
団体名 氏名 年齢 ソロフリースタイル 合格数/応募数

伊勢原一輪車クラブ 前野　由里 9

新百合丘一輪車クラブ 下田　実來 11

佐賀県一輪車クラブ 吉谷　香音 12

ユニサイクルスマイル 北川　颯姫 12

佐賀県一輪車クラブ 森　鈴風 13

佐賀県一輪車クラブ 小林　遥佳 13

佐賀県一輪車クラブ 武富　彩 13

足立区一輪車連盟ブルーキャット 重徳　真子 13

豊田児童センター 西野　海羽 14

ユニサイクルスマイル 辻　夏芽 14

一輪車クラブひの 福原　千鶴 14

佐賀県一輪車クラブ 田中　麻依未 15

豊田児童センター 三浦　智絵 15

ユニサイクルスマイル 冨沢　瑠衣 15

一輪車クラブひの 渡利　萌 15

ユニサイクルAmi☆長泉 野島　円 15

静岡城内一輪車クラブ 太田　沙希 15

豊田児童センター 小山内　こころ 16

茅ヶ崎梅田めりーごーらんど 金田　知佳 16

浜松U.C.フライングカイト 今田　花琳 16

新百合丘一輪車クラブ 渡邊　風花 16

新百合丘一輪車クラブ 服部　祐佳 16

伊勢原一輪車クラブ 前野　はな 16

足立区一輪車連盟ブルーキャット 小山　楓 17

ユニサイクルスマイル 冨沢　愛里 17

内田(個人) 内田　碧 17

静岡城内一輪車クラブ 深津　真彩 17

ユニサイクルスマイル 辻　歩夏 18

ユニサイクルスマイル 桑野　凪彩 18

個人 鎌田　菜乃 19

静岡城内一輪車クラブ 長島　明歩 19

ユニサイクルなぎさ 若井美菜子 19

けやき台一輪車愛好会 島川　睦望 20

足立鹿浜一輪車クラブ 古谷　萌 20

足立鹿浜一輪車クラブ 福壽　美優 20

川崎渡田一輪車クラブ 斉藤　美佳 21

静岡城内一輪車クラブ 滝口　夏緒 21

一輪車クラブひの 浦島　彩音 24

ユニサイクルなぎさ 小沼　夏実 24

一輪車クラブひの 若林　あかね 26

一輪車クラブひの 浦島　桃子 27

川崎渡田一輪車クラブ 玉橋　美香 27

RAINBOW 一輪車クラブ 長濱　未奈子 31

予選
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UNICON20 ソロフリースタイル　応募状況（最終）

女子年齢別（15歳以上）

女子年齢別（14歳以下）

予選
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女子エキスパート落選者4名



団体名 氏名 年齢 ソロフリースタイル 合格数/応募数

UNICON20 ソロフリースタイル　応募状況（最終）

個人 石田　祐 26

ユニサイクルなぎさ 藤井　敬彦 25

川崎渡田一輪車クラブ 山口　智生 20

豊田児童センター 田中　伶旺 18

浜松積志ノースカイト 河合　嵩平 17

浜松U.C.フライングカイト 佐藤　颯星 15

茅ヶ崎梅田めりーごーらんど 阿部　祐菜 23

白百合保育園一輪車クラブ 薄田　澄子 21

川崎渡田一輪車クラブ 髙田　朝日 21

川崎渡田一輪車クラブ 菊池　彩純 20

静岡城内一輪車クラブ 吉本　奈生 19

白百合保育園一輪車クラブ 工藤　夕映 17

新百合丘一輪車クラブ 山本　聖華 16

松戸一輪車クラブＭＩＣ 木村　柊弥 19

船橋一輪車協会 久保田　一輝 19

遠野一輪車クラブ 菊池　紗樺 14

ドルフィン・リング 稲葉　幸希 14

ドルフィン・リング 稲葉　実歩 14

川崎渡田一輪車クラブ 山本　鈴夏 14

白百合保育園一輪車クラブ 川村　奏 14

川崎渡田一輪車クラブ 中森　夏惟 14

内田(個人) 内田　岬希 14

内田(個人) 内田　侑希 12

ユニサイクルなぎさ 峯井悠志 12

川崎渡田一輪車クラブ 長坂　綾 21

川崎渡田一輪車クラブ 小木　真由子 20

新百合丘一輪車クラブ 田上　絢子 24

男子年齢別

女子エキスパート（シード）

出場確定

出場確定

出場確定

出場確定

男子エキスパート

女子エキスパート

予選
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予選
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女子ジュニアエキスパート

