　賀 太田　竜馬 徳　島

齋藤　昭二 栃　木 鈴木　奈央 静　岡

三宅　　伸 岡　山 奥村　諭志 岡　山

山本　真矢 京　都 大久保花梨 福　岡

星島　　太 岡　山 橋本　瑠偉 佐　賀

清水　敏一 群　馬 栁原　真緒 福　井

木部　孝美 静　岡 坂井　　洋 栃　木

稲村　成浩 群　馬 山口　伊吹 長　崎

一丸　安貴 愛　知 山口　拳矢 岐　阜

伊藤　保文 京　都 永塚　祐子 長　崎

富田　一弘 広　島 ※犬伏　湧也 徳　島

飯田　風音 埼　玉

塩崎　隼秀 愛　媛

又多　風緑 石　川

勝数同数の場合は平均競走得点上位者

※は適性優勝者

2着 勝率 連対率連対率氏名
年齢
(当時)

レース数 1着回 回 氏名
府県
(当時)

府県
(当時)

年齢
(当時)

レース数 1着 2着 勝率

106



■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）ゴールデンキャップ獲得者一覧表

※平成2年9月第67回生より制定

回生 氏名

金古　将人 11秒2 23秒21 1分06秒76 3分44秒27

稲村　成浩 11秒11 22秒99 1分07秒22 3分43秒69

豊岡　　　弘 11秒27 23秒29 1分07秒47 3分41秒57

小嶋　敬二 11秒08 23秒10 1分07秒73 3分42秒86

武田　豊樹 10秒86 22秒75 1分06秒62 3分44秒69

金澤　竜二 10秒98 22秒95 1分07秒87 3分41秒31

上野　真吾 11秒29 23秒26 1分08秒42 3分43秒33

宮島　聖悟 11秒27 23秒16 1分08秒36 3分45秒22

金子　哲大 11秒28 22秒89 1分07秒80 3分45秒35

杉森　輝大 11秒20 22秒59 1分08秒03 3分41秒19

吉田　拓矢 11秒25 23秒02 1分07秒52 3分44秒19

松本　貴治 11秒03 22秒66 1分06秒95 3分45秒06

坂井　 　洋 10秒89 22秒54 1分07秒25 3分47秒86

藤井　侑吾 11秒05 22秒69 1分07秒40 3分46秒17

町田　太我 11秒14 22秒88 1分06秒80 3分45秒79

菊池　岳仁 11秒09 22秒80 1分07秒44 3分47秒92

坂本　紘規 10秒90 22秒47 1分07秒93 3分48秒64

町田　太我 10秒88 22秒29 1分07秒74 3分45秒87

菊池　岳仁 10秒56 21秒88 1分04秒05 3分39秒43

寺﨑　浩平 10秒33 21秒99 1分07秒53 3分48秒00

※青柳　靖起 11秒06 22秒91 1分07秒35

※町田　太我 11秒18 22秒85 1分06秒43

※山口　拳矢 10秒90 22秒85 1分06秒18

木村　皆斗 10秒96 22秒80 1分07秒95 3分49秒05

北井　佑季 10秒94 22秒50 1分07秒25 3分45秒46

志田　龍星 10秒95 22秒48 1分06秒17 3分47秒91

山根　将太 10秒82 22秒10 1分04秒99 3分43秒51

渡口　勝成 11秒00 22秒80 1分07秒56 3分48秒67

木村　皆斗 10秒83 22秒40 1分06秒87 3分43秒48

※吉田　有希 10秒82 22秒98 1分06秒67

※田口　勇介 10秒96 22秒98 1分07秒49

太田　海也 10秒70 22秒08 1分05秒37 3分47秒37

山口　多聞 10秒75 22秒17 1分08秒00 3分48秒90

村田　祐樹 10秒98 22秒53 1分07秒68 3分48秒29

室井　蓮太朗 11秒02 22秒78 1分07秒41 3分47秒98

中野　慎詞 10秒69 22秒23 1分05秒93 3分47秒58

後藤　大輝 11秒03 22秒71 1分07秒83 3分46秒03

村田　祐樹 11秒09 22秒22 1分07秒01 3分47秒89

東矢　圭吾 10秒79 22秒40 1分07秒18 3分46秒32

岸田　剛 11秒00 22秒66 1分07秒36 3分45秒83

真鍋　智寛 10秒77 22秒53 1分07秒27 3分49秒43

太田　海也 10秒51 22秒27 1分06秒17 3分41秒03

山口　多聞 10秒79 22秒49 1分06秒74 3分44秒53

※117回生以降の第3回記録会はカリキュラム変更に伴い、3000ｍT.Tは実施せず

※2011年11月第102回(女子第１回）生より制定

※2021年9月6日9日は、天候不良の為延期

2020年8月31～2日

2021年1月18～19日

第２回記録会 ※2021年9月6～10日

第２回記録会 ※2021年9月6～10日

第２回記録会 ※2021年9月6～10日

第２回記録会 ※2021年9月6～10日

第２回記録会 ※2021年9月6～10日

2020年2月3日～4日第３回記録会

2021年1月18～19日

第１回記録会 2020年6月15～17日

第2回記録会 2020年8月31～2日

第2回記録会 2020年8月31～2日

第３回記録会

第2回記録会

第2回記録会

第2回記録会

第３回記録会

2020年8月31～2日

2020年8月31～2日

第２回記録会 ※2021年9月6～10日

第２回記録会 ※2021年9月6～10日

第２回記録会 ※2021年9月6～10日

第２回記録会 2019年9月2日～4日

2020年2月3日～4日

2020年2月3日～4日

第１回記録会 令和1年5月23～24日

第２回記録会 2019年9月2日～4日

2019年9月2日～4日第２回記録会

2019年9月2日～4日第２回記録会

第３回記録会

第３回記録会

平成20年9月1～2日

第１回記録会 平成24年8月21～22日

第１回記録会 令和1年5月23～24日

第１回記録会 平成28年7月4～5日

第４回記録会

第１回記録会 平成26年9月3～4日

第２回記録会 平成30年9月3～4日

第２回記録会 平成30年9月3～4日

記録会名 実施日

第２回記録会 平成2年9月11～13日

試　　走 平成3年5月9～13日

第３回記録会 平成3年10月29～31日

第２回記録会 平成5年11月16～18日

第２回記録会 平成14年8月19～21日

第１回記録会 平成17年7月11～12日

第３回記録会 平成19年6月18～19日

第４回記録会 平成19年9月10～11日

第１回記録会 2021年6月7～9日

第１回記録会 2021年6月7～9日

第１回記録会 2021年6月7～9日

第１回記録会 2021年6月7～9日

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）在所（在校）時成績最多勝者

杉渕　孝一 神奈川 古閑　良介 福　岡

小山　　靖 宮　城 小嶋　敬二 石　川

国持　一洋 静　岡 太田　真一 埼　玉

加藤　功治 三　重 市田佳寿浩 福　井

宮一　　透 群　馬 小林　正治 東　京

岩崎　誠一 青　森 若松　将弘 愛　知

利根川　勇 千　葉 西本　　龍 広　島

沼田　弥一 福　島 齋藤登志信 山　形

鈴木　正彦 栃　木 伊勢崎彰大 千　葉

松田　隆文 大　分 曽我部匡史 愛　媛

菅田　順和 宮　城 内海　雅夫 群　馬

島本　元視 福　井 渡部　哲男 愛　媛

永田　敏夫 山　口 新井　秀明 埼　玉

木村　一利 広　島 武井　大介 千　葉

菅野　良信 鹿児島 荒木　伸哉 静　岡

村岡　和久 福　岡 金成　和幸 福　島

薮田　和夫 茨　城 菊地　圭尚 北海道

北村　　徹 熊　本 小川　勇介 福　岡

堂田　将治 北海道 藤野　孝彦 佐　賀

鎌倉　宏之 徳　島 柴田　洋輔 東　京

野田　　正 福　岡 ※今井　裕介 茨　城

三宅　耕二 岡　山 鈴木雄一朗 東　京

新谷　隆広 群　馬 上原　　龍 長　野

小門　洋一 神奈川 西村　光太 三　重

高林　秀樹 群　馬 井上　　嵩 東　京

青島　宗仁 静　岡 東矢　昇太 熊　本

山本　　剛 高　知 上吹越俊一 鹿児島

木野内　高 福　島 中山敬太郎 熊　本

三宅　勝彦 岡　山 吉澤　純平 茨　城

松川　　歩 香　川 中村由香里 東　京

杉浦　　茂 群　馬 長尾　拳太 岐　阜

坂本　　勉 青　森 石井　寛子 東　京

高井　広明 岐　阜 野口　大誠 熊　本

倉岡慎太郎 熊　本 小林　優香 福　岡

浜崎　　太 福　岡 小川真太郎 徳　島

神山雄一郎 栃　木 児玉　碧衣 福　岡

内林　久徳 滋　賀 太田　竜馬 徳　島

齋藤　昭二 栃　木 鈴木　奈央 静　岡

三宅　　伸 岡　山 奥村　諭志 岡　山

山本　真矢 京　都 大久保花梨 福　岡

星島　　太 岡　山 橋本　瑠偉 佐　賀

清水　敏一 群　馬 栁原　真緒 福　井

木部　孝美 静　岡 坂井　　洋 栃　木

稲村　成浩 群　馬 山口　伊吹 長　崎

一丸　安貴 愛　知 山口　拳矢 岐　阜

伊藤　保文 京　都 永塚　祐子 長　崎

富田　一弘 広　島 ※犬伏　湧也 徳　島

飯田　風音 埼　玉

塩崎　隼秀 愛　媛

又多　風緑 石　川

勝数同数の場合は平均競走得点上位者

※は適性優勝者

2着 勝率 連対率連対率氏名
年齢
(当時)

レース数 1着回 回 氏名
府県
(当時)

府県
(当時)

年齢
(当時)

レース数 1着 2着 勝率
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■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）ゴールデンキャップ獲得者一覧表

回生 氏名

小林　優香 12秒10 25秒37 1分15秒58 2分37秒64

小林　優香 12秒13 25秒00 1分12秒98 2分37秒41

小林　優香 11秒94 24秒08 1分12秒65 2分33秒85

梅川　風子 12秒45 25秒36 1分14秒92 2分39秒10

太田　りゆ 12秒28 25秒21 1分15秒28 2分39秒78

日野　未来 12秒22 25秒10 1分15秒48 2分40秒96

※2019年5月第118回(女子第9回)選手候補生より制定

回生 選手名

永塚　佑子 12秒28 25秒50 37秒47 2分41秒32

※永塚　祐子 12秒16 25秒36 37秒33

※尾方　真生 11秒67 25秒33 38秒15

吉川　美穂 12秒12 25秒42 36秒66 2分40秒08

吉川　美穂 11秒95 25秒23 36秒16 2分37秒73

※飯田　風音 12秒04 25秒33 37秒09

※118回生からカリキュラム変更に伴い、1000ｍT.Tから500ｍT.Tに内容を変更

※118回生以降の第3回記録会はカリキュラム変更に伴い、2000ｍT.Tは実施せず

第２回記録会 2020年8月31～2日

第３回記録会 2021年1月18～19日

第３回記録会 2020年2月3日～4日

第３回記録会 2020年2月3日～4日

第１回記録会 2020年6月15～17日

第１回記録会 平成29年7月3～4日

記録会名 実施日

第２回記録会 2019年9月2日～4日

第２回記録会 平成25年9月24～25日

第１回記録会 平成28年7月4～5日

第２回記録会 平成28年9月12～13日

記録会名 実施日

試　　走 平成25年5月10～11日

第１回記録会 平成25年7月29～30日
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■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）種目別最高記録一覧表(男子)

　　　　項目

種目

200ｍFD 10秒33 寺﨑　浩平 福　井

400ｍFD 21秒88 菊池　岳仁 長　野

1000ｍT.T 1分04秒05 菊池　岳仁 長　野

3000ｍT.T 3分33秒32 橋本　英也 岐　阜

　　　項目
種目

200ｍFD 11秒10 第２回記録会

400ｍFD 23秒08 第２回記録会

1000ｍT.T 1分08秒40 第３回記録会

3000ｍT.T 3分54秒38 第２回記録会

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）種目別最高記録一覧表(女子)

　　　　項目
種目

200ｍFD 11秒62 尾方　真生 熊　本

400ｍFD 24秒08 小林　優香 福　岡

500ｍT.T 36秒05 山口　真未 静　岡

1000ｍT.T 1分12秒65 小林　優香 福　岡

2000ｍT.T 2分33秒85 小林　優香 福　岡

　　　項目
種目

200ｍFD 12秒43 第２回記録会

400ｍFD 25秒90 第２回記録会

500ｍT.T 38秒23 第３回記録会

1000ｍT.T 1分16秒94 第１回卒業認定

2000ｍT.T 2分46秒01 第２回記録会

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）種目別回生別平均最高記録一覧表(男子)

2021年1月18日

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）回生別種目別平均最高記録一覧表(女子)

2021年1月18日 晴・18℃・40%・無風

回　生

2019年9月2日 晴・29℃・47%・W1m

2021年1月18日 晴・20℃・40%・無風

2019年9月3日 晴・29℃・51%・N1m

記録会名 気象条件年月日

2013年9月25日

2019年9月2日

2013年9月24日

2013年9月24日

回生

2016年9月13日 雨・22℃・99%・無風

2019年9月2日 晴・28℃・55%・W2ｍ

2019年9月3日 晴・30℃・49%・E1ｍ

2016年12月5日 晴・17℃・45%・無風

記　録 年月日 記録会名 気象条件 回　生

回　生

記　録 氏　名 府　県年月日

府　県

1990年9月13日 曇・29℃・71%・E1m

2019年9月2日

2019年9月3日

2019年9月2日

2017年9月12日

記　録

記　録 年月日 選手名

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）ゴールデンキャップ獲得者一覧表

回生 氏名

小林　優香 12秒10 25秒37 1分15秒58 2分37秒64

小林　優香 12秒13 25秒00 1分12秒98 2分37秒41

小林　優香 11秒94 24秒08 1分12秒65 2分33秒85

梅川　風子 12秒45 25秒36 1分14秒92 2分39秒10

太田　りゆ 12秒28 25秒21 1分15秒28 2分39秒78

日野　未来 12秒22 25秒10 1分15秒48 2分40秒96

※2019年5月第118回(女子第9回)選手候補生より制定

回生 選手名

永塚　佑子 12秒28 25秒50 37秒47 2分41秒32

※永塚　祐子 12秒16 25秒36 37秒33

※尾方　真生 11秒67 25秒33 38秒15

吉川　美穂 12秒12 25秒42 36秒66 2分40秒08

吉川　美穂 11秒95 25秒23 36秒16 2分37秒73

※飯田　風音 12秒04 25秒33 37秒09

※118回生からカリキュラム変更に伴い、1000ｍT.Tから500ｍT.Tに内容を変更

※118回生以降の第3回記録会はカリキュラム変更に伴い、2000ｍT.Tは実施せず

第２回記録会 2020年8月31～2日

第３回記録会 2021年1月18～19日

第３回記録会 2020年2月3日～4日

第３回記録会 2020年2月3日～4日

第１回記録会 2020年6月15～17日

第１回記録会 平成29年7月3～4日

記録会名 実施日

第２回記録会 2019年9月2日～4日

第２回記録会 平成25年9月24～25日

第１回記録会 平成28年7月4～5日

第２回記録会 平成28年9月12～13日

記録会名 実施日

試　　走 平成25年5月10～11日

第１回記録会 平成25年7月29～30日
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■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）200ｍFD新記録一覧表（男子）

天候 温度 湿　度 風向・風速

清家　孝志 雨 20℃ 南東0～1m

黒田　義高 晴 18℃ 南東0～1m

三宅　　伸 曇 26℃ 西　4m

髙橋　紀史 晴 33℃ 南西　1m

寺﨑　浩平 晴 29℃ 西　1m

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）400FD新記録一覧表（男子）

天候 温度 湿　度 風向・風速

梅原　利秀 晴 21℃ 南西　3m

井上　辰也 晴 30℃ 南東　2m

重倉　高史 晴 15℃ 北東　2m

松井　宏佑 曇 27℃ 東　1m

菊池　岳仁 晴 29℃ 北　1m

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）1000ｍ新記録一覧表（男子）

天候 温度 湿　度 風向・風速

佐藤　定良 晴 25℃ 東　1～6m

俵　　信之 晴 5℃ 西　4m

坂本　　勉 晴 24℃ 西　0～3m

清水　敏一 晴 30℃ 南西　2m

菊池　岳仁 晴 31℃ 南西　2m

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）3000ｍ新記録一覧表（男子）

天候 温度 湿　度 風向・風速

岡堀　　勉 曇 25℃ 西　0～4m

藤村　照彦 晴 26℃ 西　0～4m

神山雄一郎 晴 22℃ 西　0～1m

橋本　英也 雨 24℃ 南　2m

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）200ｍFD新記録一覧表（女子）

天候 温度 湿　度 風向・風速

中川　諒子 晴 20℃ 無風(室内)

石井　寛子 雨 15℃ 無風(室内)

尾方　真生 晴 28℃ 西　2m

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）400FD新記録一覧表（女子）

天候 温度 湿　度 風向・風速

荒牧　聖未 晴 29℃ 北　1m

石井　寛子 晴 24℃ 北　2m

石井　貴子 曇 23℃ 西　1m

小林　優香 曇 23℃ 西　1m

■日本競輪選手養成所５００ｍ新記録一覧表（女子）

天候 温度 湿　度 風向・風速

増田　夕華 晴 32℃ 南西　2ｍ

吉川　美穂 曇 31℃ 無風

回生 氏　名 タイム 記録会名 年月日

11秒04 第2回記録会 昭和59年9月18日

10秒33 第2回記録会 2019年9月2日

22秒26

22秒14

試走記録会

第2回記録会

昭和63年5月13日

平成12年8月23日

1分04秒05 第2回記録会 2019年9月2日

1分07秒46 第1回記録会 昭和56年6月17日

3分39秒00

気象条件

36秒29 第2回記録会 2019年9月2日

36秒16 第2回記録会 2020年8月31日

気象条件

回生 氏　名 タイム 記録会名 年月日
気象条件

回生

回生 氏　名 タイム 記録会名 年月日

昭和62年7月3日

平成29年9月12日

昭和59年2月29日

昭和60年9月18日

平成2年9月12日

タイム

3分38秒52

記録会名

第1回記録会

年月日

昭和60年7月11日

第2回記録会

3分35秒30 第1回記録会

平成25年9月24日24秒85

2019年9月2日第2回記録会11秒62

タイム

1分06秒16

1分05秒72

1分05秒44

記録会名

第4回記録会

第2回記録会

第2回記録会

年月日

第1回記録会 昭和56年6月18日

25秒35 第1回記録会 平成23年7月25日

気象条件

10秒76

10秒74

10秒62

24秒92 第2回記録会 平成24年9月24日

3分33秒32 第2回記録会

24秒08 第2回記録会 平成25年9月24日

12秒02

11秒93

第4回記録会

第1回卒業認定

平成24年2月13日

平成24年11月26日

氏　名 タイム 記録会名

平成元年6月6日

平成17年8月15日

昭和60年4月5日

年月日

年月日記録会名

第2回記録会

第4回記録会

第2回記録会

タイム

回生 氏　名
気象条件

気象条件

回生 氏　名
気象条件

回生 氏　名

2019年9月3日

平成20年4月9日

平成29年9月11日

21秒88

第2回記録会

第2回記録会

第2回記録会

22秒07

21秒90
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■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）200ｍFD新記録一覧表（男子）

