
第33回船橋市一輪車競技大会ランキング
順位 姓名 フリガナ 団体名 タイム ゼッケン 順位 姓名 フリガナ 団体名 タイム ゼッケン

2019/9/1

[400m年令別]
1レース 16インチ 男女 未就学児 2レース 16インチ 男 小学2年迄
1 位 大岡 拓実 オオオカ タクミ 清水ドリームサイクル 1'50''95 873 1 位 熊倉 鳳仁 クマクラ オウシ ユニサイクルちば 1'32''31 753

2 位 柳澤 香那 ヤナギサワ カナ 江戸川一輪車クラブぴえろ 1'55''80 830 2 位 縄田 大地 ナワタ ダイチ ユニサイクルちば 1'40''46 754

3 位 森山 弘大 モリヤマ コオ 松戸一輪車クラブMIC 2'11''81 906 3 位 小林 達規 コバヤシ タツノリ 多摩ニュータウン一輪車クラブ 1'46''73 832

3レース 16インチ 女 小学1年生 4レース 16インチ 女 小学2年生
1 位 櫻井 亜美 サクライ アミ 船橋市一輪車協会 2'02''57 701 1 位 久米 蕗子 クメ フキコ 清水ドリームサイクル 1'37''23 874

2 位 石塚 好葉 イシヅカ コノハ 篠崎一輪車クラブ 2'07''87 808 2 位 武田 彩夢 タケダ アヤム ミラクルチェリー 1'43''25 839

3 位 加持 彩音 カモチ アヤネ 多摩ニュータウン一輪車クラブ 2'38''52 831 3 位 河合 茉莉果 カワイ マリカ ユニサイクルちば 1'44''32 758

5レース 20インチ 男 小学6年生迄
1 位 舟槻 光惺 フナツキ コウセイ 川崎渡田一輪車クラブ 1'17''73 872

2 位 数山 瑛斗 カズヤマ エイト 御殿場一輪車サークル 1'17''86 886

3 位 加持 拓実 カモチ タクミ 多摩ニュータウン一輪車クラブ 1'19''16 833

6レース 20インチ 女 小学3年生 7レース 20インチ 女 小学4年生
1 位 須藤 彩希子 スドウ サキコ 篠崎一輪車クラブ 1'14''38 807 1 位 平野 希和 ヒラノ キワ かまくら一輪車クラブ 1'17''80 866

2 位 山口 亜祐美 ヤマグチ アユミ ミラクルチェリー 1'19''88 843 2 位 藤井 桃子 フジイ モモコ かまくら一輪車クラブ 1'18''65 861

3 位 高橋 菜月 タカハシ ナツキ ユニサイクルちば 1'24''85 761 3 位 増本 キララ マスモト キララ 藤沢北部一輪車クラブ 1'22''17 852

8レース 20インチ 女 小学5年生 9レース 20インチ 女 小学6年生
1 位 伊藤 彩月 イトウ サツキ 清水ドリームサイクル 1'13''51 875 1 位 小林 優和 コバヤシ ユウナ 藤沢北部一輪車クラブ 1'14''68 853

2 位 久保 妃莉 クボ ヒヨリ 篠崎一輪車クラブ 1'16''82 804 2 位 後藤 柚奈 ゴトウ ユズナ 御殿場一輪車サークル 1'14''95 888

3 位 大岡 愛海 オオオカ マナミ 清水ドリームサイクル 1'19''14 876 3 位 平野 優茉 ヒラノ ユマ かまくら一輪車クラブ 1'18''03 867

10レース 24インチ 男 小中高生 11レース 24インチ 女 小中高生
1 位 坂齋 綾介 バンサイ リョウスケ かまくら一輪車クラブ 1'00''74 858 1 位 齊藤 美月 サイトウ ミヅキ かまくら一輪車クラブ 1'02''28 865

2 位 平井 澪 ヒライ ミオ ユニサイクルAmi☆長泉 1'06''73 903

3 位 内田 碧 ウチダ アオイ 内田 1'06''89 854

12レース 24インチ 男 29才迄 13レース 24インチ 女 29才迄
1 位 後藤 槙壱 ゴトウ シンイチ さいたまユニサイクル 0'59''47 788 1 位 高田 朝日 タカダ アサヒ 川崎渡田一輪車クラブ 1'00''47 869