男子ジュニアエキスパート



団体名 氏名1 年齢 氏名2 年齢 カテゴリー 備考

佐賀県一輪車クラブ 吉谷　香音 12 武富　彩 13

佐賀県一輪車クラブ 梅野　愛乃 13 津野未　羽 13

内田(個人) 内田　岬希 14 内田　侑希 12

一輪車クラブひの 渡利　萌 15 福原　千鶴 14

佐賀県一輪車クラブ 田中　麻依未 15 森　鈴風 13

川崎渡田一輪車クラブ 佐藤　蘭 15 芳賀　環 15

遠野一輪車クラブ 馬場　ひなた 16 菊池　紗樺 14

豊田児童センター 小山内　こころ 16 三浦　智絵 15

新百合丘一輪車クラブ 渡邊　風花 16 服部　祐佳 16

松戸一輪車クラブＭＩＣ 大川　愛理 17 根本　響子 16

足立区一輪車連盟ブルーキャット 小山　楓 17 重徳　真子 13

静岡城内一輪車クラブ 深津　真彩 17 太田　沙希 15

川崎渡田一輪車クラブ 田辺　梨恵 17 山本　鈴夏 14

ユニサイクルスマイル 冨沢　愛里 17 冨沢　瑠衣 15

ユニサイクルスマイル 辻　歩夏 18 辻　夏芽 14

松戸一輪車クラブＭＩＣ 木村　柊弥 19 木村　理子 19

船橋一輪車協会 久保田　一輝 19 内田　碧 17

ユニサイクルなぎさ 若井美菜子 19 峯井優穂 17

川崎渡田一輪車クラブ 宮澤　来実香 20 清水　美乙 18

足立鹿浜一輪車クラブ 古谷　萌 20 福壽　美優 20

茅ヶ崎梅田めりーごーらんど 阿部　祐菜 23 吉本　奈生 19

一輪車クラブひの 浦島　彩音 24 今井　勇太郎 25

一輪車クラブひの 浦島　桃子 27 若林　あかね 26

ドルフィン・リング 稲葉　幸希 14 稲葉　実歩 14 Jr.EX 出場確定

浜松U.C.フライングカイト 佐藤　颯星 15 今田　花琳 16

豊田児童センター 田中　伶旺 18 鎌田　菜乃 19

川崎渡田一輪車クラブ 菊池　彩純 20 髙田　朝日 21

川崎渡田一輪車クラブ 小木真由子 20 山口　智生 20

白百合保育園一輪車クラブ 薄田　澄子 21 工藤　夕映 17

新百合丘一輪車クラブ 田上　絢子 24 山本　聖華 16

川崎渡田一輪車クラブ 玉橋　美香 27 長坂　綾 21

※ペア演技（年齢別）については国別枠30組以内となりましたので予選はございません。

　ペアエキスパート落選者（1組）も年齢別として出場が可能です。

年齢別 出場確定

予選6/7EX

UNICON20　ペア　フリースタイル　応募状況（最終）



ジュニアSmall

SAGA  USC 佐賀県一輪車クラブ 出場確定

Small

Lupinus ユニサイクルスマイル

HINO 一輪車クラブひの

Sparkle 川崎渡田一輪車クラブ

Venus 新百合丘一輪車クラブ+足立鹿浜一輪車クラブ

Large

MIRACLE JAPAN 川崎渡田一輪車クラブ　他

Venus+Snow white 新百合丘一輪車クラブ+足立鹿浜一輪車クラブ

JONAI 静岡城内一輪車クラブ　他

Smile HINO ユニサイクルスマイル＋一輪車クラブひの

※Laregeカテゴリーにおいて万一出場辞退が出た場合は、予選で落選したグループを

　次点繰り上げとする可能性もございます。

UNICON20　グループ　フリースタイル　応募状況（最終）

予選

3/4

予選
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出場確定


