第３２回千葉県一輪車競技大会記録表 (H26.5.25)
スプリント１００Ｍ
１６インチ (１)男女未就学児

優勝 ３２´１２ 竹林慧音
準優勝 ４８’１０ 藤巻芽衣

船橋市一輪車協会
八街一輪車クラブ

中距離４００Ｍ
１６インチ (１５)男女未就学

優勝 ２’２５’４７ 竹林慧音
準優勝 ３’２９’２０ 藤巻芽衣

船橋市一輪車協会
八街一輪車クラブ

(２)男子小学３年生迄

優勝 ２１’１９ 水間翔規 藤沢北部一輪車クラブ
準優勝 ２２’１８ 久保田友貴船橋市一輪車協会
第3位 ２４’２９ 吉松雅将 清水ドリームサイクル

(１６)男子小学３年生迄

優勝 １’３２’６６ 久保田友貴船橋市一輪車協会
準優勝 １’３４’０７ 水間翔規 藤沢北部一輪車クラブ
第3位 １’３９’８３ 吉松雅将 清水ドリームサイクル

(３)女子小学1年生迄

優勝 ２４’９７ 佐藤 輝 かまくら一輪車クラブ
準優勝 ２６’７４ 奧 望希羽 江戸川一輪車クラブぴえろ

(１７)女子小学1年生迄

優勝 １’５６’４７ 佐藤 輝 かまくら一輪車クラブ
準優勝 １’５６’８５ 野尻百音 船橋市一輪車協会
第３位 ２’０２’２５ 奥 望希羽 江戸川一輪車クラブぴえろ

(４)女子小学２年生迄

優勝 ２２’５１ 重田聖羽
準優勝 ２３’５７ 齋藤美月
第3位 ３９’１５ 古郡朱里

藤沢北部一輪車クラブ
かまくら一輪車クラブ
一輪車クラブさがみこ

(１８)女子小学２年生迄

優勝 １’３８’０３ 重田聖羽 藤沢北部一輪車クラブ
準優勝 １’４８’７８ 齋藤美月 かまくら一輪車クラブ
第3位 ２’０２’００ 竹口あかり 船橋市一輪車協会

優勝 ２２’４３ 益満琴和
準優勝 ２３’４６ 西原萌栞
第3位 ２４’４０ 永井初音

ユニサイクルちば
ユニサイクルちば
多摩ニュータウン一輪車クラブ

(１９)女子小学３年生迄

優勝 １’３９’０７ 益満琴和 ユニサイクルちば
準優勝 １’４２’８５ 西原萌栞 ユニサイクルちば
第3位 １’４４’５３ 佐々木 藍 多摩ニュータウン一輪車クラブ