2 位 藤井 壮也 フジイ ソウヤ ユニサイクルなぎさ 1'00''06 815 2 位 石川 由美 イシカワ ユミ 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 1'02''58 902

3 位 藤井 敬彦 フジイ タカヒコ ユニサイクルなぎさ 1'06''63 913 3 位 坂齋 綾音 バンサイ アヤネ かまくら一輪車クラブ 1'04''30 857

14レース 24インチ 男 30才～49才迄 15レース 24インチ 女 30才以上
1 位 辻村 翔 ツジムラ ハジメ 1'05''67 914 1 位 小林 佐和子 コバヤシ サワコ 多摩ニュータウン一輪車クラブ 1'14''16 837

2 位 長田 規孝 オサダ ノリタカ 御殿場一輪車サークル 1'10''05 889 2 位 大岡 由貴栄 オオオカ ユキエ 清水ドリームサイクル 1'21''77 879

3 位 林 遼太郎 ハヤシ リュウタロウ ユニサイクルちば 1'31''32 912 3 位 伊藤 晴香 イトウ ハルカ 清水ドリームサイクル 1'23''17 878

16レース 24インチ 男 50才以上
1 位 後藤 尚只 ゴトウ ヨシタダ さいたまユニサイクル 1'14''33 789

2 位 植田 惠文 ウエタ シゲフミ 御殿場一輪車サークル 1'19''15 911

3 位 倉金 隆行 クラカネ タカユキ ユニサイクル清水隊 1'19''49 752



第33回船橋市一輪車競技大会ランキング
順位 姓名 フリガナ 団体名 タイム ゼッケン 順位 姓名 フリガナ 団体名 タイム ゼッケン

[1500m年令別]
17レース 20インチ 男 小学6年迄 18レース 20インチ 女 小学3年
1 位 内田 侑希 ウチダ ユウキ 内田 4'50''10 855 1 位 鈴木 燕青 スズキ エンセ かまくら一輪車クラブ 5'05''16 862

2 位 長田 篤昌 オサダ アツマサ 御殿場一輪車サークル 4'52''03 890 2 位 榎本 結衣 エノモト ユイ 篠崎一輪車クラブ 5'32''24 806

3 位 渡邉 龍也 ワタナベ リュウヤ 御殿場一輪車サークル 4'56''88 893 3 位 泰楽 夏希 タイラク ナツキ ユニサイクル清水隊 5'50''89 742

19レース 20インチ 女 小学4年 20レース 20インチ 女 小学5年
1 位 坂下 由佳 サカシタ ユカ 松戸一輪車クラブMIC 5'05''46 733 1 位 須藤 優希子 スドウ ユキコ 篠崎一輪車クラブ 5'02''04 801

2 位 石塚 好実 イシヅカ コノミ 篠崎一輪車クラブ 5'16''02 805 2 位 久米 爽子 クメ サワコ 清水ドリームサイクル 5'02''28 877

3 位 織本 悠愛 オリモト ユウナ 御殿場一輪車サークル 5'34''95 882 3 位 菅原 碧 スガハラ アオ 松戸一輪車クラブMIC 5'10''13 734

21レース 20インチ 女 小学6年 22レース 24インチ 男 小中高生
1 位 佐藤 輝 サトウ ヒカリ かまくら一輪車クラブ 4'46''29 863 1 位 高木 誠司 タカギ セイジ 浜松Ｕ．Ｃ．フライングカイト 4'17''01 900

2 位 川俣 美緒 カワマタ ミオ 江戸川一輪車クラブぴえろ 4'58''88 823 2 位 青木 俊祐 アオキ シュンスケ さいたまユニサイクル 4'30''55 790

3 位 飯塚 晴香 イイズカ ハルカ 御殿場一輪車サークル 5'03''60 892

23レース 24インチ 女 小中高生 24レース 24インチ 男 29才迄
1 位 廣井 望路歩 ヒロイ ノノア 松戸一輪車クラブMIC 4'25''92 740 1 位 久保田 一輝 クボタ カズキ 船橋市一輪車協会 4'19''02 715