天候 温度 湿　度 風向・風速

清家　孝志 雨 20℃ 南東0～1m

黒田　義高 晴 18℃ 南東0～1m

三宅　　伸 曇 26℃ 西　4m

髙橋　紀史 晴 33℃ 南西　1m

寺﨑　浩平 晴 29℃ 西　1m

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）400FD新記録一覧表（男子）

天候 温度 湿　度 風向・風速

梅原　利秀 晴 21℃ 南西　3m

井上　辰也 晴 30℃ 南東　2m

重倉　高史 晴 15℃ 北東　2m

松井　宏佑 曇 27℃ 東　1m

菊池　岳仁 晴 29℃ 北　1m

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）1000ｍ新記録一覧表（男子）

天候 温度 湿　度 風向・風速

佐藤　定良 晴 25℃ 東　1～6m

俵　　信之 晴 5℃ 西　4m

坂本　　勉 晴 24℃ 西　0～3m

清水　敏一 晴 30℃ 南西　2m

菊池　岳仁 晴 31℃ 南西　2m

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）3000ｍ新記録一覧表（男子）

天候 温度 湿　度 風向・風速

岡堀　　勉 曇 25℃ 西　0～4m

藤村　照彦 晴 26℃ 西　0～4m

神山雄一郎 晴 22℃ 西　0～1m

橋本　英也 雨 24℃ 南　2m

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）200ｍFD新記録一覧表（女子）

天候 温度 湿　度 風向・風速

中川　諒子 晴 20℃ 無風(室内)

石井　寛子 雨 15℃ 無風(室内)

尾方　真生 晴 28℃ 西　2m

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）400FD新記録一覧表（女子）

天候 温度 湿　度 風向・風速

荒牧　聖未 晴 29℃ 北　1m

石井　寛子 晴 24℃ 北　2m

石井　貴子 曇 23℃ 西　1m

小林　優香 曇 23℃ 西　1m

■日本競輪選手養成所５００ｍ新記録一覧表（女子）

天候 温度 湿　度 風向・風速

増田　夕華 晴 32℃ 南西　2ｍ

吉川　美穂 曇 31℃ 無風

回生 氏　名 タイム 記録会名 年月日

11秒04 第2回記録会 昭和59年9月18日

10秒33 第2回記録会 2019年9月2日

22秒26

22秒14

試走記録会

第2回記録会

昭和63年5月13日

平成12年8月23日

1分04秒05 第2回記録会 2019年9月2日

1分07秒46 第1回記録会 昭和56年6月17日

3分39秒00

気象条件

36秒29 第2回記録会 2019年9月2日

36秒16 第2回記録会 2020年8月31日

気象条件

回生 氏　名 タイム 記録会名 年月日
気象条件

回生

回生 氏　名 タイム 記録会名 年月日

昭和62年7月3日

平成29年9月12日

昭和59年2月29日

昭和60年9月18日

平成2年9月12日

タイム

3分38秒52

記録会名

第1回記録会

年月日

昭和60年7月11日

第2回記録会

3分35秒30 第1回記録会

平成25年9月24日24秒85

2019年9月2日第2回記録会11秒62

タイム

1分06秒16

1分05秒72

1分05秒44

記録会名

第4回記録会

第2回記録会

第2回記録会

年月日

第1回記録会 昭和56年6月18日

25秒35 第1回記録会 平成23年7月25日

気象条件

10秒76

10秒74

10秒62

24秒92 第2回記録会 平成24年9月24日

3分33秒32 第2回記録会

24秒08 第2回記録会 平成25年9月24日

12秒02

11秒93

第4回記録会

第1回卒業認定

平成24年2月13日

平成24年11月26日

氏　名 タイム 記録会名

平成元年6月6日

平成17年8月15日

昭和60年4月5日

年月日

年月日記録会名

第2回記録会

第4回記録会

第2回記録会

タイム

回生 氏　名
気象条件

気象条件

回生 氏　名
気象条件

回生 氏　名

2019年9月3日

平成20年4月9日

平成29年9月11日

21秒88

第2回記録会

第2回記録会

第2回記録会

22秒07

21秒90

山口　真未 晴 18℃ 無風

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）1000ｍ新記録一覧表（女子）

天候 温度 湿　度 風向・風速

加瀬加奈子 晴 21℃ 無風(室内)

山原さくら 晴 16℃ 無風(室内)

小林　優香 雨 25℃ 西　1m

小林　優香 晴 25℃ 西　1m

■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）2000ｍ新記録一覧表（女子）

天候 温度 湿　度 風向・風速

加瀬加奈子 曇 24℃ 西　1m

小林　優香 雨 23℃ 無風

36秒05 第3回記録会 2021年1月18日

氏　名 タイム 記録会名 年月日
気象条件

回生 氏　名 タイム 記録会名 年月日

回生

1分13秒27

1分12秒98

気象条件

1分12秒65

第3回記録会

第1回記録会

第2回記録会

平成25年2月25日

平成25年7月29日

平成25年9月24日

1分13秒67 第2回卒業認定 平成24年2月21日

2分37秒33

2分33秒85

第1回記録会

第2回記録会

平成23年7月26日

平成25年9月25日
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■日本競輪選手養成所　早期卒業者一覧 

菊池　岳仁 長　野

寺﨑　浩平 福　井

中野　慎嗣 岩　手

太田　海也 岡　山

府　県 年　齢 登録年月日回生 氏　名
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■日本競輪選手養成所　早期卒業者一覧 

菊池　岳仁 長　野

寺﨑　浩平 福　井

中野　慎嗣 岩　手

太田　海也 岡　山

府　県 年　齢 登録年月日回生 氏　名

■適性組競輪選手一覧

期 名前 スポーツ歴 期 名前 スポーツ歴 期 名前 スポーツ歴
矢野　昭司 テニス 貝原　秀則 平野　由和 陸上
志茂　義和 野球 杉山浩一郎 峰重　幸二 サッカー
中村　幸秀 陸上 遠藤　忠彦 陸上 深澤　伯彦
川島　　優 卓球・陸上・野球 都築　　卓 バスケット 淺木　昭二 陸上
竹井　　望 酒巻　忠夫 北村　嘉之 陸上
山本　公明 陸上 斉藤　　守 陸上・野球 山田　洋一 陸上
谷㟢晴登志 蛭田佳三郎 陸上 都築　一太 陸上
横澤喜美雄 陸上 池田　　充 野球 長谷川　誠 陸上
佐々木雅広 サッカー 足立　充司 野球 合田　浩久 陸上
青木　　登 ハンドボール 野村　哲朗 笠間　基夫
佐藤勝太郎 三浦　世二 水泳 松瀬　昌利
大浜　　実 佐藤　正人 陸上・相撲 山根　義弘 陸上
山下　　勝 陸上 柏木　賢一 野球 南雲　茂義 陸上
鈴木　章夫 木内　和夫 ラグビー 西村　広彦 野球
石橋　弘明 野村　浩一 井上　和樹
本村　昇盛 サッカー・ボクシング 升澤　　進 バレーボール 金澤　政雄 陸上
石田　真二 ラグビー 礒野　　実 鵜飼　弘明 陸上
岡本　新吾 野球 白谷　和也 山下　正樹 陸上
津田　　優 スケート 谷川　正洋 土居　　卓 ラグビー
宮地　　晃 関本　吉志 ハンドボール 新貝　一之
小幡　太一 陸上 一村　好則 吉田　　啓 陸上
富原　忠夫 野球 橋本　彰文 野球 合田　浩久
行方　正明 陸上 今林　圭二 市村　和昭 スケート
町田　次夫 陸上 島崎　　力 畑山　　浩
青木　章一 岸本　元也 櫻山　耕一 陸上
森田　　茂 陸上 井上　幸正 陸上 山地　英二
松沢　毅彦 陸上 新子　　稔 黒澤　秋文 陸上
大垣　俊英 八木隆二郎 米川　　真 陸上
廣瀬　　來 柔道 篠村　英一 中村　時仁
竹内　勝一 ラグビー 松原　秀史 山口　　浩 野球
吉田　　隆 陸上 伊東　　洋 中尾　一信 サッカー
米井　信秀 野球 鈴木　　勝 西野　文生 野球・陸上
大澤　　仁 サッカー 井上　寿博 陸上 礒野　　満 バスケットボール
小川　博美 ラグビー 松本　　整 ラグビー 栗田　眞一
中村　房美 陸上 粟津　　明 佐々木健二
大森　三夫 卓球 東　　　晃 高橋　正樹
斎藤　弘文 宮本　明彦 長濱　雄二 陸上
田中　祐治 小林　光顕 豊嶋　英二
湯浅　　透 大澤　　智 荒川　一成
繁本　光示 野球 中角　克己 丸　　信五 野球
松尾　正勝 野球 佐古　雅俊 東内　典之 陸上
鈴木　　修 長谷井浩二 野球 長倉　満男
福田　　健 野球 嵯峨　誠治 ラグビー 田村　春海 陸上
黒永　愼司 陸上 前田　秀利 森　愛一郎 野球・陸上
向坂　益男 鈴木　昭弘 中村　健二 陸上
山田　　正 吉田　雅人 陸上 川上　納里 サッカー
滝澤　正光 バレーボール 徳丸　佳克 森江　信行
武市　和明 野球 千葉　幸彦 バスケットボール 海老澤秀一 陸上
平島　忠行 陸上 光永　浩徳 野球・陸上 原　　昭人

藤岡　靖浩 陸上 三谷　典正 ラグビー
四谷　俊雄 陸上 花澤　健一
志村　文夫 ラグビー 藤田　卓也 陸上
古林　昭二 神永　　徹 野球
星　　雅夫 陸上 菊地　里司 体操
木和田佳志 筒井　孝之 陸上
大森　玉木 陸上 船本　真澄
鈴木　　豊 陸上 出澤　則夫 ラグビー
丹羽　　徹 陸上 脇田　　久
樽井　宏明 陸上 坂井田浩巳
北田　正明 陸上 川島　和則 ラグビー
田村　博一 下　　貞夫
一村　好伸 剣道 高橋　慎一 野球
八木　和也 松原　正明 野球
吉野　健二 陸上 渡邉　伸二 バスケットボール

大場　　務
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期 名前 スポーツ歴 期 名前 スポーツ歴 期 名前 スポーツ歴
小野里　宏 野球 加藤　栄一 陸上 西澤　俊明 バスケットボール・空手

朝内　正幸 サッカー・野球 井上　清一 サッカー 大坪　義和 野球・陸上
中川　博之 陸上 大和田正人 野球 田川　　正 野球
島本　雅章 岩尾　正人 陸上 加藤　　晃 陸上
守岡　央樹 陸上 森田　清隆 陸上 塚原　睦巳 バスケットボール
松元　裕二 フェンシング 家入　正三 陸上 田淵　浩一 陸上
阿部　文雄 陸上 田村　幸男 スキー 坂巻　幹生 陸上
池内　一志 陸上 中村　忠美 陸上 高木　克哲 陸上
斎藤　恒裕 佐藤　良之 鈴木　啓一
高橋　　武 陸上 西村　友良 野球 河崎　　満 陸上
金原　浩之 野球 野口　泰則 陸上 宮本　忠典 野球
小笠原隆久 陸上 薮下　昌也 スキー 高部　充央 陸上
久高　　隆 ハンドボール 北方　芳彦 野球 坂巻　正巳 陸上
栗田　安博 サッカー 佐野　　勝 陸上 横井　宗義 陸上
坂本　浩信 野球 西村　康弘 スケート 城山　基克 陸上
渡邉　厚志 野球 井上　龍雅 陸上 毛谷村泰史 陸上
水野　新一 松田　安男 野球 八島　政人
赤松　吉博 星　　進一 サッカー 神野　和仁 陸上
村上　伸二 山屋　　仁 ラグビー 瀬戸　英紀 野球
山口　友一 野球 正岡　真二 野球 苅米　秀樹 陸上
田中　八郎 野球 宇家　宏治 長谷　俊昭 陸上
和田修一朗 ラグビー 國谷　武彦 陸上 鳥居　孝行 陸上
土屋　貞光 東島　啓文 陸上 福岡　晃司 陸上
青木　佳辰 陸上 藤村　隆久 陸上 内山　淑夫 陸上
高橋　恵一 バスケットボール 松尾　　勉 陸上 原嶋　伸悦
山内　　光 陸上 松本　聖志 バスケットボール 岩田　浩喜 陸上
岡部　正彦 陸上 河津　隆之 陸上 春田誠一朗 陸上
島本　圭介 野球 桐生　孝二 陸上・野球 田中　　勝 陸上
高沢　淳一 陸上 薄田　昌晴 バスケットボール・陸上 金川　光浩 陸上
遠山　光広 野球 河渕　栄司 陸上 深澤　光一 陸上
長井伸一郎 陸上 相傷　聖二 野球 荒木　幸夫 陸上
山本　龍二 陸上 増岡　俊樹 野球・ラグビー 小尾　晃一
高野　　潔 平島　憲善 陸上 菅原　裕志
榎本　英雄 陸上 橋田　良彦 陸上 西畑　満純 陸上
山田　宗利 陸上 中野　龍浩 陸上 早川　清士 陸上
小林　信哉 森野　昌幸 サッカー 渡邉　藤男 野球
新井　敏浩 陸上 上野慎一郎 テニス 飯村　史郎 バスケットボール
家田　剛資 吉岡　和彦 テニス・陸上 松尾　常人 野球
小林　慶二 陸上 三谷　敏広 陸上 秋山　晋三 野球
大谷　洋二 岩田　直樹 陸上 須崎　裕司
萩原　昌伸 陸上 村佐　　庸 剣道 高柴　　等 陸上
本田　晴美 野球 松岡　幸蔵 弓道 梅澤　謙芝 陸上
中村　雅弘 陸上 簔原　靖博 陸上 飯田　広光 野球
洲脇　功治 野球 矢野　　繁 陸上 森村　　優 陸上
我妻正四郎 大城　斉人 陸上 林　　裕也 陸上
高橋　京治 皆藤　直弘 陸上 小島　幸吉

南雲　孝之 野球 大前　寛則 野球
大塚　敦史 空手 野口　　勇 陸上
池内　一洋 ラグビー 鈴木　　洋 陸上
栗原　正治 陸上 永田　洋彦 陸上
足立　卓夫 陸上 古橋　稔幸 陸上
柴田　勝年 陸上 日下部孝彦 柔道
井上　弘司 野球 鈴木　伸一 サッカー・陸上

時任　　賢 陸上
小森　慎一 野球
関谷　敏彦 サッカー
江頭　幹人 陸上
上田　康雅 相撲
松山　　学 野球
細川　秀勝 サッカー
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期 名前 スポーツ歴 期 名前 スポーツ歴 期 名前 スポーツ歴
徳田　一建 野球 古川　　圭　 野球 遠藤　繁浩 野球
藤本　直也 野球 望月裕一郎 陸上 横川　克則 陸上
勝俣　智身 陸上 河野　　努 陸上 大𣘺𣘺　直人 陸上
半田　勝郎 陸上 林　　栄司 陸上 池上洋二郎 陸上
福嶋　　満 陸上 大河原正輝 サッカー 佐藤　　　明 サッカー
本村　譲治 陸上 香月　　聡 野球 渡邊　大吾 ラグビー
吉岡　裕二 ラグビー 篠原　豪紀 野球 永山　英司 陸上
小杉　和人 陸上 渡部　一之 野球 幸津　　博 陸上
神原　哲也 陸上 久保田康彦 野球 本間　健士 ラグビー
中澤　央治 田所　　剛 バレーボール 鈴木　太一 陸上
竹之内克彦 スケート 井上　富雄 陸上 久冨　　武 陸上
新田　義男 ラグビー 田中　栄次 水泳 渡部　晃久 バスケットボール
武谷　俊一 野球 脇田　良雄 陸上 清水　正人 陸上
中川　武志 陸上 岡崎　健治 陸上 吉田　彰久 陸上
齋藤　佳也 野球・陸上 小林　義明 陸上 川本　隆史 野球
土師田和弘 サッカー 神田　幸洋 陸上 幡中　幸弘 陸上
石本　龍臣 野球・陸上 高田　敏広 陸上 大黒　　浩 サッカー
松木　　明 サッカー・陸上 妻屋　　巌 野球・陸上 能登谷　栄 野球
茨木　基成 陸上 伊早坂新也 陸上 山下　竜児 陸上
岡田　祐二 野球 小長谷友則 陸上・水泳 増田　利明
中村　邦夫 陸上 櫻井　紀幸 野球 宮下　貴之 バスケットボール
添野　達夫 陸上 前野　智也 陸上 吉本　　将 野球
川越　義朗 野球 真田　武見 陸上 土井　　勲 野球
山田　裕仁 陸上 大山　泰伸 陸上・サッカー 長野　和弘
三住　博昭 陸上 馬渕　紀明 野球 大川　直也 バレーボール
伊藤　友明 陸上 眞原　健一 陸上 坂本　智哉 バスケットボール
河内　浩次 陸上 細川　　洋 野球 市川　健太 陸上
森下　太志 陸上 梅村　雅昭 陸上 明星　晴道 バレーボール
平坂　典也 野球 川端賢太郎 陸上 永本　勇介 陸上
山口　　誠 陸上 馬場　一雄 小島　雅章 陸上
鷹觜　裕紀 陸上 中山　由康 陸上 大木　雅也 バレーボール
吉田　公彦 佐藤　和典 陸上 山信田　学 陸上
片野　和弘 ハンドボール・陸上 甲田　　聡 高橋　圭介 相撲
萩原　保 サッカー 三宅　弘一 テニス 柏木　伸介 陸上
川崎　雄一 サッカー 今津　英一 陸上 大井　浩平 陸上・ラグビー
山本　智治 ラグビー 西尾　泰照 陸上 増田　吉史 陸上
高野　淳一 野球 櫻井　　健 陸上 難波　政則 陸上
森脇　保彦 野球 松本　晴樹 陸上 真崎新太郎 野球
木谷　英泰 陸上 松村　順之 陸上 片岡　昌彰 陸上
山尾　　光 陸上 須貝　政広 陸上 伊藤　大理 スケート
和賀　敬治 陸上 飯田　辰哉 陸上 高原　仁志 陸上
山中　　隆 陸上 渡邊　一洋 バスケットボール 筒井　敦史 陸上
和泉　克美 陸上 内村　泰三 テニス・ラグビー 田中　亨司 バスケットボール
生熊　真一 陸上 山﨑　貞之 柔道 稲垣　裕之 バスケットボール
岡田　信行 陸上 角　　　昇 陸上 三ツ石康洋 陸上
酒野　晋一 陸上 遠藤　勝行 陸上 中村　一将 野球
礒田　義則 陸上 上野　崇雄 陸上 植松　　仁 スケート
茂木　和臣 野球 三木　健治 藤井　崇史
池尻　浩一 陸上 増田　鉄男 陸上 海老根恵太 陸上
上市　剛司 野球 三浦　　修 陸上 松岡　健介 剣道・トライアスロン

