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ロードバイク集団走行安全講習会　修了者一覧
以下の者にＲＣＳポイントを２ポイント付与する。

2023.1.23

NO. 大学名 修了者氏名
1 東北学院大学 田村和弥
2 東北学院大学 茂呂佳名人
3 筑波大学 伊東昴
4 筑波大学 保本雄飛
5 筑波大学 中原秀昂
6 作新学院大学 小関創斗
7 作新学院大学 楢山結己
8 作新学院大学 左田龍脩
9 作新学院大学 髙田颯天
10 作新学院大学 安江永遠
11 作新学院大学 生田楓唯
12 作新学院大学 笹川悠汰
13 作新学院大学 松本輝
14 作新学院大学 重田倫一郎
15 作新学院大学 西田圭
16 埼玉大学 桑子隼
17 埼玉大学 五十嵐広至
18 埼玉大学 渡部耀太
19 埼玉大学 来田雄大
20 順天堂大学 塩出皓成
21 順天堂大学 中島壮琉
22 順天堂大学 田中杏奈
23 学習院大学 西優斗
24 学習院大学 加藤尚達
25 慶應義塾大学 小林大悟
26 慶應義塾大学 佐藤岳
27 慶應義塾大学 西村行生
28 慶應義塾大学 清水拓海
29 慶應義塾大学 六川毅
30 駒澤大学 佐藤寛朗
31 駒澤大学 今本未悠
32 駒澤大学 宮本秋哉
33 駒澤大学 金子直弘
34 駒澤大学 野澤直矢
35 中央大学 五十嵐洸太
36 中央大学 山下虎ノ亮
37 中央大学 植松史弥
38 中央大学 市田龍生都
39 中央大学 大橋真慧
40 中央大学 伊藤恭
41 東京大学 篠﨑蒼平
42 東京大学 藤岡傑
43 東京大学 長坂和輝
44 東京大学 鎌田将



45 東京工業大学 山本大地
46 東京工業大学 小寺玲二郎
47 東京都市大学 阿見寺俊哉
48 東京都市大学 久我聡
49 東洋大学 竹林智也
50 日本大学 甲斐隼人
51 日本大学 北嶋桂大
52 日本大学 町田颯
53 日本大学 向川颯太
54 日本大学 吉川敬介
55 日本大学 大橋佑太
56 日本大学 生野優翔
57 日本大学 林佳宗依
58 日本大学 北林大地
59 一橋大学 鈴木洋輔
60 法政大学 宇田川塁
61 法政大学 増山耀咲
62 法政大学 大山航平
63 法政大学 後藤ゴウ
64 法政大学 福地晶
65 法政大学 朝比奈知樹
66 法政大学 濱田大空
67 法政大学 中島康征
68 法政大学 川本冬矢
69 法政大学 阿部セラ
70 法政大学 船橋星来
71 法政大学 横溝貫太
72 明治大学 永野昇海
73 明治大学 渡部春雅
74 明星大学 高田堅斗
75 明星大学 反保亮太
76 明星大学 小森継心
77 明星大学 青島冬弥
78 明星大学 江口宗一郎
79 明星大学 千葉勇真
80 明星大学 仙洞田雄大
81 明星大学 戸田旺希
82 明星大学 杉江田健人ガブリエル
83 明星大学 山木敏嗣
84 立教大学 中島渉
85 立教大学 鈴木史竜
86 立教大学 阿部耀介
87 立教大学 鹿島楓太
88 早稲田大学 大蔵こころ
89 早稲田大学 石田眞大
90 早稲田大学 中野大詞
91 早稲田大学 石田唯
92 早稲田大学 美甘星次郎
93 早稲田大学 諸隈健太郎
94 神奈川大学 平山昂輝
95 神奈川大学 古川優



96 東海大学 田中鳳人
97 東海大学 市川龍之介
98 東海大学 平野慎太郎
99 東海大学 橘航樹
100 東海大学 河岡大樹
101 東海大学 齋藤祥樹
102 日本体育大学 高久胡太郎
103 日本体育大学 福永和人
104 日本体育大学 比嘉祐貴
105 日本体育大学 松岡優馬
106 日本体育大学 北村翔太
107 日本体育大学 池田悠生
108 日本体育大学 酒井秀
109 日本体育大学 泉颯太
110 日本体育大学 福田晃司
111 日本体育大学 玉城翔太
112 日本体育大学 石井麻希斗
113 新潟食料農業大学 二森息吹
114 新潟食料農業大学 前橋佳太
115 新潟食料農業大学 早坂隆
116 新潟食料農業大学 恩田莉玖
117 新潟食料農業大学 宮下大地
118 新潟食料農業大学 阿部賢明
119 新潟食料農業大学 空木拓海
120 信州大学 小林あか里
121 信州大学 大西洸平
122 神奈川大学 鈴木優也

（順不同）
以上