2 位 久保田 彩未 クボタ アヤミ 船橋市一輪車協会 4'30''42 714 2 位 小林 悟武 コバヤシ サトム 船橋市一輪車協会 4'45''25 716

3 位 西原 萌栞 ニシハラ モエカ ユニサイクルちば 4'45''24 774

25レース 24インチ 女 29才迄 26レース 24インチ 男 30才～49才迄
1 位 中原 彩乃 ナカハラ アヤノ ユニサイクル土浦 5'25''72 795 1 位 高木 忠将 タカギ タダマサ 浜松Ｕ．Ｃ．フライングカイト 4'15''34 901

27レース 24インチ 女 30才以上 28レース 24インチ 男 50才以上
1 位 長濱 未奈子 ナガハマ ミナコ RAINBOW 一輪車クラブ 4'36''08 813 1 位 松澤 義久 マツザワ ヨシヒサ 川崎渡田一輪車クラブ 4'53''72 868

2 位 久米 千草 クメ チグサ 清水ドリームサイクル 5'24''19 880 2 位 郡司 親貞 グンジ チカサダ 篠崎一輪車クラブ 5'07''86 809

3 位 中原 篤子 ナカハラ アツコ ユニサイクル土浦 5'58''49 794 3 位 岡山 巧 オカヤマ タクミ ユニサイクル土浦 6'48''55 792

29レース 700C 男 30レース 700C 女
1 位 藤井 壮也 フジイ ソウヤ ユニサイクルなぎさ 3'47''26 815 1 位 糸日谷 真央 イトヒヤ マオ 篠崎一輪車クラブ 3'52''18 811

2 位 坂齋 綾介 バンサイ リョウスケ かまくら一輪車クラブ 3'48''57 858 2 位 石川 由美 イシカワ ユミ 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 3'59''56 902

3 位 久保田 一輝 クボタ カズキ 船橋市一輪車協会 3'49''55 715 3 位 中原 彩乃 ナカハラ アヤノ ユニサイクル土浦 4'00''17 795

2019/9/1



第33回船橋市一輪車競技大会ランキング
順位 姓名 フリガナ 団体名 タイム ゼッケン 順位 姓名 フリガナ 団体名 タイム ゼッケン
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[1500mファイナリスト]
20インチ 男 20インチ 女

1 位 内田 侑希 ウチダ ユウキ 内田 4'50''10 855 1 位 佐藤 輝 サトウ ヒカリ かまくら一輪車クラブ 4'46''29 863

2 位 長田 篤昌 オサダ アツマサ 御殿場一輪車サークル 4'52''03 890 2 位 川俣 美緒 カワマタ ミオ 江戸川一輪車クラブぴえろ 4'58''88 823

3 位 渡邉 龍也 ワタナベ リュウヤ 御殿場一輪車サークル 4'56''88 893 3 位 須藤 優希子 スドウ ユキコ 篠崎一輪車クラブ 5'02''04 801

24インチ 男 24インチ 女
1 位 高木 忠将 タカギ タダマサ 浜松Ｕ．Ｃ．フライングカイト 4'15''34 901 1 位 廣井 望路歩 ヒロイ ノノア 松戸一輪車クラブMIC 4'25''92 740

2 位 高木 誠司 タカギ セイジ 浜松Ｕ．Ｃ．フライングカイト 4'17''01 900 2 位 久保田 彩未 クボタ アヤミ 船橋市一輪車協会 4'30''42 714

3 位 久保田 一輝 クボタ カズキ 船橋市一輪車協会 4'19''02 715 3 位 長濱 未奈子 ナガハマ ミナコ RAINBOW 一輪車クラブ 4'36''08 813

700C 男 700C 女
1 位 藤井 壮也 フジイ ソウヤ ユニサイクルなぎさ 3'47''26 815 1 位 糸日谷 真央 イトヒヤ マオ 篠崎一輪車クラブ 3'52''18 811