桐畑良之助 ラグビー 鈴木　愼二 陸上 鈴木　隆広 陸上
松原　広和 陸上 木村　悦久 陸上 小橋川健一 野球
松田　昭仁 陸上 中村　文彦 サッカー 細田　真史 陸上
菅波　正光 ラグビー 小川　将人 野球 吉野　正彦 陸上
荒川　和浩 陸上 堤　　　洋 陸上 米山　　潤 陸上
小峰　一貴 陸上 武井　克敏 野球 岡崎　泰郎 陸上
金森　英次 野球 水書　義弘 陸上 武田　豊樹 スケート
田代　　誠 サッカー 平沢　正治 陸上 山﨑　裕哉 スケート
甲斐下　智 陸上 町田　勝志 剣道・野球 外山　三平 相撲
高木　隆弘 陸上 川口　　正 野球 河村　文人 陸上

平　　総一 野球・陸上 小林　孝文 野球
新山　善信 陸上 筒井　裕哉 陸上

藤縄　洋介 陸上

期 名前 スポーツ歴 期 名前 スポーツ歴 期 名前 スポーツ歴
小野里　宏 野球 加藤　栄一 陸上 西澤　俊明 バスケットボール・空手

朝内　正幸 サッカー・野球 井上　清一 サッカー 大坪　義和 野球・陸上
中川　博之 陸上 大和田正人 野球 田川　　正 野球
島本　雅章 岩尾　正人 陸上 加藤　　晃 陸上
守岡　央樹 陸上 森田　清隆 陸上 塚原　睦巳 バスケットボール
松元　裕二 フェンシング 家入　正三 陸上 田淵　浩一 陸上
阿部　文雄 陸上 田村　幸男 スキー 坂巻　幹生 陸上
池内　一志 陸上 中村　忠美 陸上 高木　克哲 陸上
斎藤　恒裕 佐藤　良之 鈴木　啓一
高橋　　武 陸上 西村　友良 野球 河崎　　満 陸上
金原　浩之 野球 野口　泰則 陸上 宮本　忠典 野球
小笠原隆久 陸上 薮下　昌也 スキー 高部　充央 陸上
久高　　隆 ハンドボール 北方　芳彦 野球 坂巻　正巳 陸上
栗田　安博 サッカー 佐野　　勝 陸上 横井　宗義 陸上
坂本　浩信 野球 西村　康弘 スケート 城山　基克 陸上
渡邉　厚志 野球 井上　龍雅 陸上 毛谷村泰史 陸上
水野　新一 松田　安男 野球 八島　政人
赤松　吉博 星　　進一 サッカー 神野　和仁 陸上
村上　伸二 山屋　　仁 ラグビー 瀬戸　英紀 野球
山口　友一 野球 正岡　真二 野球 苅米　秀樹 陸上
田中　八郎 野球 宇家　宏治 長谷　俊昭 陸上
和田修一朗 ラグビー 國谷　武彦 陸上 鳥居　孝行 陸上
土屋　貞光 東島　啓文 陸上 福岡　晃司 陸上
青木　佳辰 陸上 藤村　隆久 陸上 内山　淑夫 陸上
高橋　恵一 バスケットボール 松尾　　勉 陸上 原嶋　伸悦
山内　　光 陸上 松本　聖志 バスケットボール 岩田　浩喜 陸上
岡部　正彦 陸上 河津　隆之 陸上 春田誠一朗 陸上
島本　圭介 野球 桐生　孝二 陸上・野球 田中　　勝 陸上
高沢　淳一 陸上 薄田　昌晴 バスケットボール・陸上 金川　光浩 陸上
遠山　光広 野球 河渕　栄司 陸上 深澤　光一 陸上
長井伸一郎 陸上 相傷　聖二 野球 荒木　幸夫 陸上
山本　龍二 陸上 増岡　俊樹 野球・ラグビー 小尾　晃一
高野　　潔 平島　憲善 陸上 菅原　裕志
榎本　英雄 陸上 橋田　良彦 陸上 西畑　満純 陸上
山田　宗利 陸上 中野　龍浩 陸上 早川　清士 陸上
小林　信哉 森野　昌幸 サッカー 渡邉　藤男 野球
新井　敏浩 陸上 上野慎一郎 テニス 飯村　史郎 バスケットボール
家田　剛資 吉岡　和彦 テニス・陸上 松尾　常人 野球
小林　慶二 陸上 三谷　敏広 陸上 秋山　晋三 野球
大谷　洋二 岩田　直樹 陸上 須崎　裕司
萩原　昌伸 陸上 村佐　　庸 剣道 高柴　　等 陸上
本田　晴美 野球 松岡　幸蔵 弓道 梅澤　謙芝 陸上
中村　雅弘 陸上 簔原　靖博 陸上 飯田　広光 野球
洲脇　功治 野球 矢野　　繁 陸上 森村　　優 陸上
我妻正四郎 大城　斉人 陸上 林　　裕也 陸上
高橋　京治 皆藤　直弘 陸上 小島　幸吉

南雲　孝之 野球 大前　寛則 野球
大塚　敦史 空手 野口　　勇 陸上
池内　一洋 ラグビー 鈴木　　洋 陸上
栗原　正治 陸上 永田　洋彦 陸上
足立　卓夫 陸上 古橋　稔幸 陸上
柴田　勝年 陸上 日下部孝彦 柔道
井上　弘司 野球 鈴木　伸一 サッカー・陸上

時任　　賢 陸上
小森　慎一 野球
関谷　敏彦 サッカー
江頭　幹人 陸上
上田　康雅 相撲
松山　　学 野球
細川　秀勝 サッカー
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期 名前 スポーツ歴 期 名前 スポーツ歴 期 名前 スポーツ歴
橋口　　琢 陸上・サッカー 大知　正和 野球 遠藤　雅也
鈴木謙太郎 野球 吉木　雄貴 陸上 押切　勇二 ウエイトリフティング
池田　勇人 陸上 小川　祐司 ボート 中井　勇介 アメリカンフットボール

飯野　祐太 野球 杉本　正隆 アイスホッケー 伊東　翔貴 野球
伊藤　之人 村田　康一 野球 青野　匡紘 野球・ボクシング
田中　孝彦 野球 楠木孝志郎 ビーチバレー 高久保雄介 陸上
澁谷　征広 陸上 片山　大輔 村木　　亮 バレーボール
玉手　　翔 陸上 高橋　佑輔 陸上 古性　優作
橋爪　　亮 スケート 興呂木雄治 陸上 宗﨑　世連 野球
江本　道明 松谷　秀幸 野球 徳永　真一 陸上
馬場　　勇 陸上 三田村謙祐 レスリング 石貞　有基 野球・アメリカンフットボール

舟元　権造 陸上 岡崎　智哉 陸上 山本　巨樹
岡田　哲夫 サッカー 菅谷　隆司 陸上 山本　恵介 野球
西本　直大 陸上 中村　賢二 陸上 有野優一郎 バレーボール
牛山　貴広 スケート 奥森　敏 水泳・スキー 中村　将来 サッカー
羽石　国臣 スケート 西岡　拓朗 伊代野貴照 野球
南原　照也 野球 吉田　昌弘 陸上 仲元　紀清 陸上
角田　貴志 陸上 屋宜　浩二 パワーリフティング 大竹　　歩 陸上
中川　繁樹 野球 中田　雄喜 ゴルフ 平尾　徹也 パワーリフティング
石川　恭規 バレーボール 黒川　茂高 レスリング 泉谷　元樹 パワーリフティング
山﨑　弘夢 ラグビー 高橋清太郎 陸上 稲垣　祐司 水泳
谷田　泰平 陸上 兵動　秀治 野球 岡村　育子 ホッケー
西谷　岳文 スケート 瀧本　匡平 陸上 田畑茉利名 バスケットボール
今井　裕介 スケート 鈴木　謙二 陸上 野口諭実可 水泳
川村　哲也 陸上 高木　修二 野球 森　　美紀
奥平　充男 工藤　文彦 陸上 藍野　美穂 剣道
白川　将太 野球 黒田　　淳 渡辺ゆかり スケート
愛敬　博之 陸上 金邉　雄介 陸上 伊木　雪乃
木村　佳督 サッカー 前島　恭平 野球 中山　麗敏
守安　政雄 陸上 川上　真吾 バスケットボール 小山　　淳 野球
吉原　克也 柔道 吉岡　貴紀 陸上 黒川　　渉 レスリング
松本　充生 ボート 一ノ瀬貴将 野球 北川大五郎 ベンチプレス
志水　祐彦 水泳 原　　清孝 ボクシング 斎藤　　敦 野球
小谷　文康 陸上 志村　龍己 空手 猪頭香緒里 スノーボード
加賀山　淳 バスケットボール 山口　　茂 サッカー 奈良岡彩子 ソフトボール
西野　真弘 体操 丹波　孝佑 小坂　知子 陸上
竹田　慎一 卓球・テニス 向井裕紀弘 陸上 石井　和明 野球
小酒　大司 森山　智徳 カヌー 藤井　準也 野球
内田　玄希 陸上 泉　　利和 陸上 岸川　哲也 陸上
岩本　俊介 陸上 林　　修平 パワーリフティング 野口　修平 陸上
吉澤　　賢 陸上 灘本　敏宜 野球 夏山　大軌 日本拳法
大北　健次 サッカー 渡邉　孝光 陸上 下岡　優季 陸上
佐野　恭太 陸上 今村　俊雄 重量挙げ 奥井　　迪 スキー
泉谷　直哉 野球 大松　純二 野球 小林　優香 バレーボール
石井　啓午 野球 萱島　大介 野球 金田　洋世 ビーチバレー
菅藤　　智 スケート 竹内　雄作 陸上 高橋　千秋 陸上
永田　準一 陸上 高橋　幸司 陸上 青木　美優 空手
吉田　佳史 陸上 猪俣　康一 スキー 渡邉　豪大 野球
北野　良栄 野球 川嶋　健介 ボクシング 隅田　洋介 アイスホッケー
板橋　慎治 陸上 高村　星八 サッカー 菅原　大也 陸上
小野　裕次 陸上 宮崎　一彰 野球 平川　雅晃 バスケットボール
上田　栄蔵 野球 河野　淳吾 サッカー 尾崎　　睦 ビーチバレー
藤崎　優輝 バスケットボール 花田　将司 スキー 児玉　碧衣 バレーボール
亀井　久幸 陸上 里見　恒平 フットボール 佐藤亜貴子 バスケットボール
重倉　高史 野球 髙橋　広大 陸上 岡崎　優美 バレーボール
近藤　　保 陸上 小松崎大地 野球
堀内　　昇 陸上 今藤　康裕 バトミントン

樫村　伸平 ベンチプレス
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期 名前 スポーツ歴 期 名前 スポーツ歴
清水　一幸 ラグビーフットボール 山本　勝利 野球
大崎龍一郎 パワーリフティング 小坂元雄斗 陸上
渡邉　颯太 バレーボール 溝口　　葵 ウェイトリフティング
松岡晋之介 砲丸投 原　大智 モーグル
砂賀　優徳 弓道 岩原紗也香 剣道
遠藤　勝弥 野球 野﨑　菜美 投擲
佐伯　辰哉 中村　美那 バドミントン・柔道
佐藤　友香 陸上 保立　沙織 ビーチバレー
藤巻絵里佳 陸上 太　　友花 バスケットボール
遠峯　加奈 柔道 青木　美保 バレーボール
野口のぞみ バレーボール 田中　月菜 バスケットボール
宮地　寧々 柔道 中嶋　　樹 陸上　投擲
土屋　珠里 陸上 近藤　武寿 ハンドボール
中野　　咲 テニス 窪木　一茂 自転車
濱田　翔平 拳法 犬伏　湧也 野球
中野　真吾 野球 邊見　祐太 陸上
野口　裕史 陸上 秋山　真毅 陸上　十種競技
染谷　幸喜 陸上 平栁　道彦 野球
太田　りゆ 陸上 塚本　瑠羽 柔道
吉村早耶香 陸上 岩田みゆき ソフトボール
成田可菜絵 陸上 本多　　優 スケート
鈴木　美教 バスケットボール 川路　遥香 水泳
吉原　菜那 サッカー 吉田りんご ソフトボール
前川　大輔 野球 濱野　　咲 バスケットボール
井寺　亮太 ハンドボール 小坂　丈 アイスホッケー
山田　祐太 野球 近藤　圭佑 スケルトン
佐山　寛明 野球 中山　拓人 サッカー
黒沢　征治 野球 齋藤　雄行 野球
橋本　佳耶 陸上 近谷　涼　 自転車
野本　怜菜 陸上 髙本　旭 陸上
橋本　蒔子 弓道 一丸　尚伍 自転車
土田　栄二 陸上 畠山　ひすい サッカー・バスケットボール

土田　武志 陸上 戸田　瑞姫 ソフトボール
佐々木悠葵 バスケットボール 萩原　瑞生 陸上
遠藤　洋希 バスケットボール 塩田　日海 陸上　棒高跳び
岩崎ゆみこ バスケットボール 鈴木　咲香 バスケットボール
佐々木　綾 陸上
南　　円佳 バレーボール
神澤　瑛菜 バレーボール
久米　　詩 テニス
加藤　　舞 バスケットボール

※名前白ヌキは適性かつ特別選抜試験合格者

期 名前 スポーツ歴 期 名前 スポーツ歴 期 名前 スポーツ歴
橋口　　琢 陸上・サッカー 大知　正和 野球 遠藤　雅也
鈴木謙太郎 野球 吉木　雄貴 陸上 押切　勇二 ウエイトリフティング
池田　勇人 陸上 小川　祐司 ボート 中井　勇介 アメリカンフットボール

飯野　祐太 野球 杉本　正隆 アイスホッケー 伊東　翔貴 野球
伊藤　之人 村田　康一 野球 青野　匡紘 野球・ボクシング
田中　孝彦 野球 楠木孝志郎 ビーチバレー 高久保雄介 陸上
澁谷　征広 陸上 片山　大輔 村木　　亮 バレーボール
玉手　　翔 陸上 高橋　佑輔 陸上 古性　優作
橋爪　　亮 スケート 興呂木雄治 陸上 宗﨑　世連 野球
江本　道明 松谷　秀幸 野球 徳永　真一 陸上
馬場　　勇 陸上 三田村謙祐 レスリング 石貞　有基 野球・アメリカンフットボール

舟元　権造 陸上 岡崎　智哉 陸上 山本　巨樹
岡田　哲夫 サッカー 菅谷　隆司 陸上 山本　恵介 野球
西本　直大 陸上 中村　賢二 陸上 有野優一郎 バレーボール
牛山　貴広 スケート 奥森　敏 水泳・スキー 中村　将来 サッカー
羽石　国臣 スケート 西岡　拓朗 伊代野貴照 野球
南原　照也 野球 吉田　昌弘 陸上 仲元　紀清 陸上
角田　貴志 陸上 屋宜　浩二 パワーリフティング 大竹　　歩 陸上
中川　繁樹 野球 中田　雄喜 ゴルフ 平尾　徹也 パワーリフティング
石川　恭規 バレーボール 黒川　茂高 レスリング 泉谷　元樹 パワーリフティング
山﨑　弘夢 ラグビー 高橋清太郎 陸上 稲垣　祐司 水泳
谷田　泰平 陸上 兵動　秀治 野球 岡村　育子 ホッケー
西谷　岳文 スケート 瀧本　匡平 陸上 田畑茉利名 バスケットボール
今井　裕介 スケート 鈴木　謙二 陸上 野口諭実可 水泳
川村　哲也 陸上 高木　修二 野球 森　　美紀
奥平　充男 工藤　文彦 陸上 藍野　美穂 剣道
白川　将太 野球 黒田　　淳 渡辺ゆかり スケート
愛敬　博之 陸上 金邉　雄介 陸上 伊木　雪乃
木村　佳督 サッカー 前島　恭平 野球 中山　麗敏
守安　政雄 陸上 川上　真吾 バスケットボール 小山　　淳 野球
吉原　克也 柔道 吉岡　貴紀 陸上 黒川　　渉 レスリング
松本　充生 ボート 一ノ瀬貴将 野球 北川大五郎 ベンチプレス
志水　祐彦 水泳 原　　清孝 ボクシング 斎藤　　敦 野球
小谷　文康 陸上 志村　龍己 空手 猪頭香緒里 スノーボード
加賀山　淳 バスケットボール 山口　　茂 サッカー 奈良岡彩子 ソフトボール
西野　真弘 体操 丹波　孝佑 小坂　知子 陸上
竹田　慎一 卓球・テニス 向井裕紀弘 陸上 石井　和明 野球
小酒　大司 森山　智徳 カヌー 藤井　準也 野球
内田　玄希 陸上 泉　　利和 陸上 岸川　哲也 陸上
岩本　俊介 陸上 林　　修平 パワーリフティング 野口　修平 陸上
吉澤　　賢 陸上 灘本　敏宜 野球 夏山　大軌 日本拳法
大北　健次 サッカー 渡邉　孝光 陸上 下岡　優季 陸上
佐野　恭太 陸上 今村　俊雄 重量挙げ 奥井　　迪 スキー
泉谷　直哉 野球 大松　純二 野球 小林　優香 バレーボール
石井　啓午 野球 萱島　大介 野球 金田　洋世 ビーチバレー
菅藤　　智 スケート 竹内　雄作 陸上 高橋　千秋 陸上
永田　準一 陸上 高橋　幸司 陸上 青木　美優 空手
吉田　佳史 陸上 猪俣　康一 スキー 渡邉　豪大 野球
北野　良栄 野球 川嶋　健介 ボクシング 隅田　洋介 アイスホッケー
板橋　慎治 陸上 高村　星八 サッカー 菅原　大也 陸上
小野　裕次 陸上 宮崎　一彰 野球 平川　雅晃 バスケットボール
上田　栄蔵 野球 河野　淳吾 サッカー 尾崎　　睦 ビーチバレー
藤崎　優輝 バスケットボール 花田　将司 スキー 児玉　碧衣 バレーボール
亀井　久幸 陸上 里見　恒平 フットボール 佐藤亜貴子 バスケットボール
重倉　高史 野球 髙橋　広大 陸上 岡崎　優美 バレーボール
近藤　　保 陸上 小松崎大地 野球
堀内　　昇 陸上 今藤　康裕 バトミントン