優勝 １６’０３ 古郡 輝
準優勝 １６’２３ 青木心杜
第３位 １６’８４ 坂齋綾介

一輪車クラブさがみこ
藤沢北部一輪車クラブ
かまくら一輪車クラブ

(２０)男子小学生全員

優勝 １’１３’３６ 古郡 輝
準優勝 １’１４’２８ 青木心杜
第3位 １’２６９８ 坂本大輝

一輪車クラブさがみこ
藤沢北部一輪車クラブ
行川一輪車チーム

(７)女子小学３～4年生迄 優勝 １７’０５ 鈴木栞羅
準優勝 １７’３６ 平井 澪
第3位 １７’４１ 前田佳那

かまくら一輪車クラブ
伊豆八岳一輪車クラブ
ユニサイクルＡｍｉ長泉

(２１)女子小学３～４年生迄 優勝 １’１２’９５ 前田佳那
準優勝 １’１３’１４ 鈴木栞羅
第３位 １’１６’７３ 高橋風花

ユニサイクルＡｍｉ長泉
かまくら一輪車クラブ
藤沢北部一輪車クラブ

優勝 １６’６９ 赤羽芹香 清水ドリームサイクル
準優勝 １７’１３ 小田部帆夏かまくら一輪車クラブ
第３位 １７’１８ 大川真祐 伊豆八岳一輪車クラブ

(２２)女子小学５年生迄

優勝 １’１０’８１ 赤羽芹香
準優勝 １’１２’７７ 江口 結
第3位 １’１３’２８ 大川真祐

清水ドリームサイクル
江戸川一輪車クラブぴえろ
伊豆八岳一輪車クラブ

優勝 １６’３４ 茂木彩名
準優勝 １６’６９ 玉川菜月
第3位 １６’９６ 吉松涼花

(２３)女子小学６年生迄

優勝 １’１４’３６ 岩崎里穂 江戸川一輪車クラブぴえろ
準優勝 １’１５’１２ 玉川菜月 ユニサイクルちば
第3位 １’２０’３５ 田中沙ニ衣 船橋市飯山満南小

(２４)男子小中高迄

優勝
５９’０１ 藤井壮也
準優勝 １’０２’１０ 白石 怜
第3位 １’０５’３４ 高橋吾宇

優勝 １４’１３ 関根愛海 伊勢原一輪車クラブ
準優勝 １４’３２ 鈴木旺子 かまくら一輪車クラブ
第3位 １４’６６ 日向菜々子ユニサイクルちば

(２５)女子小中高生迄

優勝 １’０１’４２ 鈴木旺子 かまくら一輪車クラブ
準優勝 １’０２’５２ 関根愛海 伊勢原一輪車クラブ
第3位 １’０５’０２ 日向菜々子ユニサイクルちば

優勝 １３’２９ 小林成輔
準優勝 １３’４７ 竹内辰也
第３位 １３’６４ 庄司海渡

(２６)男子１９～４９歳

優勝
５７’５８ 小林成輔
準優勝
５８’２８ 庄司海渡
第3位 １’００’９０ 竹内辰也

優勝 １３’８２ 佐藤彩香 藤沢北部一輪車クラブ
準優勝 １５’１０ 糸日谷真央篠崎一輪車クラブ
第3位 １６’２０ 森 真奈美 清水ドリームサイクル

(２７)女子１９歳以上

優勝 １’０１’１８ 佐藤彩香 藤沢北部一輪車クラブ
準優勝 １’０６’３２ 糸日谷真央篠崎一輪車クラブ
第3位 １’１１’２３ 小林佐和子多摩ニュータウン一輪車クラブ

