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男子選手 女子選手 役  員 合  計

16名 9名 9名 34名

監督
班目  秀雄
（まだらめ  ひでお）　男
①昭和19年1月12日（66歳）
②福島県　③白河高校（福島
県）→日本大学　④㈶日本自
転車競技連盟　⑦ナショナル
コーチ　⑧自転車コーチ

コーチ
高橋  松吉
（たかはし  まつよし）　男
①昭和30年9月13日（55歳）
②秋田県　③大曲東高校（秋
田県）　④㈶日本自転車競技
連盟　⑦専任コーチングディ
レクタージュニアアスリート
担当　⑧自転車コーチ

コーチ
山本  康雄
（やまもと  やすお）　男
①昭和32年5月29日（53歳）
②兵庫県　③大阪学院大学付
属高校（大阪府）→大阪学院大
学　④㈲バイクネット　⑧自
転車指導員

コーチ
宮城  力
（みやぎ  ちから）　男
①昭和42年5月31日（43歳）
②東京都　③科学技術学園高
校（東京都）　④㈱ストレート
シックス　⑧自転車指導員

ドクター
小林  裕幸
（こばやし  ひろゆき）　男
①昭和40年5月19日（45歳）
②北海道　③帯広柏葉高校（北
海道）→防衛医科大学→順天
堂大学大学院　④筑波大学附
属病院水戸地域医療教育セン
ター　⑧スポーツドクター

トレーナー
柳  浩史
（やなぎ  こうじ）　男
①昭和31年2月4日（54歳）
②山口県　③山口農業高校（山
口県）→東洋鍼灸専門学校　
④小守スポーツマッサージ療
院　⑧アスレティックトレー
ナー

トレーナー
石田  宗男
（いしだ  むねお）　男
①昭和33年5月4日（52歳）
②愛知県　③旭稜高校（愛知
県）→中和鍼灸専門学校　　
④㈶日本自転車競技連盟

技術スタッフ
鬼原  積
（きはら  つもる）　男
①昭和28年11月13日（56歳）
②広島県　③広島電気大学附
属高校（広島県）　④㈶日本自
転車競技連盟

技術スタッフ
森  昭雄
（もり  あきお）　男
①昭和36年2月6日（49歳）
②大阪府　③城東工業高校（大
阪府）　④モリサプライ

選手
成田  和也
（なりた  かずや）　男
①昭和54年2月25日（31歳）
②福島県　③須賀川第一中学
校（福島県）→須賀川高校（福
島県）→中央大学　④㈳日本
競輪選手会福島支部
⑤172cm　⑥73kg

選手
渡邉  一成
（わたなべ  かずなり）　男
①昭和58年8月12日（27歳）
②福島県　③双葉中学校（福
島県）→小高工業高校（福島県）   
④㈳日本競輪選手会福島支部   
⑤176cm　⑥80kg

選手
浅井  康太
（あさい  こうた）　男
①昭和59年6月22日（26歳）
②三重県　③桜中学校（三重
県）→朝明高校（三重県）
④㈳日本競輪選手会三重支部   
⑤178cm　　⑥72kg
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選手
北津留  翼
（きたつる  つばさ）　男
①昭和60年4月26日（25歳）
②福岡県　③洞北中学校（福
岡県）→豊国学園高校（福岡県）   
④㈳日本競輪選手会福岡支部   
⑤177cm　⑥85kg

選手
新田  祐大
（にった  ゆうだい）　男
①昭和61年1月25日（24歳）
②福島県　③会津若松市立第
二中学校（福島県）→白河高校
（福島県）　④㈳日本競輪選手
会福島支部　⑤173cm
⑥82kg

選手
西谷  泰治
（にしたに  たいじ）　男
①昭和56年2月1日（29歳）
②広島県　③坂中学校（広島
県）→広島電機大学附属高校
（広島県）→日本大学　④愛三
工業レーシングチーム
⑤166cm　⑥62kg

選手
盛  一大
（もり  かずひろ）　男
①昭和57年9月17日（28歳）
②千葉県　③湖北中学校（千
葉県）→取手第一高校（茨城県）
→日本大学　④愛三工業レー
シングチーム　⑤176cm　　
⑥68kg

選手
脇本  雄太
（わきもと  ゆうた）　男
①平成元年3月21日（21歳）
②福井県　③足羽中学校（福
井県）→科学技術高校（福井県）   
④㈳日本競輪選手会福井支部   
⑤181cm　⑥74kg

選手
佐々木  龍
（ささき  りゅう）　男
①平成2年10月31日（20歳）
②神奈川県　③荏田南中学校
（神奈川県）→横浜高校（神奈
川県）→早稲田大学（2年）
④早稲田大学　⑤180cm　　
⑥76kg