樫村　伸平 ベンチプレス
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■日本競輪選手養成所（旧：日本競輪学校）特別選抜試験合格者一覧

ふりがな

名　前

植松
うえまつ

 　　仁
ひとし

岐　阜
第18回オリンピック冬季競技大会（長野）
ショートトラック 男子500ｍ ３位

武田
たけだ

　豊樹
とよき

茨　城
第19回オリンピック冬季競技大会（ソルトレイクシティ）
スポードスケート 500m ８位入賞

大森
おおもり

　慶
けい

一
いち

北海道 世界自転車競技センターにおける訓練受講

永井
ながい

　清
きよ

史
ふみ

岐　阜 世界自転車競技センターにおける訓練受講

北
きた

津留
つる

　翼
つばさ

福　岡 世界自転車競技センターにおける訓練受講

柴崎
しばさき

　 　淳
あつし

三　重 世界自転車競技センターにおける訓練受講

牛山
うしやま

　貴
たか

広
ひろ

茨　城
2005世界オールラウンドスピードスケート選手権大会
男子500ｍ 優勝

原
はら

　　大
だい

智
ち

宮　城
第23回オリンピック冬季競技大会（平昌）
モーグル　３位

窪木
くぼき

　一茂
かずしげ

福　島
2016年ブラジルリオデジャネイロオリンピック
トラック・オムニアム　14位

近谷
ちかたに

　涼
りょう

富　山
2017年UCIトラックワールドカップ第4戦
チームパシュート　2位

一丸
いちまる

　尚
しょう

伍
ご

大　分
2017年UCIトラックワールドカップ第4戦
チームパシュート　2位

※特別選抜試験（世界規模の大会で優秀な成績を収めた者）

期登録府県 選抜理由
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■３連単高額払戻金（3連単導入Ｈ13.11.30　前橋・立川）

■総合 ■ＧⅠ

順位 払戻金 競輪場 年月日 種類 Ｒ 人気 順位 払戻金 競輪場 年月日 ＧⅠ種類 Ｒ 出目　 人気

奈　良 ＦⅡ 岸和田 ＳＳシリーズ風光る

小田原 ＦⅠ 小　倉 第59回競輪祭 6-8-２

富　山 ＦⅠ 小　倉 第60回競輪祭

立　川 ＦⅡ 弥　彦 第20回寬仁親王牌

小田原 ＦⅡ 静　岡 第70回日本選手権

静  岡 ＦⅡ 小　倉 第51回競輪祭

川  崎 ＦⅡ 小　倉 第61回競輪祭

川　崎 ＦⅡ 岸和田 第72回高松宮記念杯

大　宮 ＦⅡ 松　戸 第58回オールスター

いわき平 ＦⅡ 京王閣 第71回日本選手権

いわき平 ＦⅡ 前　橋 第19回寬仁親王牌

岐　阜 ＦⅠ 小　倉 第62回競輪祭

松　阪 ＦⅡ 小　倉 第63回競輪祭

平　塚 ＦⅡ いわき平 第22回全日本選抜

立　川 ＦⅡ 岸和田 第68回高松宮記念杯

■ＧⅢ ■ＧⅡ

順位 払戻金 競輪場 年月日 Ｒ 人気 順位 払戻金 競輪場 年月日 ＧⅡ種類 Ｒ 出目　 人気

向日町 宇都宮 第6回ウィナーズカップ

千　葉 伊東温泉 第36回共同通信社杯

西武園 向日町 第20回共同通信社杯

立　川 松　戸 第14回ｻﾏｰﾅｲﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

久留米 宇都宮 第6回東西王座

奈　良 宇都宮 第6回東西王座

玉　野 福　井 第29回共同通信社杯

平　塚 防　府 第31回共同通信社杯

大　垣 防　府 第31回共同通信社杯

宇都宮 松　山 第18回共同通信社杯

久留米 奈　良 第5回西王座

松　戸 久留米 第21回共同通信社杯

宇都宮 高　知 第34回共同通信社杯

小田原 高　松 第1回西王座

大　宮 玉　野 第9回東西王座

■ＧP

順位 払戻金 競輪場 年月日 Ｒ 人気

平　塚

平　塚

立　川

平　塚

京王閣

京王閣

平　塚

立　川

平　塚

立　川

京王閣

立　川

立　川

平　塚

立　川

出目　

出目

出目　
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■２車単高額払戻金（2車単導入Ｈ7.9.15　立川）

■総合 ■ＧⅠ

順位 払戻金 競輪場 年月日 種類 Ｒ 人気 順位 払戻金 競輪場 年月日 ＧⅠ種類 Ｒ 出目 人気

立　川 ＦII 岸和田 ＳＳシリーズ風光る

西武園 ＦII 小　倉 第59回競輪祭

函　館 FⅠ 大津びわこ 第52回高松宮記念杯

函　館 FⅠ 岸和田 第68回高松宮記念杯

千　葉 ＦII 松　戸 第58回オールスター

和歌山 ＦII 名古屋 第16回全日本選抜

函　館 FⅠ 小　倉 第61回競輪祭

奈　良 ＦII 静　岡 第70回日本選手権

四日市 FⅠ 小　倉 第58回競輪祭

青　森 FⅠ 弥　彦 第20回寬仁親王牌

富　山 FⅠ 岸和田 第72回高松宮記念杯

和歌山 FⅠ 岐　阜 第39回オールスター

別　府 ＦII 前　橋 第5回寬仁親王牌

富　山 ＦII 岸和田 第70回高松宮記念杯

奈　良 ＦII 前　橋 第26回寬仁親王牌

■ＧⅢ ■ＧⅡ

順位 払戻金 競輪場 年月日 Ｒ 人気 順位 払戻金 競輪場 年月日 ＧⅡ種類 Ｒ 出目　 人気

函　館 宇都宮 第6回ウィナーズカップ

川　崎 防　府 ふるさとダービー防府

福　井 富　山 ふるさとダービー富山

福　井 伊東温泉 第36回共同通信社杯

別　府 向日町 第20回共同通信社杯

向日町 佐世保 ふるさとダービー佐世保

宇都宮 高　松 第1回西王座

弥　彦 観音寺 ふるさとダービー観音寺

岸和田 高　知 第34回共同通信社杯

大　垣 花月園 第3回東王座

伊東温泉 松　戸 第14回ｻﾏｰﾅｲﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

青　森 富　山 第32回共同通信社杯

奈　良 福　井 第29回共同通信社杯

武　雄 久留米 第10回共同通信社杯

青　森 佐世保 第22回共同通信社杯

■ＧP

順位 払戻金 競輪場 年月日 Ｒ 人気

平　塚

立　川

平　塚

京王閣

京王閣

立　川

平　塚

立　川

立　川

平　塚

立　川

立　川

平　塚

立　川

立　川

出目

出目

出目

120



■3連単高額払戻金（3連単導入Ｈ13.11.30　前橋・立川）

■競輪場別最高額払戻金

総合 ＧⅢ

年月日 グレード Ｒ 払戻金 出目 人気 年月日 グレード Ｒ 払戻金 出目 人気

函　館 ＦⅡ 函　館 ＧⅢ

青　森 ＦⅡ 青　森 ＧⅢ

いわき平 ＦⅡ いわき平 ＧⅢ

弥　彦 ＦⅡ 弥　彦 ＧⅢ

前　橋 ＦⅡ 前　橋 ＧⅢ

取　手 ＦⅡ 取　手 ＧⅢ

宇都宮 ＦⅠ 宇都宮 ＧⅢ

大　宮 ＦⅡ 大　宮 ＧⅢ

西武園 ＦⅡ 西武園 ＧⅢ

京王閣 ＦⅡ 京王閣 ＧⅢ

立　川 ＦⅡ 立　川 ＧⅢ

松　戸 ＦⅠ 松　戸 ＧⅢ

千　葉 ＦⅡ 千　葉 ＧⅢ

川　崎 ＦⅡ 川　崎 ＧⅢ

平　塚 ＦⅡ 平　塚 ＧⅢ

小田原 ＦⅠ 小田原 ＧⅢ

伊　東 ＦⅡ 伊　東 ＧⅢ

静　岡 ＦⅡ 静　岡 ＧⅢ

名古屋 ＦⅡ 名古屋 ＧⅢ

岐　阜 ＦⅠ 岐　阜 ＧⅢ

大　垣 ＦⅠ 大　垣 ＧⅢ

豊　橋 ＦⅠ 豊　橋 ＧⅢ

富　山 ＦⅠ 富　山 ＧⅢ

松　阪 ＦⅡ 松　阪 ＧⅢ

四日市 ＦⅠ 四日市 ＧⅢ

福　井 ＦⅠ 福　井 ＧⅢ

奈　良 ＦⅡ 奈　良 ＧⅢ

向日町 ＦⅠ 向日町 ＧⅢ

和歌山 ＦⅡ 和歌山 ＧⅢ

岸和田 ＦⅠ 岸和田 ＧⅢ

玉　野 ＦⅡ 玉　野 ＧⅢ

広　島 ＦⅠ 広　島 ＧⅢ

防　府 ＦⅠ 防　府 ＧⅢ

高　松 ＦⅠ 高　松 ＧⅢ

小松島 ＦⅡ 小松島 ＧⅢ

高　知 ＦⅡ 高　知 ＧⅢ

松　山 ＦⅡ 松　山 ＧⅢ

小　倉 ＦⅠ 小　倉 ＧⅢ

久留米 ＦⅡ 久留米 ＧⅢ

武　雄 ＦⅡ 武　雄 ＧⅢ

佐世保 ＦⅠ 佐世保 ＧⅢ

別　府 ＦⅡ 別　府 ＧⅢ

熊　本 ＦⅡ 熊　本 ＧⅢ

近
畿

中
国

競輪場

北
日
本

関
東

南
関
東

中
部

近
畿

競輪場

北
日
本

関
東

南
関
東

中
部

四
国

九
州

中
国

四
国

九
州

■２車単高額払戻金（2車単導入Ｈ7.9.15　立川）

■総合 ■ＧⅠ

順位 払戻金 競輪場 年月日 種類 Ｒ 人気 順位 払戻金 競輪場 年月日 ＧⅠ種類 Ｒ 出目 人気

立　川 ＦII 岸和田 ＳＳシリーズ風光る

西武園 ＦII 小　倉 第59回競輪祭

函　館 FⅠ 大津びわこ 第52回高松宮記念杯

函　館 FⅠ 岸和田 第68回高松宮記念杯

千　葉 ＦII 松　戸 第58回オールスター

和歌山 ＦII 名古屋 第16回全日本選抜

函　館 FⅠ 小　倉 第61回競輪祭

奈　良 ＦII 静　岡 第70回日本選手権

四日市 FⅠ 小　倉 第58回競輪祭

青　森 FⅠ 弥　彦 第20回寬仁親王牌

富　山 FⅠ 岸和田 第72回高松宮記念杯

和歌山 FⅠ 岐　阜 第39回オールスター

別　府 ＦII 前　橋 第5回寬仁親王牌

富　山 ＦII 岸和田 第70回高松宮記念杯

奈　良 ＦII 前　橋 第26回寬仁親王牌

■ＧⅢ ■ＧⅡ

順位 払戻金 競輪場 年月日 Ｒ 人気 順位 払戻金 競輪場 年月日 ＧⅡ種類 Ｒ 出目　 人気

函　館 宇都宮 第6回ウィナーズカップ

川　崎 防　府 ふるさとダービー防府

福　井 富　山 ふるさとダービー富山

福　井 伊東温泉 第36回共同通信社杯

別　府 向日町 第20回共同通信社杯

向日町 佐世保 ふるさとダービー佐世保

宇都宮 高　松 第1回西王座

弥　彦 観音寺 ふるさとダービー観音寺

岸和田 高　知 第34回共同通信社杯

大　垣 花月園 第3回東王座

伊東温泉 松　戸 第14回ｻﾏｰﾅｲﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

青　森 富　山 第32回共同通信社杯

奈　良 福　井 第29回共同通信社杯

武　雄 久留米 第10回共同通信社杯

青　森 佐世保 第22回共同通信社杯

■ＧP

順位 払戻金 競輪場 年月日 Ｒ 人気

平　塚

立　川

平　塚

京王閣

京王閣

立　川

平　塚

立　川

立　川

平　塚

立　川

立　川

平　塚

立　川

立　川

出目

出目

出目
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■２車単高額払戻金（2車単導入Ｈ7.9.15　立川）

■競輪場別最高額払戻金

総合 ＧⅢ

年月日 グレード Ｒ 払戻金 出目 人気 年月日 グレード Ｒ 払戻金 出目 人気

函　館 ＦⅠ 函　館 ＧⅢ

青　森 ＦⅠ 青　森 ＧⅢ

いわき平 ＦⅠ いわき平 ＧⅢ

弥　彦 ＦⅡ 弥　彦 ＧⅢ

前　橋 ＦⅡ 前　橋 ＧⅢ

取　手 ＦⅡ 取　手 ＧⅢ

宇都宮 ＦⅡ 宇都宮 ＧⅢ

大　宮 ＦⅡ 大　宮 ＧⅢ

西武園 ＦⅡ 西武園 ＧⅢ

京王閣 ＦⅠ 京王閣 ＧⅢ

立　川 ＦⅡ 立　川 ＧⅢ

松　戸 ＦⅠ 松　戸 ＧⅢ

千　葉 ＦⅡ 千　葉 ＧⅢ

川　崎 ＦⅡ 川　崎 ＧⅢ

平　塚 ＦⅡ 平　塚 ＧⅢ

小田原 ＦⅡ 小田原 ＧⅢ

伊　東 ＦⅡ 伊　東 ＧⅢ

静　岡 ＦⅡ 静　岡 ＧⅢ

名古屋 ＦⅡ 名古屋 ＧⅢ

岐　阜 ＦⅡ 岐　阜 ＧⅢ

大　垣 ＦⅡ 大　垣 ＧⅢ

豊　橋 ＦⅠ 豊　橋 ＧⅢ

富　山 ＦⅠ 富　山 ＧⅢ

松　阪 ＦⅡ 松　阪 ＧⅢ

四日市 ＦⅠ 四日市 ＧⅢ

福　井 ＦⅠ 福　井 ＧⅢ

奈　良 ＦⅡ 奈　良 ＧⅢ

向日町 ＦⅡ 向日町 ＧⅢ

和歌山 ＦⅡ 和歌山 ＧⅢ

岸和田 ＦⅡ 岸和田 ＧⅢ

玉　野 ＦⅡ 玉　野 ＧⅢ

広　島 ＦⅠ 広　島 ＧⅢ

防　府 ＦⅡ 防　府 ＧⅢ

高　松 ＦⅡ 高　松 ＧⅢ

小松島 ＦⅠ 小松島 ＧⅢ

高　知 ＦⅡ 高　知 ＧⅢ

松　山 ＦⅡ 松　山 ＧⅢ

小　倉 ＦⅡ 小　倉 ＧⅢ

久留米 ＦⅡ 久留米 ＧⅢ

武　雄 ＦⅡ 武　雄 ＧⅢ

佐世保 ＦⅠ 佐世保 ＧⅢ

別　府 ＦⅡ 別　府 ＧⅢ

熊　本 ＦⅡ 熊　本 ＧⅢ

九
州

南
関
東

中
部

関
東

競輪場

北
日
本

近
畿

中
国

四
国

近
畿

中
国

四
国

九
州

競輪場

北
日
本

関
東

南
関
東

中
部
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■ガールズ高額払戻金

■３連単 ■２車単

順位 払戻金 競輪場 年月日 種類 Ｒ 出目 人気 順位 払戻金 競輪場 年月日 種類 Ｒ 出目 人気

高　知 ＦII 四日市 ＦII

京王閣 ＦI 京王閣 ＦI

伊東温泉 FⅡ 高　知 ＦII

和歌山 ＦII 和歌山 ＦII

宇都宮 ＦII いわき平 ＦII

防　府 ＦI 佐世保 ＦII

四日市 ＦII 立　川 ＦII

富　山 ＦII 宇都宮 ＦII

小　倉 ＦII 防  府 ＦII

いわき平 ＦI 平　塚 ＦII

西武園 ＦII 松　山 ＦII

青　森 ＦI 広　島 ＦI

いわき平 ＦII 青　森 FⅡ

小　倉 FⅡ 久留米 FⅡ

西武園 ＦI 岐　阜 ＦII

■枠単払戻金額上位10 ■重勝式払戻金額上位10

順位 払戻金 競輪場 年月日 種類 Ｒ 出目 的中 順位 払戻金 競輪場 年月日 種類 的中

千　葉 普通 11枚 平　塚 ＦⅠ 1枚

防　府 普通 2枚 伊東温泉 ＦⅠ 1枚

熊　本 普通 1枚 玉　野 ＦII 1枚
村　山

（現 西武園）
普通 1枚 ※富山 GⅢ 1枚

伊東温泉 普通 1枚 小　倉 ＦⅠ 1枚

甲子園 普通 4枚 ※小倉 Ｈ31.3.29 GⅢ 1枚

富　山 普通 2枚 平　塚 Ｈ26.11.5 ＦⅠ 1枚

玉　野 普通 1枚 ※和歌山 Ｒ1.12.18 ＦⅠ 1枚

奈　良 普通 1枚 ※佐世保 Ｈ27.12.8 GⅢ 1枚

小松島 普通 1枚 熊　本 Ｈ26.1.3 ＦⅠ 1枚

※は、重勝式統一発売。

Ｓ47.1.3　京王閣競輪場 72,657人

※2021.12.30　立川競輪場 5,238人

※は2021年の最高入場者数記録

■1日当たりの入場者数記録■

賭式

7重勝単勝

7重勝単勝

7重勝単勝

7重勝単勝

7重勝単勝

7重勝単勝

7重勝単勝

7重勝単勝

7重勝単勝

7重勝単勝

重勝式は、平成20年4月16日から平塚競輪場において発売開始され、
順次他場にも導入されていった。
平成24年4月より、GⅢ以上の開催での統一的なキャリーオーバーが
可能な重勝式統一発売「Dokanto!7」「Dokanto!4two」が導入された。