優勝 １７’８５ 植田惠文
準優勝 １８’３９ 松沢義久
第3位 ２０’７５ 小林孝好

(２８)男子５０歳以上

優勝 １’１３’５４ 植田惠文
準優勝 １’２７’８４ 佐藤博文

(５)女子小学３年生迄

２０インチ (６)男子小学年生全員

(８)女子小学５年生迄

(９)女子小学６年生迄

２４インチ (１０)男子小中高迄

(１１)女子小中高迄

(１２)男子１９～４９歳迄

(１３)女子１９歳以上

(１４)男子５０歳以上

２０インチ

かまくら一輪車クラブ
ユニサイクルちば
清水ドリームサイクル

優勝 １３’６９ 藤井壮也 ユニサイクルなぎさ
準優勝 １４’５６ 白石 怜 一輪車クラブさがみこ
第3位 １４’９５ 木村智史貴ユニサイクルなぎさ

多摩ニュータウン一輪車クラブ
行川一輪車クラブ
伊勢原一輪車クラブ

御殿場一輪車サークル
川崎渡田一輪車クラブ
多摩ニュータウン一輪車クラブ

２４インチ
ユニサイクルなぎさ
一輪車クラブさがみこ
ユニサイクルなぎさ

多摩ニュータウン一輪車クラブ
伊勢原一輪車クラブ
行川一輪車チーム

御殿場一輪車サークル
一輪車クラブさがみこ

タイヤ乗りレース４５＋５＝５０Ｍ
１６インチ (２９) 男子全員

２０インチ
優勝 ３０’８１ 水間翔規 藤沢北部一輪車クラブ
準優勝 ４０’４７ 久保田友貴船橋市一輪車協会
第3位 ４３’１４ 吉松雅将 清水ドリームサイクル

(３０) 女子全員

優勝 ２９’１０ 重田聖羽
準優勝 ３１’２５ 益満琴和
第3位 ３２’５２ 齋藤美月

藤沢北部一輪車クラブ
ユニサイクルちば
かまくら一輪車クラブ

２０インチ (３１) 男子全員

優勝 １６’２９ 坂齋綾介
準優勝 ２１’６１ 青木心杜
第3位 ５１’６５ 久保昴輝

かまくら一輪車クラブ
藤沢北部一輪車クラブ
船橋市立飯山満南小学校

(３２) 女子全員

優勝 １４’５６ 和久田鈴子かまくら一輪車クラブ
準優勝 １５’６４ 鈴木栞羅 かまくら一輪車クラブ
第3位 １６’０３ 小田部帆夏かまくら一輪車クラブ

２４インチ (３３) 男子全員

優勝 １０’９３ 庄司海渡
準優勝 １１’５２ 白石 怜
第3位 １２’７３ 小林成輔

伊勢原一輪車クラブ
一輪車クラブさがみこ
多摩ニュータウン一輪車クラブ

(３４) 女子全員

優勝 １１’８１ 佐藤彩香
準優勝 １２’８６ 関根愛海
第3位 １５’９１ 牛山陽菜

藤沢北部一輪車クラブ
伊勢原一輪車クラブ
藤沢北部一輪車クラブ

優勝 １３’３１ 重田聖羽
準優勝 １３’４８ 益満琴和
第3位 １３’６４ 斉藤美月

藤沢北部一輪車クラブ
ユニサイクルちば
かまくら一輪車クラブ

片足レース(５０Ｍ)
１６インチ (４４－１)女子全員

(４４－２)男子全員

２０インチ (４４)女子全員

優勝 １２’５１ 水間翔規 藤沢北部一輪車クラブ
準優勝 １４’１０ 久保田友貴船橋市一輪車協会
第３位 １４’８０ 吉松雅将 清水ドリームサイクル
９’１７ 茂木彩名
９’７４ 赤羽芹香
９’７４ 大川真祐

かまくら一輪車クラブ
清水ドリームサイクル
伊豆八岳一輪車クラブ

優勝
９’９５ 坂齋綾介
準優勝 １０’２７ 古郡 輝
第３位 １０’８５ 青木心杜

かまくら一輪車クラブ
一輪車クラブさがみこ
藤沢北部一輪車クラブ

２４インチ (４６)女子全員

優勝
準優勝
第3位

８’１１ 佐藤彩香
８’３７ 鈴木旺子
８’４６ 坂齋綾音

藤沢北部一輪車クラブ
かまくら一輪車クラブ
かまくら一輪車クラブ

(４７)男子全員

優勝
準優勝
第3位

８’０５ 庄司海渡
８’２５ 藤井壮也
８’４６ 小林成輔

伊勢原一輪車クラブ
ユニサイクルなぎさ
多摩ニュータウン一輪車クラブ

(４５)男子全員

支部対抗リレー１００X４
１６＝１／２０＝２／２４＝１

優勝
準優勝
準優勝

優勝１’１３’０４
準優勝１’１４’０２
第3位１’１４’８０
第4位１’１８’０９
第5位１’２２’０２
第6位１’２４’０８

藤沢北部一輪車クラブ
かまくら一輪車クラブ
清水ドリームサイクル
船橋市一輪車協会
ユニサイクルちば
川崎渡田一輪車クラブ

１５００Ｍ
(３５)男子小学生全員

優勝 ４’５３’９２ 坂齋綾介
準優勝 ５’１８’５１ 高木誠司

かまくら一輪車クラブ
Ｔ・Ｏ・Ｐ

(３６)女子３～４年生迄

優勝 ５’０４’４４ 平井 澪、 伊豆八一輪車クラブ岳
準優勝 ５’０６’７７ 斉藤菜月 かまくら一輪車クラブ
第3位 ５’２６’６８ 佐藤春夏 かまくら一輪車クラブ