選手
元砂  勇雪
（もとすな  ゆう）　男
①平成3年11月1日（19歳）
②大阪府　③松原中学校（大
阪府）→榛生昇陽高校（奈良県）
→鹿屋体育大学（1年）　④鹿屋
体育大学   ⑤167cm   ⑥64kg

選手
鈴木  真理
（すずき  しんり）　男
①昭和49年12月25日（35歳）
②神奈川県　③二宮西中学校
（神奈川県）→平塚学園高校（神
奈川県）　④シノマレーシン
グ　⑤170cm　⑥60kg

選手
宮澤  崇史
（みやざわ  たかし）　男
①昭和53年2月27日（32歳）
②長野県　③信州大学教育学
部附属長野中学校（長野県）→
長野工業高校（長野県）
④TEAM NIPPO　⑤164cm
⑥60kg

選手
山本  幸平
（やまもと  こうへい）　男
①昭和60年8月20日（25歳）
②北海道　③札内東中学校（北
海道）→帯広農業高校（北海道）
→国際自然環境アウトドア専
門学校　④チーム・ブリジス
トンアンカー ⑤182cm　　
⑥69kg

選手
平野  星矢
（ひらの  せいや）　男
①昭和62年5月15日（23歳）
②長野県　③長野市立北部中
学校（長野県）→長野俊英高校
（長野県）　④チーム・ブリヂ
ストンアンカー　⑤170cm　
⑥59kg

選手
阪本  章史
（さかもと  あきふみ）　男
①昭和57年2月25日（28歳）
②大阪府　③若松台中学校（大
阪府）　④㈱ナイキジャパン   
⑤165cm　⑥70kg
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選手
三瓶  将廣
（さんぺい  まさひろ）　男
①平成2年5月2日（20歳）
②神奈川県　③臨港中学校（神
奈川県）→日体荏原高校（東京
都）　④RED LINE　⑤170cm   
⑥75kg

選手
沼部  早紀子
（ぬまべ  さきこ）　女
①昭和60年3月19日（25歳）
②栃木県　③小山城南中学校
（栃木県）→栃木女子高校（栃
木県）→順天堂大学　④㈶日
本サイクルスポーツセンター   
⑤157cm　⑥53kg

選手
前田  佳代乃
（まえだ  かよの）　女
①平成3年1月13日（19歳）
②兵庫県　③山口中学校（兵
庫県）→西宮高校（兵庫県）→
鹿屋体育大学（2年）　④鹿屋体
育大学　⑤165cm　⑥63kg

選手
萩原  麻由子
（はぎわら  まゆこ）　女
①昭和61年10月16日（24歳）
②群馬県　③前橋市立第七中
学校（群馬県）→伊勢崎女子高
校（群馬県）→鹿屋体育大学　
④サイクルベースあさひレー
シング　⑤168cm　⑥52kg

選手
上野  みなみ
（うわの  みなみ）　女
①平成3年5月18日（19歳）
②青森県　③小中野中学校（青
森県）→八戸工業高校（青森県）
→鹿屋体育大学（1年）　④鹿
屋体育大学　⑤164cm
⑥55kg

選手
西  加奈子
（にし  かなこ）　女
①昭和45年12月13日（39歳）
②静岡県　③掛川市立北中学
校（静岡県）→掛川西高校（静
岡県）→日本大学短期大学～
二松学舎大学に編入学　④ダ
イナソア㈱／LUMINARIA　　
⑤158cm　⑥51kg

選手
中込  由香里
（なかごめ  ゆかり）　女
①昭和40年10月30日（45歳）
②京都府　③東久留米市立南
中学校（東京都）→保谷高校（東
京都）→東海大学　④ペンシ
ョン  SY-Nak cabin
⑤157cm　⑥47kg

選手
片山  梨絵
（かたやま  りえ）　女
①昭和54年9月13日（31歳）
②千葉県　③佐井寺中学校（大
阪府）→茨木高校（大阪府）→
岡山大学→岡山大学大学院　
④スペシャライズドジャパン
㈱　⑤157cm　⑥48kg

選手
飯端  美樹
（いいばた  みき）　女
①昭和60年10月5日（25歳）
②大阪府　③郷荘中学校（大
阪府）　④groovy　⑤162cm   
⑥45kg

選手
三輪  郁佳
（みわ  あやか）　女
①昭和63年12月23日（21歳）
②広島県　③磯松中学校（広
島県）→河内高校（広島県）　
④㈱伯和   ⑤158cm   ⑥57kg