■２車単高額払戻金（2車単導入Ｈ7.9.15　立川）

■競輪場別最高額払戻金

総合 ＧⅢ

年月日 グレード Ｒ 払戻金 出目 人気 年月日 グレード Ｒ 払戻金 出目 人気

函　館 ＦⅠ 函　館 ＧⅢ

青　森 ＦⅠ 青　森 ＧⅢ

いわき平 ＦⅠ いわき平 ＧⅢ

弥　彦 ＦⅡ 弥　彦 ＧⅢ

前　橋 ＦⅡ 前　橋 ＧⅢ

取　手 ＦⅡ 取　手 ＧⅢ

宇都宮 ＦⅡ 宇都宮 ＧⅢ

大　宮 ＦⅡ 大　宮 ＧⅢ

西武園 ＦⅡ 西武園 ＧⅢ

京王閣 ＦⅠ 京王閣 ＧⅢ

立　川 ＦⅡ 立　川 ＧⅢ

松　戸 ＦⅠ 松　戸 ＧⅢ

千　葉 ＦⅡ 千　葉 ＧⅢ

川　崎 ＦⅡ 川　崎 ＧⅢ

平　塚 ＦⅡ 平　塚 ＧⅢ

小田原 ＦⅡ 小田原 ＧⅢ

伊　東 ＦⅡ 伊　東 ＧⅢ

静　岡 ＦⅡ 静　岡 ＧⅢ

名古屋 ＦⅡ 名古屋 ＧⅢ

岐　阜 ＦⅡ 岐　阜 ＧⅢ

大　垣 ＦⅡ 大　垣 ＧⅢ

豊　橋 ＦⅠ 豊　橋 ＧⅢ

富　山 ＦⅠ 富　山 ＧⅢ

松　阪 ＦⅡ 松　阪 ＧⅢ

四日市 ＦⅠ 四日市 ＧⅢ

福　井 ＦⅠ 福　井 ＧⅢ

奈　良 ＦⅡ 奈　良 ＧⅢ

向日町 ＦⅡ 向日町 ＧⅢ

和歌山 ＦⅡ 和歌山 ＧⅢ

岸和田 ＦⅡ 岸和田 ＧⅢ

玉　野 ＦⅡ 玉　野 ＧⅢ

広　島 ＦⅠ 広　島 ＧⅢ

防　府 ＦⅡ 防　府 ＧⅢ

高　松 ＦⅡ 高　松 ＧⅢ

小松島 ＦⅠ 小松島 ＧⅢ

高　知 ＦⅡ 高　知 ＧⅢ

松　山 ＦⅡ 松　山 ＧⅢ

小　倉 ＦⅡ 小　倉 ＧⅢ

久留米 ＦⅡ 久留米 ＧⅢ

武　雄 ＦⅡ 武　雄 ＧⅢ

佐世保 ＦⅠ 佐世保 ＧⅢ

別　府 ＦⅡ 別　府 ＧⅢ

熊　本 ＦⅡ 熊　本 ＧⅢ

九
州

南
関
東

中
部

関
東

競輪場

北
日
本

近
畿

中
国

四
国

近
畿

中
国

四
国

九
州

競輪場

北
日
本

関
東

南
関
東

中
部
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■ＧＰ、ＧⅠ、ＧⅡ開催別売上高順位（１～１０位）

総売上高 競輪場 回（年） 総売上高 競輪場 回（年） 総売上高 競輪場 回（年）

静　岡 47回（H6） 大津びわこ 49回（H10） 平　塚 48回（H9）

立　川 46回（H5） 大津びわこ 48回（H9） 熊　本 38回（H7）

前　橋 45回（H4） 大津びわこ 47回（H8） 岐　阜 39回（H8）

静　岡 52回（H11） 大津びわこ 46回（H7） いわき平 37回（H6）

千　葉 49回（H8） 大津びわこ 45回（H6） 甲子園 42回（H11）

西武園 51回（H10） 大津びわこ 50回（H11） 宇都宮 33回（H2）

岸和田 50回（H9） 大津びわこ 51回（H12） 一　宮 41回（H10）

松　戸 54回（H13） 大津びわこ 44回（H5） 高　知 43回（H12）

松　戸 48回（H7） 大津びわこ 43回（H4） 宇都宮 36回（H5）

千　葉 53回（H12） 大津びわこ 42回（H3） 名古屋 35回（H4）

総売上高 競輪場 回（年） 総売上高 競輪場 回（年） 総売上高 競輪場 回（年）

前　橋 8回（H11） 小　倉 40回（H10） 大　垣 10回（H6）

前　橋 5回（H8） 小　倉 39回（H9） 青　森 9回（H5）

前　橋 3回（H6） 小　倉 36回（H6） 前　橋 5回（H1）

前　橋 6回（H9） 小　倉 38回（H8） いわき平 13回（H9）

前　橋 7回（H10） 小　倉 37回（H7） 青　森 14回（H10）

前　橋 4回（H7） 小　倉 41回（H11） 岸和田 8回（H4）

前　橋 9回（H12） 小　倉 35回（H5） 青　森 6回（H2）

青　森 10回（H13） 小　倉 42回（H12） 久留米 7回（H3）

前　橋 12回（H15） 小　倉 43回（H14） 大　垣 15回（H11）

前　橋 11回（H14） 小　倉 34回（H4） 青　森 11回（H7）

総売上高 競輪場 年 総売上高 競輪場 回（年） 総売上高 競輪場 回（年）

立　川 京王閣 平　塚

立　川 立　川 静　岡

立　川 平　塚 立　川

立　川 平　塚 立　川

立　川 立　川 京王閣

立　川 静　岡 立　川

平　塚 立　川 岸和田

立　川 京王閣 静　岡

立　川 平　塚 平　塚

平　塚 静　岡 京王閣

総売上高 競輪場 回（年） 総売上高 競輪場 回（年） 総売上高 競輪場 回（年）

いわき平 16回（R2） 花月園 9回（H9） 高　松 1回（H29）

函　館 17回（R3） 名古屋 8回（H8） 松　山 2回（H30）

川　崎 12回（H28） 広　島 11回（H11） 大　垣 3回（H31）

伊東温泉 13回（H29） 久留米 10回（H10） 松　阪 5回（R３）

別　府 15回（Ｒ1） 高　松 12回（H12） 福　井 4回（R2）

函　館 11回（H27） 取　手 13回（H13）

松　戸 14回（H30） 京王閣 14回（H13）

四日市 4回（H20） 宇都宮 15回（H14）

松　戸 3回（H19） 広　島 16回（H15）

川　崎 1回（H17） 松山 18回（H17）

売

上

高

順

位

日本選手権

売

上

高

順

位

売

上

高

順

位

寬仁親王牌世界選手権記念トーナメント

売

上

高

順

位

KEIRINグランプリ

サマーナイトフェスティバル

オールスター高松宮記念杯

全日本選抜競輪祭

ウィナーズカップ

ガールズグランプリヤンググランプリ

共同通信杯
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■ＧＰ、ＧⅠ、ＧⅡ最高売上

本場 本場 本場

場外 場外 場外

電話投票 電話投票 電話投票

本場 本場 本場

場外 場外 場外

電話投票 電話投票 電話投票

本場 本場 本場

場外 場外 場外

電話投票 電話投票 電話投票

S48年3月
（西武園）

S49年6月
（大津びわこ）

S40年5月
（川　崎）

S45年2月15日
（一　宮）

S49年7月2日
（大津びわこ）

S40年5月5日
（川　崎）

本場 本場 本場

場外 場外 場外

電話投票 電話投票 電話投票

本場 本場 本場

場外 場外 場外

電話投票 電話投票 電話投票

本場 本場 本場

場外 場外 場外

電話投票 電話投票 電話投票

H7年10月
（前　橋）

S46年11月
（小　倉）

H4年8月
（岸和田）

H6年10月23日
（前　橋）

S48年12月2日
（小　倉）

H4年8月2日
（岸和田）

本場 本場 本場

場外 場外 場外

電話投票 電話投票 電話投票

本場 本場 本場

場外 場外 場外

電話投票 電話投票 電話投票

本場 本場 本場

場外 場外 場外

電話投票 電話投票 電話投票

H17年8月
（川　崎）

H9年1月
（花月園）

H29年3月
（高　松）

H17年8月6日
（川　崎）

H9年1月26日
（花月園）

H29年3月20日
（高　松）

本場 本場 本場

場外 場外 場外

電話投票 電話投票 電話投票

　H8.12.30立川競輪場 [1日]　H8.12.30立川競輪場 [1開催] H6.3.23～28　静岡競輪場
第11R S級シリーズ阿佐田哲也杯最終日 第47回　日本選手権競輪
KEIRINグランプリ’96 KEIRINグランプリ’96
本場 本場 本場
場外（35） 場外（35） 場外（30）
電話投票 電話投票 電話投票
計 計 計

１開催当たり入場者数（人） １開催当たり入場者数（人）

１日当たり入場者数（人） １日当たり入場者数（人） １日当たり入場者数（人）

１レース当たり車券売上（円）

H9年1月27日
（花月園）

１レース当たり車券売上（円）

H29年3月20日
（高　松）内訳 内訳 内訳

１レース当たり車券売上（円）

R2年7月12日
（いわき平）

１開催当たり入場者数（人）

１レース当たり車券売上（円）

H8年12月30日
（立　川）

１レース当たり車券売上（円）

H18年12月29日
（京王閣）

１レース当たり車券売上（円）

Ｒ2年12月28日
（平　塚）

内訳 内訳 内訳

H6年8月3日
（大　垣）内訳 内訳

１開催当たり入場者数（人） １開催当たり入場者数（人）

１日当たり車券売上（円）

H29年3月20日
（高　松）内訳 内訳 内訳

R2年7月
（いわき平）内訳

１日当たり車券売上（円）

R2年7月12日
（いわき平）

１レース当たり車券売上（円）

H9年11月26日
（大津びわこ）

１レース当たり車券売上（円）

H8年1月30日
（名古屋）

１日当たり入場者数（人） １日当たり入場者数（人） １日当たり入場者数（人）

サマーナイトフェスティバル

１開催当たり車券売上（円）

KEIRINグランプリ

内訳

１開催当たり入場者数（人）

１レース当たり車券売上（円）

H6年10月26日
（前　橋）

共同通信社杯 ウィナーズカップ

１開催当たり車券売上（円）

H9年1月
（花月園）

１開催当たり車券売上（円）

H29年3月
（高　松）内訳 内訳

１日当たり車券売上（円）

１日当たり車券売上（円）

H5年8月4日
（青　森）

１開催当たり車券売上（円）

H10年11月
（小　倉）

１開催当たり車券売上（円）

ヤンググランプリ ガールズグランプリ

１開催当たり入場者数（人）

１日当たり入場者数（人）

寬仁親王牌世界選手権記念トーナメント

１開催当たり車券売上（円）

H11年7月
（前　橋）

日本選手権

１レース当たり車券売上（円）

H4年3月25日
（前　橋）内訳

内訳

内訳

１開催当たり車券売上（円）

H6年3月
（静　岡）

１日当たり車券売上（円）

H4年3月25日
（前　橋）

オールスター

１開催当たり車券売上（円）

H9年9月
（平　塚）内訳

１日当たり車券売上（円）

H8年10月1日
（岐　阜）

１日当たり入場者数（人）

H5年6月8日
（大津びわこ）内訳

１開催当たり入場者数（人）

１日当たり入場者数（人）

内訳

１レース当たり車券売上（円）

H6年9月28日
（いわき平）内訳

１開催当たり入場者数（人）

高松宮記念杯

１開催当たり車券売上（円）

H10年6月
（大津びわこ）内訳

１日当たり車券売上（円）

H7年6月6日
（大津びわこ）内訳

１レース当たり車券売上（円）

競輪祭 全日本選抜

内訳 内訳 内訳

H6年7月
（大　垣）内訳 内訳 内訳

１日当たり車券売上（円）

H6年10月26日
（前　橋）

１日当たり車券売上（円）

H11年11月23日
（小　倉）
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■同着関係（2021年12月31日までの最新事例）

■同着優勝

日　　付 開　　催

富山12R　A級（FⅡ）

大宮12R　S級（FⅠ）　

弥彦12R　A級（FⅡ）

防府12R　S級（FⅠ）　

玉野9R　A級（FⅡ）

伊東温泉9R　A級（FⅠ）

高知12R　A級（FⅡ）

富山12R　A級（FⅡ）

松阪9R　A級（FⅡ）

久留米12R　A級（FⅡ）

いわき平12R　S級（FⅠ）　

熊本12R　S級（FⅠ）　

富山11R　S級（GⅢ）

小倉12R　S級（FⅠ）

富山12R　Ａ級（FⅡ）

小倉12R　S級（FⅠ）

立川10R　A級（FⅠ）

西武園5R　A級（FⅡ）

宇都宮8R　A級（ＦⅠ）

別府11R　A級（FⅡ）

四日市8R　A級（FⅡ）

弥彦10R　A級（FⅡ）

高知10R　A級（FⅠ）

豊橋9R　A級（FⅡ）

富山10R　A級（FⅡ）

岐阜10R　A級（FⅡ）

岐阜9R　A級（FⅡ）

玉野12R　Ｓ級（ＦⅠ）

佐世保9R　Ａ級（ＦⅡ）

宇都宮11R　Ｓ級（ＦⅠ）

松山12R　Ｓ級（ＦⅠ）

久留米9R  Ａ級（ＦⅡ）

伊東温泉8R　Ａ級（ＦⅡ）

小倉11R　Ｓ級（FⅠ）

佐世保9R　Ａ級（ＦⅡ）

川崎８R　Ａ級（ＦⅠ）

小田原７R　Ａ級（ＦⅡ）

京王閣12R　Ａ級（ＦⅡ）　

玉野12R　Ａ級（FⅡ）

宇都宮8R　A級（ＦⅡ）

京都向日町8R　Ａ級（ＦⅠ）

豊橋11R　S級（FⅡ）

平塚8R　A級（ＦⅡ）

玉野12R　S級（GⅢ）

小倉10R　A級（FⅠ）

前橋7R　A級（FⅡ）

小倉8R　A級（FⅡ）

武雄9R　A級（FⅡ）

取手12R　S級（FⅠ）

静岡８R　A級（FⅡ）

小倉10R　A級（FⅠ）

取手9R　A級（FⅠ）

保科　圭太（新潟・94期）・泉　慶輔（宮城・99期）

吉橋　秀城（埼玉・85期）・服部　正博（千葉・91期）

網谷　竜次（香川・91期）・伊藤慶太郎（埼玉・107期）

一丸　安貴（愛知・70期）・大坪　功一（福岡・81期）

朝日　勇（愛知・74期）・神山　拓弥（栃木・91期）

田口　裕一（千葉・100期）・吉田輪太郎（神奈川・88期）

中山　匡男（佐賀・69期）・橋口　琢（東京・90期）

小林　覚（神奈川・56期）・大矢　将大（新潟・81期）

上吹越直樹（鹿児島・86期）・福島　栄一（香川・93期）

谷口　明正（三重・103期）・石口　慶多（兵庫・103期）

栗山　俊介（奈良・103期）・中園　和剛（福岡・89期）

伊藤　裕貴（三重・100期）・田中　勇二（岡山・95期）

増茂るるこ（東京・102期）・荒牧　聖未（栃木・102期）

佐藤慎太郎（福島・78期）・高橋　陽介（青森・89期）

柳原　司（大阪・98期）・川本　琢也（岡山・100期）

選　　手　　名

三ツ石康洋（徳島・86期）・井上　剛（岡山・85期）

成田　和也（福島・88期）・五十嵐　力（神奈川・87期）

菅田　和宏（宮城・88期）・渡邉　一成（福島・88期）

内村　哲也（山口・62期）・大屋　健司（広島・87期）

内海　雅夫（群馬・83期）・青島　宗仁（静岡・51期）

小川　勇介（福岡・90期）・パーキンス（オーストラリア）

山崎　充央（東京・79期）・峠　祐介（埼玉・78期）

岡田　茂人（愛知・53期）・濱野　雅樹（福井・66期）

三橋　忍（北海道・69期）・小林　孝文（福島・89期）

谷岡　博行（大阪・58期）・岡田　茂人（愛知・53期）

村上　卓茂（愛知・84期）・太田　雅之（三重・86期）

内山　拓（福岡・88期）・島田　雅彦（愛知・83期）

岩津　裕介（岡山・87期）・西川　親幸（熊本・57期）

成田　恭一（奈良・94期）・中村　博陽（福井・88期）

高木　和仁（福岡・76期）・大久保　聡（鹿児島・86期）

小倉12R　S級（FⅠ）
柏野　智典（岡山・88期）・友定　祐己（岡山・82期）

（※小倉競輪では、H23.9.30、H23.11.4に続く、3場所連続S級決勝同着優勝）

田淵　浩一（埼玉・55期）・泉　文人（福島・99期）

松永　真太（福岡・92期）・井上　嵩（愛知・97期）

原田　泰志（新潟・91期）・會澤　龍（宮城・105期）

渡辺　聖（神奈川・100期）・出澤　拓也（神奈川・111期）

小林　信晴（愛知・83期）・西村　光太（三重・96期）

川口　聖二（岐阜・103期）・和田健太郎（千葉・87期）

小橋川健一（千葉・87期）・清水　正人（千葉・79期）

中井　俊亮（奈良・103期）・市田佳寿浩（福井・76期）

嶋田　誠也（福岡・109期）・伊藤　嘉浩（岐阜・79期）

眞杉　匠（栃木・113期）・井田　晶之（愛知・113期）

北川大五郎（大阪・103期）・池田　浩士（佐賀・86期）

齊藤　竜也（神奈川・73期）・勝瀬　卓也（神奈川・84期）

松根　真（東京・90期）・成田　恭一（福島・94期）

鈴木裕（千葉・92期）・鈴木庸之（新潟・92期）

長谷部龍一（岐阜・117期）・山田雄大（埼玉・117期）

尾形鉄馬（宮城・107期）・坂本将太郎（栃木・101期）

山口聖矢（岐阜・115期）・布井寛幸（和歌山・72期）

新山響平（青森・107期）・郡司浩平（神奈川・99期）

鈴木裕斗（宮城・99期）・岡崎景介（広島・87期）

尾崎悠生（埼玉・113期）・出澤拓也（神奈川・111期）

松本秀之介（熊本・117期）・三宅旬（岡山・80期）

岩谷拓磨（福岡・115期）・伊藤旭（熊本・117期）
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■同着関係