(３７)女子小学５年生迄

優勝 ４’４９’２１ 久保田彩未船橋市一輪車協会
準優勝 ４’５２’９０ 小田部帆夏かまくら一輪車クラブ
第3位 ５’０８’２７ 水間萌恵夏藤沢北部一輪車クラブ

(３８)女子小学６年生迄

優勝 ４’４２’７６ 吉松涼花
準優勝 ４’５０５０ 茂木彩名
第3位 ５’２６’７６ 早山杏沙

(３９)男子小中高生迄

優勝 ４’２３’１４ 久保田一輝船橋市一輪車協会
準優勝 ４’３３’４８ 木村智史貴ユニサイクルなぎさ
第3位 ４’３７’０４ 小林悟武 船橋市一輪車協会

(４０)女子小中高生迄

優勝 ４’２３’１４ 坂齋綾音
準優勝 ４’３０’６９ 山下美晴
第3位 ４’３２’２４ 小林実代

かまくら一輪車クラブ
ユニサイクルちば
船橋市一輪車協会

(４１)男子１９～４９迄

優勝 ４’０５’９７ 岡山洋明
準優勝 ４’２２’５２ 岡山将一
第3位 ４’２７’４７ 高木忠将

ユニサイクル土浦
ユニサイクル土浦
Ｔ・Ｏ・Ｐ

(４２)女子１９歳以上

優勝 ４’２２’９１ 長濱未奈子ＲＡＩＮＢＯＷ一輪車クラブ
準優勝 ４’４０’５９ 森 真奈美 清水ドリームサイクル
第3位 ７’５５’１１ 藤巻由衣 八街一輪車クラブ

(４３)男子50歳以上

優勝 ４’５４’０１ 松沢義久
準優勝 ５’３６’６９ 小林孝好

川崎渡田一輪車クラブ
多摩ニュータウン一輪車クラブ

優勝
準優勝
第3位

１０’０５ 鈴木栞羅
１０’５１ 大川真祐
１１’３３ 吉松涼花

かまくら一輪車クラブ
伊豆八岳一輪車クラブ
清水ドリームサイクル

(５０)男子全員

優勝
準優勝
第3位

１３’６３ 古郡 輝
１５’４１ 坂齋綾介
２７’７９ 吉松雅将

一輪車クラブさがみこ
かまくら一輪車クラブ
清水ドリームサイクル

２４インチ (５１)女子全員

優勝
準優勝
第3位

９’８７ 森 真奈美 清水ドリームサイクル
１０’１５ 寺前友乃華伊豆八岳一輪車クラブ
１０’３５ 牛山陽菜 藤沢北部一輪車クラブ

(５２)男子全員

優勝
準優勝
第3位

９’８１ 白石 怜
１０’６７ 小林成輔
１０’９５ 藤井壮也

一輪車クラブさがみこ
多摩ニュータウン一輪車クラブ
ユニサイクルなぎさ

優勝
準優勝
第3位

９’４２ 吉松涼花
９’６３ 大川真祐
１０’２８ 平井 澪

清水ドリームサイクル
伊豆八岳一輪車クラブ
伊豆八岳一輪車クラブ

(５４)男子全員

優勝
準優勝
第3位

１０’８７ 古郡 輝 一輪車クラブさがみこ
１１’１９ 坂齋綾介 かまくら一輪車クラブ
１１’８９ 久保田一輝船橋市一輪車協会

２４インチ (５５)女子全員

優勝
準優勝
第3位

８’７４ 森 真奈美 清水ドリームサイクル
８’９７ 木村怜菜 行川一輪車チーム
９’４１ 寺前友乃華伊豆八岳一輪車クラブ

(５６)男子全員

優勝
準優勝
第3位

８’０２ 小林成輔
８’２２ 藤井壮也
８’２６ 白石 怜

清水ドリームサイクル
かまくら一輪車クラブ
江戸川一輪車クラブぴえろ

２４インチ

カンガルレース(５０Ｍ
２０インチ (４９)女子全員

ハンドルレース(５０Ｍ
２０インチ (５３)女子全員

多摩ニュータウン一輪車クラブ
ユニサイクルなぎさ
一輪車クラブさがみこ