■1着2人同着・3着2人同着

日　　付 開　　催

岸和田11R　S級（FⅠ）

岸和田５R　A級（FⅡ）

玉野11R　A級（FⅡ）　

富山12R　S級（FⅠ）

大宮７R　S級（FⅠ）

■1着3人同着

日　　付 開　　催

大宮３R　A級（FⅠ）

豊橋７R　A級（FⅡ）　

川崎７R　A級（FⅡ）

奈良10R　A級（FⅡ）

大垣１R　A級（FⅠ）　

観音寺2R　A級（FⅠ）　　

松山10R　A級（FⅡ）

■2着3人同着

日　　付 開　　催

花月園６R　B級（普通）

取手４R　A級（FⅠ）

富山９R　A級（FⅡ）

宇都宮11R　S級（GⅢ）　

西宮１R　B級（FⅡ）

和歌山10R　A級（FⅡ）

久留米１R 　A級（FⅡ）

いわき平２R　A級（FⅠ）　

大津びわこ９R　A級（FⅡ）　

花月園６R　A級（FⅡ）

平塚２R　A級（FⅡ）

豊橋３R　A級（FⅡ）

岐阜７R　A級（FⅡ）　

広島11R　S級（FⅠ）

■3着3人同着

日　　付 開　　催

別府10R　A級（FⅡ）

松山10R　A級（FⅡ）

高松９R　A級（FⅡ）　

川崎１R　A級（FⅡ）　

松戸１R　A級（FⅠ）　

大宮９R　S級（FⅠ）

高知９R　A級（FⅡ）　

岸和田２R　A級（FⅠ）　

防府４R　A級（FⅠ）

大垣９R　A級（FⅡ）

選　　手　　名

赤松秀展（高知・76期）・木田庄太郎（大分・71期）・黒田直記（静岡・72期）

白水洵（福岡・89期）・阿部功（高知・93期）・藪謙治（京都・83期）

今藤康裕（岐阜・99期）・野崎将史（岡山・109期）・吉良勝信（福岡・75期）

萩原誠（三重・40期）・月森光彦（岡山・54期）・今出隆（沖縄・75期）

宮川昌徳（神奈川・58期）・小林英博（千葉・58期）・山上利明（埼玉・63期）

古田義広（岐阜・60期）・加奈川栄三（滋賀・41期）・吉藤嘉朗（岐阜・58期）

森山哲郎（群馬・75期）・山本真矢（京都・65期）・星野利昌（三重・54期）

三好恵三（広島・37期）・森本大志（大分・77期）・木部孝美（静岡・68期）

吉田周司（香川・70期）・石井孝（千葉・68期）・島田裕二（群馬・60期）

1着　渡邊大善（福岡・83期）・吉岡啓史（福岡・75期）
3着　江頭幹人（佐賀・58期）・武田和也（奈良・92期）

松本剛（埼玉・48期）・田原大広（北海道・87期）・大森玉木（東京・46期）

塚本永悟（静岡・63期）・片岡昌彰（千葉・85期）・山口博人（埼玉・66期）

武藤嘉伸（埼玉・59期）・杉本達哉（愛知・79期）・田川辰二（熊本・72期）

杉田清典（奈良・71期）・太田雅之（三重・86期）・草野敏章（大分・77期）

眞砂英樹（香川・62期）・瀬形崇（愛媛・80期）・松原広和（大阪・64期）

選　　手　　名

石丸秀昭（佐賀・58期）・松崎茂（山口・48期）・上村勇二（熊本・58期）

小林豊（広島・62期）・野田源一（福岡・81期）・近藤修康（岡山・67期）

中井修（滋賀・75期）・杉原純一（岡山・68期）・永井良樹（奈良・63期）

渡辺知明（栃木・40期）・中野渡博美（東京・42期）・山崎健一（千葉・71期）

藤原義浩（徳島・76期）・名川秀樹（福岡・60期）・松石匡（埼玉・74期）

大和田学（福井・65期）・武田哲二（京都・65期）・白銀直喜（福岡・75期）

神山雄一郎（栃木・61期）・小川巧（岡山・57期）・山口幸二（岐阜・62期）

大島昭二（岐阜・50期）・青木章一（長崎・43期）・井上洋一郎（鹿児島・50期）

田中祥隆（福岡・81期）・塩満賢治（鹿児島・58期）・高尾剛文（福岡・66期）

荒井敏明（群馬・75期）・大久保光浩（福島・51期）・大下浩美（青森・58期）

諸田滋也（静岡・71期）・高梨智（静岡・76期）・中川栄次（滋賀・54期）

堀内福成（鹿児島・80期）・岡田昇司（愛知・34期）・中宗政弘（福岡・54期）

服部竜二（愛知・76期）・鷲田善一（福井・33期）・辻力（石川・71期）

樫村秀明（茨城・42期）・山本公明（神奈川・42期）・古林昭二（東京・46期）

1着　荒井崇博（佐賀・82期）・上吹越直樹（鹿児島・86期）
3着　和田健太郎（千葉・87期）・松江健一（静岡・72期）

選　　手　　名

中村邦夫（埼玉・60期）・辰柳覚（埼玉・61期）・田中智也（静岡・74期）

選　　手　　名

友利誠一（大阪・66期）・川上納里（鹿児島・49期）・澤田英次（岐阜・65期）

塚本勝士（栃木・81期）・増田吉康（静岡・71期）・松石匡（埼玉・74期）

1着　片山知一（大阪・51期）・小川克也（宮城・83期）
3着　福島猛寿（群馬・49期）・浅井雄三（岐阜・79期）

1着　林雄一（神奈川・83期）・大木雅也（静岡・83期）
3着　北野武史（石川・78期）・松岡健介（兵庫・87期）

1着　関一浩（茨城・81期）・井上雄三（埼玉・88期）
3着　近藤誠二（香川・80期）・櫻井紀幸（群馬・68期）
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■同着関係

■4着3人同着

日　　付 開　　催

小倉３R　A級（FⅠ）

■5着3人同着

日　　付 開　　催

取手４R　A級（FⅠ）

富山９R　A級（FⅡ）

宇都宮11R　S級（GⅢ）　

西宮１R　B級（FⅡ）

和歌山10R　A級（FⅡ）

高松12R　A級（FⅡ）　

西武園９R　S級（FⅠ）　

宇都宮10R　A級（FⅡ）

名古屋12R　S級（FⅠ）

岸和田５R　A級（FⅡ）

岐阜５R　B級（普通）

■6着3人同着

日　　付 開　　催

取手６R　A級（FⅠ）

佐世保８R　A級（FⅡ）　

■同日同着３R

日　　付 開　　催
１R　A級予選　2着同着
４R　A級予選　3着同着
６R　A級初特選　1着同着

高松（FⅠ）

相良勝美（福島・70期）・永井亮（宮城・89期）・野井正紀（神奈川・63期）

選　　手　　名
市川昌二（広島・54期）・西隆宏（熊本・51期）
山口聖志（熊本・84期）・瓦田勝也（福岡・77期）
桑原亮（福岡・91期）・高田大輔（徳島・88期）

選　　手　　名

神山雄一郎（栃木・61期）・小川巧（岡山・57期）・山口幸二（岐阜・62期）

堀内福成（鹿児島・80期）・岡田昇司（愛知・34期）・中宗政弘（福岡・54期）

服部竜二（愛知・76期）・鷲田善一（福井・33期）・辻力（石川・71期）

喜納隆志（沖縄・92期）・伊木憲治（熊本・43期）・曽根好久（岡山・72期）

選　　手　　名

渡辺知明（栃木・40期）・中野渡博美（東京・42期）・山崎健一（千葉・71期）

藤原義浩（徳島・76期）・名川秀樹（福岡・60期）・松石匡（埼玉・74期）

大和田学（福井・65期）・武田哲二（京都・65期）・白銀直喜（福岡・75期）

選　　手　　名

藤原勇（岡山・63期）・武市和明（徳島・43期）・片山隆治（岡山・66期）

川藤康雄（熊本・65期）・龍門慎太郎（岡山・96期）・石塚正浩（和歌山・56期）

深澤伸介（静岡・76期）・榊枝輝文（福島・79期）・岩津裕介（岡山・87期）

飯島亮（東京・68期）・蒔田英彦（千葉・93期）・古川孝行（千葉・84期）

佐古雅俊（徳島・45期）・児玉利文（岐阜・76期）・安藤孝正（埼玉・82期）

青井賢治（徳島・81期）・小田博敏（福岡・70期）・三村学（岡山・73期）
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■連勝記録（1997年以降～2021年）

山　口　拳　矢 岐　阜 2021年07月01日 ～ 2021年10月19日

志　田　龍　星 岐　阜 2020年05月29日 ～ 2020年10月10日

高　橋　晋　也 福　島 2019年07月21日 ～ 2019年11月11日

深　谷　知　広 愛　知 2009年07月22日 ～ 2009年11月12日

鈴　木　竜　士 茨　城 2015年08月30日 ～ 2015年11月26日

南　　　　　　潤 和歌山 2017年09月04日 ～ 2017年12月24日

町　田　太　我 広　島 2020年05月15日 ～ 2020年09月25日

木　暮　安　由 群　馬 2008年04月25日 ～ 2008年08月15日

宮　本　隼　輔 山　口 2018年10月27日 ～ 2019年01月28日

朝　倉　智　仁 茨　城 2019年10月10日 ～ 2020年01月01日

寺　崎　浩　平 福　井 2020年01月16日 ～ 2020年04月01日

松　井　宏　佑 神奈川 2018年09月09日 ～ 2018年11月19日

朝　倉　智　仁 茨　城 2019年10月10日 ～ 2019年12月14日

島　川　将　貴 徳　島 2016年08月29日 ～ 2016年11月13日

大　石　崇　晴 大　阪 2016年10月12日 ～ 2017年01月15日

グレーツァー オーストラリア 2018年08月16日 ～ 2019年04月08日

松　川　高　大 熊　本 2008年08月17日 ～ 2008年10月24日

吉　澤　純　平 茨　城 2012年10月06日 ～ 2012年12月26日

太　田　竜　馬 徳　島 2016年07月03日 ～ 2016年09月21日

松　本　秀之介 熊　本 2020年07月06日 ～ 2020年10月09日

小　川　祐　司 愛　媛 2009年11月22日 ～ 2010年02月09日

宮　本　隼　輔 山　口 2018年10月27日 ～ 2018年12月30日

宮　崎　康　司 香　川 2009年01月01日 ～ 2009年03月11日

山　崎　賢　人 長　崎 2017年07月09日 ～ 2017年09月13日

松　本　貴　治 愛　媛 2017年10月13日 ～ 2017年11月29日

河　合　佑　弥 東　京 2018年08月01日 ～ 2018年10月11日

藤　根　俊　貴 岩　手 2018年08月03日 ～ 2018年10月21日

中　釜　章　成 大　阪 2018年11月05日 ～ 2018年12月26日

青　野　将　大 神奈川 2020年07月06日 ～ 2020年09月01日

安　藤　優　企 岩　手 1998年09月01日 ～ 1998年11月08日

國　廣　哲　治 埼　玉 2000年06月20日 ～ 2000年08月28日

岩　本　　　純 岡　山 2009年04月22日 ～ 2009年05月30日

伊　藤　勝　太 福　島 2009年09月21日 ～ 2009年11月25日

緑　川　修　平 福　島 2009年10月19日 ～ 2009年12月23日

クランプトン イギリス 2010年06月09日 ～ 2010年08月04日

三　谷　竜　生 奈　良 2012年08月23日 ～ 2012年10月10日

金　子　幸　央 栃　木 2012年11月12日 ～ 2013年01月04日

宮　越　孝　治 富　山 2013年08月02日 ～ 2013年10月02日

吉　田　拓　矢 茨　城 2015年07月01日 ～ 2015年09月07日

今　野　大　輔 愛　媛 2017年07月14日 ～ 2017年09月03日

ブフリ オランダ 2018年05月28日 ～ 2018年07月19日

嵯　峨　昇喜郎 青　森 2018年12月28日 ～ 2019年02月14日

橋　本　瑠　偉 佐　賀 2019年01月31日 ～ 2019年04月06日

藤　井　侑　吾 愛　知 2020年02月29日 ～ 2020年06月06日

菊　池　岳　仁 長　野 2020年01月19日 ～ 2020年03月08日

犬　塚　貴　之 愛　媛 2020年08月21日 ～ 2020年10月18日

松　岡　辰　泰 熊　本 2020年07月07日 ～ 2020年08月31日

連　勝 開催順　位 選手名 府　県 期
年齢
(当時)

■同着関係

■4着3人同着

日　　付 開　　催

小倉３R　A級（FⅠ）

■5着3人同着

日　　付 開　　催

取手４R　A級（FⅠ）

富山９R　A級（FⅡ）

宇都宮11R　S級（GⅢ）　

西宮１R　B級（FⅡ）

和歌山10R　A級（FⅡ）

高松12R　A級（FⅡ）　

西武園９R　S級（FⅠ）　

宇都宮10R　A級（FⅡ）

名古屋12R　S級（FⅠ）

岸和田５R　A級（FⅡ）

岐阜５R　B級（普通）

■6着3人同着

日　　付 開　　催

取手６R　A級（FⅠ）

佐世保８R　A級（FⅡ）　

■同日同着３R

日　　付 開　　催
１R　A級予選　2着同着
４R　A級予選　3着同着
６R　A級初特選　1着同着

高松（FⅠ）

相良勝美（福島・70期）・永井亮（宮城・89期）・野井正紀（神奈川・63期）

選　　手　　名
市川昌二（広島・54期）・西隆宏（熊本・51期）
山口聖志（熊本・84期）・瓦田勝也（福岡・77期）
桑原亮（福岡・91期）・高田大輔（徳島・88期）

選　　手　　名

神山雄一郎（栃木・61期）・小川巧（岡山・57期）・山口幸二（岐阜・62期）

堀内福成（鹿児島・80期）・岡田昇司（愛知・34期）・中宗政弘（福岡・54期）

服部竜二（愛知・76期）・鷲田善一（福井・33期）・辻力（石川・71期）

喜納隆志（沖縄・92期）・伊木憲治（熊本・43期）・曽根好久（岡山・72期）

選　　手　　名

渡辺知明（栃木・40期）・中野渡博美（東京・42期）・山崎健一（千葉・71期）

藤原義浩（徳島・76期）・名川秀樹（福岡・60期）・松石匡（埼玉・74期）

大和田学（福井・65期）・武田哲二（京都・65期）・白銀直喜（福岡・75期）

選　　手　　名

藤原勇（岡山・63期）・武市和明（徳島・43期）・片山隆治（岡山・66期）

川藤康雄（熊本・65期）・龍門慎太郎（岡山・96期）・石塚正浩（和歌山・56期）

深澤伸介（静岡・76期）・榊枝輝文（福島・79期）・岩津裕介（岡山・87期）

飯島亮（東京・68期）・蒔田英彦（千葉・93期）・古川孝行（千葉・84期）

佐古雅俊（徳島・45期）・児玉利文（岐阜・76期）・安藤孝正（埼玉・82期）

青井賢治（徳島・81期）・小田博敏（福岡・70期）・三村学（岡山・73期）
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■ガールズケイリン連勝記録

児　玉　碧　衣 福　岡 2021年07月29日 ～ 2021年12月17日

梶　田 　　　舞 栃　木 2016年11月16日 ～ 2017年03月07日

児　玉　碧　衣 福　岡 2020年02月14日 ～ 2020年07月11日

小　林　優　香 福　岡 2014年05月16日 ～ 2014年08月31日

小　林　優　香 福　岡 2014年09月05日 ～ 2014年12月09日

高　木　真　備 東　京 2020年08月22日 ～ 2020年11月19日

小　林　優　香 福　岡 2015年03月03日 ～ 2015年07月11日

児　玉　碧　衣 福　岡 2015年11月22日 ～ 2016年02月06日

児　玉　碧　衣 福　岡 2017年05月11日 ～ 2017年07月16日

児　玉　碧　衣 福　岡 2018年11月21日 ～ 2019年03月05日

奥　井 　　　迪 東　京 2016年05月13日 ～ 2016年07月16日

児　玉　碧　衣 福　岡 2019年03月29日～ 2019年06月08日

石　井　寛　子 東　京 2019年01月08日 ～ 2019年03月14日

奥　井 　　　迪 東　京 2015年09月18日 ～ 2015年12月04日

小　林　優　香 福　岡 2015年10月01日 ～ 2015年12月03日

梶　田 　　　舞 栃　木 2016年08月24日 ～ 2016年11月05日

石　井　貴　子 千　葉 2019年05月03日 ～ 2019年06月28日

加　瀬　加奈子 新　潟 2013年03月31日 ～ 2013年06月01日

小　林　優　香 福　岡 2015年07月27日 ～ 2015年09月13日

高　木　真　備 東　京 2018年01月19日 ～ 2018年03月11日

佐　藤　水　菜 神奈川 2019年08月30日 ～ 2019年10月31日

坂　口　楓　華 京　都 2020年07月25日 ～ 2020年09月15日

児　玉　碧　衣 福　岡 2021年02月16日 ～ 2021年04月18日

高　木　真　備 東　京 2015年12月24日 ～ 2016年02月15日

荒　牧　聖　未 栃　木 2016年08月12日 ～ 2016年10月12日

小　林　優　香 福　岡 2017年02月13日 ～ 2017年04月30日

児　玉　碧　衣 福　岡 2018年05月30日 ～ 2018年07月06日

高　木　真　備 東　京 2019年09月21日 ～ 2019年10月30日

梅　川　風　子 東　京 2019年07月25日 ～ 2019年09月30日

高　木　真　備 東　京 2019年12月23日 ～ 2020年02月02日

順　位 選手名 府　県 期
年齢
(当時)

連　勝 完全連続優勝開催
■グランドスラマー■ ■デビュー後　最速ＧI初勝利■
・井上　茂徳 （佐賀・41期） 昭和63年6月7日達成 ・寺崎　浩平（福井・117期）R2.8.14　オールスター競輪　名古屋競輪場

日本選手権、高松宮杯、オールスター 　デビューから212日で初勝利
全日本選抜、競輪祭

・滝澤　正光 （千葉・43期） 平成2年11月27日達成 ■デビュー後　最速ＧⅡ初勝利■
日本選手権、高松宮杯、オールスター ・寺崎　浩平（福井・117期）R2.7.11　サマーナイトフェスティバル　いわき平競輪場
全日本選抜、競輪祭 　デビューから178日で初勝利

・神山　雄一郎 （栃木・61期） 平成11年3月30日達成
　 日本選手権、高松宮杯、オールスター

全日本選抜、寬仁親王牌、競輪祭
■年間ＧＰ・ＧⅠ最多優勝回数（3回以上）■

■ＧＰ・ＧⅠ優勝最多記録■ ・昭和26年 山本　清治 （大阪・期前）
　16回　神山　雄一郎 （栃木・61期） 第4回日本選手権、第2回高松宮杯、第1回競輪祭

日本選手権1回、高松宮杯2回 ・昭和38年 高原　永伍 （神奈川・13期）
全日本選抜1回、寬仁親王牌3回 第14回高松宮杯、第8回オールスター、第5回競輪祭
オールスター5回、競輪祭競輪王4回 ・昭和42年 平間　誠記 （宮城・13期）
※競輪祭新人王を除く 第21回日本選手権、第18回高松宮杯、第9回競輪祭

・昭和62年 滝澤　正光 （千葉・43期）
■ＧⅠ等3連続優勝■ 第38回高松宮杯、第3回全日本選抜、第30回オールスター、グランプリ’87

・高倉　登 （埼玉・引退） ・平成7年 神山　雄一郎 （栃木・61期）
　 第6回日本選手権、第3回高松宮杯、第3回全国都道府県選抜 第38回高松宮杯、第11回全日本選抜、第37回競輪祭
・中野　浩一 （福岡・35期） ・平成9年 神山　雄一郎 （栃木・61期）
　 第23回オールスター、第22回競輪祭、第34回日本選手権 第40回オールスター、第6回寬仁親王牌、第39回競輪祭
・滝澤　正光 （千葉・43期） ・平成14年 山田　裕仁 （岐阜・61期）

第38回高松宮杯、第3回全日本選抜、第30回オールスター 第43回競輪祭、第55回日本選手権、グランプリ’02
・吉岡　稔真 （福岡・65期） ・平成15年 山田　裕仁 （岐阜・61期）
　　 95グランプリ、第49回日本選手権、第47回高松宮杯 第44回競輪祭、第56回日本選手権、グランプリ’03
・神山　雄一郎 （栃木・61期） ・平成25年 金子　貴志 （愛知・75期）

第40回オールスター、第6回寬仁親王牌、第39回競輪祭 第23回寬仁親王牌、第56回競輪祭、グランプリ’13
・山田　裕仁 （岐阜・61期） ・平成30年 三谷　竜生 （奈良・101期）
　 02グランプリ、第44回競輪祭、第56回日本選手権 第72回日本選手権、第69回高松宮記念杯、グランプリ’18

■平成以降のGⅠ決勝初優出、初優勝（直近）■ ■ＧＰ・同一ＧＩ最多優勝（3回以上）■下線は3年連続
平成19年9月17日　第50回オールスター競輪　高知　飯嶋則之（栃木） 日本選手権 滝澤　正光 （千葉・43期） 第37・39・41回
平成18年6月4日　第57回高松宮記念杯　大津びわこ　山崎芳仁（福島） 吉岡　稔真 （福岡・65期） 第45・49・51・59回
平成17年6月5日　第56回高松宮記念杯　大津びわこ　村本大輔（静岡） 村上　義弘 （京都・73期） 第64・66・67・69回
平成11年11月23日　第41回競輪祭　小倉　小倉竜二（徳島） 高松宮記念杯 山本　清治 （大阪・期前） 第1・2・10回
平成3年3月26日　第44回日本選手権競輪　一宮　坂巻正巳（茨城） 滝澤　正光 （千葉・43期） 第36・37・38・40・43回

中井　光雄 （滋賀・期前） 第5・6・7回
■デビュー後　最速ＧP優勝■ オールスター 中野　浩一 （福岡・35期） 第22・23・31回
・吉岡稔真（福岡・65期）Ｈ4.12.30　KEIRINグランプリ1992　平塚競輪場 神山　雄一郎 （栃木・61期） 第36・40・42・47・48回
　デビューから999日で優勝 競 輪 祭 中野　浩一 （福岡・35期） 第20・22・23・25・29回

高原　永伍 （神奈川・13期） 第5・6・11回
■デビュー後　最速ＧⅠ優勝■ 福島　正幸 （群馬・22期） 第12・15・16回
・深谷　知広（愛知・96期）Ｈ23.6.5　第62回高松宮記念杯　前橋競輪場 井上　茂徳 （佐賀・41期） 第24・26・27回
　デビューから683日で優勝 吉岡　稔真 （福岡・65期） 第34・35・36回

神山　雄一郎 （栃木・61期） 第37・38・39・42回
■デビュー後　最速ＧⅡ優勝■ 平原　康多 （埼玉・87期） 第51・56・58回
・山口　拳矢（岐阜・117期）R3.9.20　第37回共同通信社杯　岐阜競輪場 寬仁親王牌 神山　雄一郎 （栃木・61期） 第5・6・9回
　デビューから480日で優勝（デビュー初日を含む） 小橋　正義 （新潟・59期） 第4・7・10・13回

グ ラ ン プ リ 井上　茂徳 （佐賀・41期） ’86・’88・’94
■デビュー後　最速ＧⅢ優勝■ グレード制導入　 山田　裕仁 （岐阜・61期） ’97・’02・’03
・南　潤（和歌山・111期）Ｈ22.12.28　ヤンググランプリ　立川競輪場 全日本選抜 山崎　芳仁（福島・88期） 第23・25・30回
　デビューから525日で優勝

■ＧⅠ等連続出場記録■（ただし、連続25回以上のみ）
■GIで優勝者を輩出していない都道府県
山形県、山梨県、長野県、富山県、鳥取県、島根県、 日本選手権 26回 鈴木　誠 （千葉・55期）　第42～67回
大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 26回 西川　親幸（熊本・57期）　第46～71回

高松宮記念杯 26回 神山　雄一郎 （栃木・61期）　第45～70回
■デビュー後　最速ＧI初出場■ オールスター 32回 神山　雄一郎 （栃木・61期）　第33～64回（継続中）
・寺崎　浩平（福井・117期）R2.8.12　オールスター競輪　名古屋競輪場 寬仁親王牌 28回 神山　雄一郎 （栃木・61期）　第3～30回（継続中）
　デビューから210日で初出場 競 輪 祭 29回 神山　雄一郎 （栃木・61期）　第35～63回（継続中）

■デビュー後　最速ＧⅡ初出場■
・寺崎　浩平（福井・117期）R2.7.10　サマーナイトフェスティバル　
　いわき平競輪場　デビューから177日で初出場

■三兄弟での特別競輪（GⅠ）出場■
第23回寛仁親王牌・世界選手権記念ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
2014年（平成6年）7月21日　弥彦競輪場
三谷将太（奈良・92期）・三谷政史（滋賀・93期）・三谷竜生（奈良・101期）

■GP・ＧⅠ獲得タイトル数上位者（10回以上）■（競輪祭新人王を除く）
順位 選手名 府県 日本選手権 高松宮記念杯 オールスター 競輪王 全日本選抜 寬仁親王牌 都道府県選抜 秩父宮妃賜杯 グランプリ 合計

神山　雄一郎 栃木
滝澤　正光 千葉
吉岡　稔真 福岡
中野　浩一 福岡
井上　茂徳 佐賀
高原　永伍 神奈川

記　　　　録

130



■ガールズケイリン連勝記録

児　玉　碧　衣 福　岡 2021年07月29日 ～ 2021年12月17日

梶　田 　　　舞 栃　木 2016年11月16日 ～ 2017年03月07日

児　玉　碧　衣 福　岡 2020年02月14日 ～ 2020年07月11日

小　林　優　香 福　岡 2014年05月16日 ～ 2014年08月31日

小　林　優　香 福　岡 2014年09月05日 ～ 2014年12月09日

高　木　真　備 東　京 2020年08月22日 ～ 2020年11月19日

小　林　優　香 福　岡 2015年03月03日 ～ 2015年07月11日

児　玉　碧　衣 福　岡 2015年11月22日 ～ 2016年02月06日

児　玉　碧　衣 福　岡 2017年05月11日 ～ 2017年07月16日

児　玉　碧　衣 福　岡 2018年11月21日 ～ 2019年03月05日

奥　井 　　　迪 東　京 2016年05月13日 ～ 2016年07月16日

児　玉　碧　衣 福　岡 2019年03月29日～ 2019年06月08日

石　井　寛　子 東　京 2019年01月08日 ～ 2019年03月14日

奥　井 　　　迪 東　京 2015年09月18日 ～ 2015年12月04日

小　林　優　香 福　岡 2015年10月01日 ～ 2015年12月03日

梶　田 　　　舞 栃　木 2016年08月24日 ～ 2016年11月05日

石　井　貴　子 千　葉 2019年05月03日 ～ 2019年06月28日

加　瀬　加奈子 新　潟 2013年03月31日 ～ 2013年06月01日

小　林　優　香 福　岡 2015年07月27日 ～ 2015年09月13日

高　木　真　備 東　京 2018年01月19日 ～ 2018年03月11日

佐　藤　水　菜 神奈川 2019年08月30日 ～ 2019年10月31日

坂　口　楓　華 京　都 2020年07月25日 ～ 2020年09月15日

児　玉　碧　衣 福　岡 2021年02月16日 ～ 2021年04月18日

高　木　真　備 東　京 2015年12月24日 ～ 2016年02月15日

荒　牧　聖　未 栃　木 2016年08月12日 ～ 2016年10月12日

小　林　優　香 福　岡 2017年02月13日 ～ 2017年04月30日

児　玉　碧　衣 福　岡 2018年05月30日 ～ 2018年07月06日

高　木　真　備 東　京 2019年09月21日 ～ 2019年10月30日

梅　川　風　子 東　京 2019年07月25日 ～ 2019年09月30日

高　木　真　備 東　京 2019年12月23日 ～ 2020年02月02日

順　位 選手名 府　県 期
年齢
(当時)

連　勝 完全連続優勝開催
■グランドスラマー■ ■デビュー後　最速ＧI初勝利■
・井上　茂徳 （佐賀・41期） 昭和63年6月7日達成 ・寺崎　浩平（福井・117期）R2.8.14　オールスター競輪　名古屋競輪場

日本選手権、高松宮杯、オールスター 　デビューから212日で初勝利
全日本選抜、競輪祭

・滝澤　正光 （千葉・43期） 平成2年11月27日達成 ■デビュー後　最速ＧⅡ初勝利■
日本選手権、高松宮杯、オールスター ・寺崎　浩平（福井・117期）R2.7.11　サマーナイトフェスティバル　いわき平競輪場
全日本選抜、競輪祭 　デビューから178日で初勝利

・神山　雄一郎 （栃木・61期） 平成11年3月30日達成
　 日本選手権、高松宮杯、オールスター

全日本選抜、寬仁親王牌、競輪祭
■年間ＧＰ・ＧⅠ最多優勝回数（3回以上）■

■ＧＰ・ＧⅠ優勝最多記録■ ・昭和26年 山本　清治 （大阪・期前）
　16回　神山　雄一郎 （栃木・61期） 第4回日本選手権、第2回高松宮杯、第1回競輪祭

日本選手権1回、高松宮杯2回 ・昭和38年 高原　永伍 （神奈川・13期）
全日本選抜1回、寬仁親王牌3回 第14回高松宮杯、第8回オールスター、第5回競輪祭
オールスター5回、競輪祭競輪王4回 ・昭和42年 平間　誠記 （宮城・13期）
※競輪祭新人王を除く 第21回日本選手権、第18回高松宮杯、第9回競輪祭

・昭和62年 滝澤　正光 （千葉・43期）
■ＧⅠ等3連続優勝■ 第38回高松宮杯、第3回全日本選抜、第30回オールスター、グランプリ’87

・高倉　登 （埼玉・引退） ・平成7年 神山　雄一郎 （栃木・61期）
　 第6回日本選手権、第3回高松宮杯、第3回全国都道府県選抜 第38回高松宮杯、第11回全日本選抜、第37回競輪祭
・中野　浩一 （福岡・35期） ・平成9年 神山　雄一郎 （栃木・61期）
　 第23回オールスター、第22回競輪祭、第34回日本選手権 第40回オールスター、第6回寬仁親王牌、第39回競輪祭
・滝澤　正光 （千葉・43期） ・平成14年 山田　裕仁 （岐阜・61期）

第38回高松宮杯、第3回全日本選抜、第30回オールスター 第43回競輪祭、第55回日本選手権、グランプリ’02
・吉岡　稔真 （福岡・65期） ・平成15年 山田　裕仁 （岐阜・61期）
　　 95グランプリ、第49回日本選手権、第47回高松宮杯 第44回競輪祭、第56回日本選手権、グランプリ’03
・神山　雄一郎 （栃木・61期） ・平成25年 金子　貴志 （愛知・75期）

第40回オールスター、第6回寬仁親王牌、第39回競輪祭 第23回寬仁親王牌、第56回競輪祭、グランプリ’13
・山田　裕仁 （岐阜・61期） ・平成30年 三谷　竜生 （奈良・101期）
　 02グランプリ、第44回競輪祭、第56回日本選手権 第72回日本選手権、第69回高松宮記念杯、グランプリ’18

■平成以降のGⅠ決勝初優出、初優勝（直近）■ ■ＧＰ・同一ＧＩ最多優勝（3回以上）■下線は3年連続
平成19年9月17日　第50回オールスター競輪　高知　飯嶋則之（栃木） 日本選手権 滝澤　正光 （千葉・43期） 第37・39・41回
平成18年6月4日　第57回高松宮記念杯　大津びわこ　山崎芳仁（福島） 吉岡　稔真 （福岡・65期） 第45・49・51・59回
平成17年6月5日　第56回高松宮記念杯　大津びわこ　村本大輔（静岡） 村上　義弘 （京都・73期） 第64・66・67・69回
平成11年11月23日　第41回競輪祭　小倉　小倉竜二（徳島） 高松宮記念杯 山本　清治 （大阪・期前） 第1・2・10回
平成3年3月26日　第44回日本選手権競輪　一宮　坂巻正巳（茨城） 滝澤　正光 （千葉・43期） 第36・37・38・40・43回

中井　光雄 （滋賀・期前） 第5・6・7回
■デビュー後　最速ＧP優勝■ オールスター 中野　浩一 （福岡・35期） 第22・23・31回
・吉岡稔真（福岡・65期）Ｈ4.12.30　KEIRINグランプリ1992　平塚競輪場 神山　雄一郎 （栃木・61期） 第36・40・42・47・48回
　デビューから999日で優勝 競 輪 祭 中野　浩一 （福岡・35期） 第20・22・23・25・29回

高原　永伍 （神奈川・13期） 第5・6・11回
■デビュー後　最速ＧⅠ優勝■ 福島　正幸 （群馬・22期） 第12・15・16回
・深谷　知広（愛知・96期）Ｈ23.6.5　第62回高松宮記念杯　前橋競輪場 井上　茂徳 （佐賀・41期） 第24・26・27回
　デビューから683日で優勝 吉岡　稔真 （福岡・65期） 第34・35・36回

神山　雄一郎 （栃木・61期） 第37・38・39・42回
■デビュー後　最速ＧⅡ優勝■ 平原　康多 （埼玉・87期） 第51・56・58回
・山口　拳矢（岐阜・117期）R3.9.20　第37回共同通信社杯　岐阜競輪場 寬仁親王牌 神山　雄一郎 （栃木・61期） 第5・6・9回
　デビューから480日で優勝（デビュー初日を含む） 小橋　正義 （新潟・59期） 第4・7・10・13回

グ ラ ン プ リ 井上　茂徳 （佐賀・41期） ’86・’88・’94
■デビュー後　最速ＧⅢ優勝■ グレード制導入　 山田　裕仁 （岐阜・61期） ’97・’02・’03
・南　潤（和歌山・111期）Ｈ22.12.28　ヤンググランプリ　立川競輪場 全日本選抜 山崎　芳仁（福島・88期） 第23・25・30回
　デビューから525日で優勝

■ＧⅠ等連続出場記録■（ただし、連続25回以上のみ）
■GIで優勝者を輩出していない都道府県
山形県、山梨県、長野県、富山県、鳥取県、島根県、 日本選手権 26回 鈴木　誠 （千葉・55期）　第42～67回
大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 26回 西川　親幸（熊本・57期）　第46～71回

高松宮記念杯 26回 神山　雄一郎 （栃木・61期）　第45～70回
■デビュー後　最速ＧI初出場■ オールスター 32回 神山　雄一郎 （栃木・61期）　第33～64回（継続中）
・寺崎　浩平（福井・117期）R2.8.12　オールスター競輪　名古屋競輪場 寬仁親王牌 28回 神山　雄一郎 （栃木・61期）　第3～30回（継続中）
　デビューから210日で初出場 競 輪 祭 29回 神山　雄一郎 （栃木・61期）　第35～63回（継続中）

■デビュー後　最速ＧⅡ初出場■
・寺崎　浩平（福井・117期）R2.7.10　サマーナイトフェスティバル　
　いわき平競輪場　デビューから177日で初出場

■三兄弟での特別競輪（GⅠ）出場■
第23回寛仁親王牌・世界選手権記念ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
2014年（平成6年）7月21日　弥彦競輪場
三谷将太（奈良・92期）・三谷政史（滋賀・93期）・三谷竜生（奈良・101期）

■GP・ＧⅠ獲得タイトル数上位者（10回以上）■（競輪祭新人王を除く）
順位 選手名 府県 日本選手権 高松宮記念杯 オールスター 競輪王 全日本選抜 寬仁親王牌 都道府県選抜 秩父宮妃賜杯 グランプリ 合計

神山　雄一郎 栃木
滝澤　正光 千葉
吉岡　稔真 福岡
中野　浩一 福岡
井上　茂徳 佐賀
高原　永伍 神奈川

記　　　　録
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■国際競輪　連勝記録■ ■ＧP最高齢優勝記録■

・スティーブン・ペイト（オーストラリア）15連勝　 ・43歳5ヶ月1日　山口　幸二 （岐阜・62期）　 .12.30　KEIRINグランプリ2011

1990年4月7日前橋競輪初日～1990年5月8日西宮競輪最終日

1991年4月7日西宮競輪初日～1991年5月7日函館競輪最終日 ■ＧⅠ最高齢優勝記録■

・45歳0ヶ月19日　松本　整 （京都・45期）　 16.6.8　第55回高松宮記念杯

■短期登録選手　1億円達成■

・シェーン・パーキンス（オーストラリア） .11.12　平塚競輪（FI） ■ＧⅡ最高齢優勝記録■

・47歳0ヶ月22日　神山　雄一郎 （栃木・61期）　H27.4.29　第31回共同通信社杯

■短期登録選手　100勝達成■

・シェーン・パーキンス（オーストラリア）H27.6.5　青森競輪（FI） ■ＧⅢ最高齢優勝記録■

・テオ・ボス（オランダ）H30.9.19　小田原競輪（FI） ・47歳10ヶ月23日　神山　雄一郎 （栃木・61期）　H28.3.1　静岡

・マティス・ブフリ（オランダ）H30.9.26　小倉競輪（FI）

■S級最高齢優勝記録■

■短期登録選手　連勝記録■ ・52歳4ヶ月22日　西川　親幸 （熊本・57期）　H30.1.22　小倉　FⅠ

・マシュー・グレーツァー（オーストラリア）17連勝

2018年8月16日四日市競輪初日～2019年4月8日松戸競輪２日目 ■A級1班最高齢優勝記録■

・マシュー・クランプトン（イギリス）13連勝 ・56歳10ヶ月11日　萩原　　操 （三重・51期）　R2.6.9　四日市 A級決勝(8R)

2010年6月9日富山競輪最終日～2010年8月4日西武園競輪最終日

・マティエス・ブフリ（オランダ）13連勝 ■A級2班最高齢優勝記録■

2018年5月28日宇都宮競輪初日～2018年7月19日大宮競輪2日目 ・44歳4ヶ月22日　丸山　敏浩 （埼玉・54期）　 21.2.29　佐世保 A級決勝(12R)

■A級3班最高齢優勝記録■

・58歳4ヶ月22日　井狩　吉雄 （滋賀・35期）　 21.10.6　奈良 A級ﾁｬﾚﾝｼﾞ決勝(9R)

■最高齢優勝記録■

・58歳4ヶ月22日　井狩　吉雄 （滋賀・35期）　 21.10.6　奈良 A級ﾁｬﾚﾝｼﾞ決勝(9R)

■最高齢勝利記録■

・64歳2ヶ月19日　三ツ井　勉 （神奈川・45期）　R1.12.29　松戸 A級ﾁｬﾚﾝｼﾞ一般(2R)

■選手在籍最高齢記録■

・68歳6ヶ月28日　湯浅　昭一 （群馬・期前）　 8.12.10 登録消除

■最高齢特昇記録■ （3場所連続完全優勝）

・49歳3ヶ月13日　大竹　慎吾 （大分・55期）　H26.9.26　富山　ＦⅠ

■最高齢特昇記録■ （レインボーカップ）

・52歳11ヶ月23日　大竹　慎吾 （大分・55期）　H30.6.5　函館　GⅢ

■最高齢特班記録■ （レインボーカップチャレンジファイナル）

・45歳6ヶ月11日　中井　修 （滋賀・75期）　H27.6.30　別府　GⅢ

■最高齢出走記録■

・68歳6ヶ月13日　湯浅昭一 （群馬・期前）　H8.11.25　松山　普通

■GI最高齢出場記録■

・53歳7ヶ月11日　神山雄一郎 （栃木・61期）2021（Ｒ3.11.18　小倉　競輪祭）

■Ｓ級Ｓ班最高齢記録■

・佐藤　慎太郎 （福島・78期）　45歳　2021年

■Ｓ級在籍最長記録■

・萩原　操 （三重・51期）

　1984（S59）年1月1日～2017（H29）年12月31日　　34年

・戸邉　英雄 （茨城・51期）

　1983（S58）年11月1日～2014（H26）年6月 日　　 年8ヶ月

・佐々木　浩三 （佐賀・50期）

　1983（S58）年7月1日～2013（H25）年6月30日　　30年

記　　　　録

■連続優勝記録■　※対象はＳ58.4制度改正後 ■同一競輪場　GⅢ3連覇以上■

　13回　滝澤　正光 （千葉・43期） 弥彦競輪　諸橋愛（新潟・79期）3連覇　67・68・69周年

Ｓ62.4.6（四日市）～Ｓ62.9.25（宇都宮オールスター） 京王閣競輪　後閑信一（東京・65期）　3連覇　60・61・62周年

四日市競輪　浅井康太（三重・90期）　3連覇　62・63・64周年

■連勝記録■　※対象はＳ58.4制度改正後 大宮競輪　平原康多（埼玉・87期）　3連覇中　71・72・73周年

　35回　坂本　勉 （青森・57期） 防府競輪　清水裕友（山口・105期）　4連覇中　69・70・71・72周年

Ｓ61.6.22（名古屋）～S61.11.9（函館）

■Ｓ級連勝記録■　※対象はＳ58.4制度改正後 ■デビュー後　最速Ｓ級への昇級者■

　18回　吉岡　稔真 （福岡・65期） ・深谷　知広 （愛知・96期・19歳） Ｈ21.9.15　大津びわこ競輪場にて達成

　　 Ｈ6.1.9（和歌山） ～ Ｈ6.3.8（伊東温泉）

■ふるさとダービー4連続優勝■　（自身が出場した大会）

　松本　整 （京都・引退）　’95富山、’95和歌山、’96富山、’96和歌山

■ＧⅢ優勝回数最多記録■

116回　　中野浩一 （福岡・35期）

110回　　井上茂徳 （佐賀・41期） ■デビューから18連勝によるＳ級特別昇級者■

 99回　　神山雄一郎 （栃木・61期） ・深谷　知広 （愛知・96期）

　21.7.22-24　豊橋　21.7.29-31　名古屋　21.8.6-8　岸和田

■連続決勝進出■ 　21.8.22-24　名古屋　21.9.6-8　福井　21.9.13-15　大津びわこ

・62場所　中野浩一（福岡・35期） ・寺崎浩平（福井・117期）※早期卒業

1979年（S54）7月7日　玉野競輪場～1982年（S57）3月1日　 　2.1.16-18　和歌山　2.1.25-27　奈良　2.2.4-6　四日市

伊東温泉競輪場　 　2.2.27-29　高松　2.3.14-16　福井　2.3.23-25　名古屋

■兄弟での同開催優勝■ ・山口拳矢（岐阜・117期）

2012年（H24）10月4日奈良競輪（FⅠ） 　2.7.9-11　名古屋　2.7.27-29　四日市　2.8.19-21　豊橋

三谷将太（奈良・92期）S級決勝優勝 　2.8.29-31　四日市　2.9.15-17　名古屋　2.9.22-24　和歌山

三谷竜生（奈良・101期）A級決勝優勝 ・上野雅彦（香川・119期）

3.7.7-9　高知　3.7.19-21　武雄　3.8.9-11　奈良

■兄弟での同日優勝■ 3.8.21-23　武雄　3.9.13-15　防府　3.9.21-23　和歌山

2010年（H22）7月26日 ・吉田有希（茨城・119期）

坂本健太郎（福岡・86期）函館競輪（FI・ナイター） 3.7.5-7　取手　3.7.14-16　伊東　3.8.15-17　川崎

坂本亮馬（福岡・90期）川崎競輪（GⅢ） 3.8.29-31　富山　3.9.6-8　伊東　3.9.18-20　宇都宮

2020年（R2）2月16日

松坂洋平（神奈川・89期）小倉競輪場（GⅢナイター）

松坂侑亮（神奈川・115期）小田原競輪場（チャレンジ）

■兄弟で決勝1着、２着

1976年（昭和51年）10月5日前橋競輪場

藤巻　昇（北海道・22期）

藤巻清志（北海道・27期）　

2010年（H22）3月7日松戸競輪場 日本選手権競輪（GⅠ）

村上博幸（京都・86期）1着

村上義弘（京都・73期）2着

2019年（R1）9月8日青森競輪場 （GⅢ）

新山響平（青森・107期）1着

新山将史（青森・98期）2着

■デビュー後　最速ＧⅢ優勝■ ｸﾞﾚｰﾄﾞ制導入　H14.4以降

南　潤（和歌山・111期）Ｈ30.4.29　ＧⅢ　函館競輪場

デビューから298日で優勝

記　　　　録

デビューから 日でのＳ級昇級は、これまでの菊地圭尚選手（北海道・

期・ 歳）の記録（デビューから 日。平成 年 月 日いわき平競輪

場で達成）を抜いて、昭和 年 月にＳ級が創設されて以降、史上最速

の記録であり、デビュー（豊橋競輪場：平成 年 月 日・ 連勝で

ストップ）から全て 着の 連勝によるＳ級特別昇級は、平成 年 月

チャレンジレース（Ａ級３班戦）導入以降初めてである。
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■国際競輪　連勝記録■ ■ＧP最高齢優勝記録■

・スティーブン・ペイト（オーストラリア）15連勝　 ・43歳5ヶ月1日　山口　幸二 （岐阜・62期）　 .12.30　KEIRINグランプリ2011

1990年4月7日前橋競輪初日～1990年5月8日西宮競輪最終日

1991年4月7日西宮競輪初日～1991年5月7日函館競輪最終日 ■ＧⅠ最高齢優勝記録■

・45歳0ヶ月19日　松本　整 （京都・45期）　 16.6.8　第55回高松宮記念杯

■短期登録選手　1億円達成■

・シェーン・パーキンス（オーストラリア） .11.12　平塚競輪（FI） ■ＧⅡ最高齢優勝記録■

・47歳0ヶ月22日　神山　雄一郎 （栃木・61期）　H27.4.29　第31回共同通信社杯

■短期登録選手　100勝達成■

・シェーン・パーキンス（オーストラリア）H27.6.5　青森競輪（FI） ■ＧⅢ最高齢優勝記録■

・テオ・ボス（オランダ）H30.9.19　小田原競輪（FI） ・47歳10ヶ月23日　神山　雄一郎 （栃木・61期）　H28.3.1　静岡

・マティス・ブフリ（オランダ）H30.9.26　小倉競輪（FI）

■S級最高齢優勝記録■

■短期登録選手　連勝記録■ ・52歳4ヶ月22日　西川　親幸 （熊本・57期）　H30.1.22　小倉　FⅠ

・マシュー・グレーツァー（オーストラリア）17連勝

2018年8月16日四日市競輪初日～2019年4月8日松戸競輪２日目 ■A級1班最高齢優勝記録■

・マシュー・クランプトン（イギリス）13連勝 ・56歳10ヶ月11日　萩原　　操 （三重・51期）　R2.6.9　四日市 A級決勝(8R)

2010年6月9日富山競輪最終日～2010年8月4日西武園競輪最終日

・マティエス・ブフリ（オランダ）13連勝 ■A級2班最高齢優勝記録■

2018年5月28日宇都宮競輪初日～2018年7月19日大宮競輪2日目 ・44歳4ヶ月22日　丸山　敏浩 （埼玉・54期）　 21.2.29　佐世保 A級決勝(12R)

■A級3班最高齢優勝記録■

・58歳4ヶ月22日　井狩　吉雄 （滋賀・35期）　 21.10.6　奈良 A級ﾁｬﾚﾝｼﾞ決勝(9R)

■最高齢優勝記録■

・58歳4ヶ月22日　井狩　吉雄 （滋賀・35期）　 21.10.6　奈良 A級ﾁｬﾚﾝｼﾞ決勝(9R)

■最高齢勝利記録■

・64歳2ヶ月19日　三ツ井　勉 （神奈川・45期）　R1.12.29　松戸 A級ﾁｬﾚﾝｼﾞ一般(2R)

■選手在籍最高齢記録■

・68歳6ヶ月28日　湯浅　昭一 （群馬・期前）　 8.12.10 登録消除

■最高齢特昇記録■ （3場所連続完全優勝）

・49歳3ヶ月13日　大竹　慎吾 （大分・55期）　H26.9.26　富山　ＦⅠ

■最高齢特昇記録■ （レインボーカップ）

・52歳11ヶ月23日　大竹　慎吾 （大分・55期）　H30.6.5　函館　GⅢ

■最高齢特班記録■ （レインボーカップチャレンジファイナル）

・45歳6ヶ月11日　中井　修 （滋賀・75期）　H27.6.30　別府　GⅢ

■最高齢出走記録■

・68歳6ヶ月13日　湯浅昭一 （群馬・期前）　H8.11.25　松山　普通

■GI最高齢出場記録■

・53歳7ヶ月11日　神山雄一郎 （栃木・61期）2021（Ｒ3.11.18　小倉　競輪祭）

■Ｓ級Ｓ班最高齢記録■

・佐藤　慎太郎 （福島・78期）　45歳　2021年

■Ｓ級在籍最長記録■

・萩原　操 （三重・51期）

　1984（S59）年1月1日～2017（H29）年12月31日　　34年

・戸邉　英雄 （茨城・51期）

　1983（S58）年11月1日～2014（H26）年6月 日　　 年8ヶ月

・佐々木　浩三 （佐賀・50期）

　1983（S58）年7月1日～2013（H25）年6月30日　　30年

記　　　　録
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■連続優勝記録■ ■最高齢勝利記録■

　12回　小林　優香 （福岡・106期） ・51歳2ヶ月26日　高松　美代子（神奈川・102期）　H25.8.4（熊本・FⅠ・一般5R）

H27.1.12（大垣・FⅡ）～H27.7.1（函館・FⅡ）27.3.21・27.6.21ガルコレ含む

　12回　児玉　碧衣 （福岡・108期） ■選手在籍最高齢記録■

R3.7.29（静岡・FⅡ）～R3.12.17（防府・FⅡ）R3.8.12ガルコレ含む ・54歳11ヶ月4日　高松　美代子（神奈川・102期）　H29.4.13 登録消除　

　8回　石井　寛子 （東京・104期）

H25.5.10（京王閣・FⅡ）～H25.8.30（防府・FⅠ）25.9.15ガルコレ含む ■最高齢出走記録■

　8回　小林　優香 （福岡・106期） ・54歳10ヶ月17日　高松　美代子（神奈川・102期）　H29.3.26　千葉　FI

H26.9.5（伊東・FⅠ）～H26.12.9（京王閣・FⅡ）26.9.14ガルコレ含む

　8回　梶田　　　舞 （栃木・104期） ■最高齢優勝記録■

H28.11.16（松戸・FⅡ）～H29.2.28（西武園・FⅡ）28.12.28GGP含む ・41歳1ヶ月13日　加瀬　加奈子（新潟・102期）　R3.7.13　青森　FⅡ

　8回　児玉　碧衣 （福岡・108期）

R2.2.14（小倉・FⅡ）～R2.6.26（玉野・FⅡ）2.3.29ガルコレ含む ■全競輪場優勝■　※ガールズ開催場のみ

■ガールズケイリン　優勝100回達成■ ・石井　寛子（東京・104期）　 達成日：2021.5.5 　

・石井　寛子（東京・104期）2020.6.21　いわき平競輪（FⅡ）

■ガールズケイリン　全競輪場優勝達成（千葉・小田原・小松島除く）■

・石井　寛子（東京・104期）2021.5.5　福井競輪場（FⅡ）

■ガールズケイリン　デビューから最速1億円達成■

・児玉　碧衣（福岡・104期）2020.8.15　名古屋競輪（FⅡ）　5年1ヶ月13日　　　　 

（ガールズケイリンコレクション・ドリームレース）　　

記　　　　録（ガールズ競輪）
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■西暦・和暦　整合表
西暦 和暦 西暦 和暦

昭和20 昭和64年1月7日

昭和21 平成元年1月8日

昭和22 平成2

昭和23 平成3

昭和24 平成4

昭和25 平成5

昭和26 平成6

昭和27 平成7

昭和28 平成8

昭和29 平成9

昭和30 平成10

昭和31 平成11

昭和32 平成12

昭和33 平成13

昭和34 平成14

昭和35 平成15

昭和36 平成16

昭和37 平成17

昭和38 平成18

昭和39 平成19

昭和40 平成20

昭和41 平成21

昭和42 平成22

昭和43 平成23

昭和44 平成24

昭和45 平成25

昭和46 平成26

昭和47 平成27

昭和48 平成28

昭和49 平成29

昭和50 平成30

昭和51 平成31年4月30日

昭和52 令和元年5月1日

昭和53 令和2

昭和54 令和3

昭和55 令和4

昭和56

昭和57

昭和58

昭和59

昭和60

昭和61

昭和62

昭和63
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は、競輪とオートレースの売上を、機械工業の振興や社会福祉等に役立てています。

非売品