2 位 坂齋 綾介 バンサイ リョウスケ かまくら一輪車クラブ 3'48''57 858 2 位 石川 由美 イシカワ ユミ 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 3'59''56 902

3 位 久保田 一輝 クボタ カズキ 船橋市一輪車協会 3'49''55 715 3 位 中原 彩乃 ナカハラ アヤノ ユニサイクル土浦 4'00''17 795

[400mファイナリスト]
31レース 16インチ 男 32レース 16インチ 女
1 位 熊倉 鳳仁 クマクラ オウシ ユニサイクルちば 1'33''31 753 1 位 久米 蕗子 クメ フキコ 清水ドリームサイクル 1'36''61 874

2 位 縄田 大地 ナワタ ダイチ ユニサイクルちば 1'40''74 754 2 位 武田 彩夢 タケダ アヤム ミラクルチェリー 1'41''30 839

2 位 田中 真仁 タナカ マヒト 御殿場一輪車サークル 1'40''74 908 3 位 河合 茉莉果 カワイ マリカ ユニサイクルちば 1'41''88 758

33レース 20インチ 男 34レース 20インチ 女
1 位 舟槻 光惺 フナツキ コウセイ 川崎渡田一輪車クラブ 1'16''99 872 1 位 伊藤 彩月 イトウ サツキ 清水ドリームサイクル 1'12''54 875

2 位 数山 瑛斗 カズヤマ エイト 御殿場一輪車サークル 1'17''61 886 2 位 小林 優和 コバヤシ ユウナ 藤沢北部一輪車クラブ 1'13''85 853

3 位 加持 拓実 カモチ タクミ 多摩ニュータウン一輪車クラブ 1'19''67 833 3 位 須藤 彩希子 スドウ サキコ 篠崎一輪車クラブ 1'13''93 807

4 位 石橋 翔太朗 イシバシ ショウタロウ ユニサイクルなぎさ 1'20''07 818 4 位 後藤 柚奈 ゴトウ ユズナ 御殿場一輪車サークル 1'14''26 888

35レース 24インチ 男 36レース 24インチ 女
1 位 後藤 槙壱 ゴトウ シンイチ さいたまユニサイクル 0'58''72 788 1 位 高田 朝日 タカダ アサヒ 川崎渡田一輪車クラブ 0'59''60 869

2 位 藤井 壮也 フジイ ソウヤ ユニサイクルなぎさ 1'00''66 815 2 位 齊藤 美月 サイトウ ミヅキ かまくら一輪車クラブ 1'01''53 865

3 位 坂齋 綾介 バンサイ リョウスケ かまくら一輪車クラブ 1'02''24 858 3 位 石川 由美 イシカワ ユミ 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 1'01''66 902
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2019/9/1

[100m年令別]
37レース 16インチ 男女 未就学児 38レース 16インチ 男 小学2年迄
1 位 大岡 拓実 オオオカ タクミ 清水ドリームサイクル 26''61 873 1 位 熊倉 鳳仁 クマクラ オウシ ユニサイクルちば 21''30 753

2 位 柳澤 香那 ヤナギサワ カナ 江戸川一輪車クラブぴえろ 28''29 830 2 位 織本 悠史 オリモト ハルト 御殿場一輪車サークル 23''29 881

3 位 森山 弘大 モリヤマ コオ 松戸一輪車クラブMIC 28''97 906 3 位 田中 真仁 タナカ マヒト 御殿場一輪車サークル 23''43 908

39レース 16インチ 女 小学1年生 40レース 16インチ 女 小学2年生
1 位 石塚 好葉 イシヅカ コノハ 篠崎一輪車クラブ 27''33 808 1 位 久米 蕗子 クメ フキコ 清水ドリームサイクル 22''36 874

2 位 櫻井 亜美 サクライ アミ 船橋市一輪車協会 30''01 701 2 位 石鉢 心愛 イシノハチ ミアイ ユニサイクルちば 22''38 757

3 位 伊藤 華 イトウ ハナ 御殿場一輪車サークル 30''84 885 3 位 武田 彩夢 タケダ アヤム ミラクルチェリー 23''48 839

41レース 20インチ 男 小学6年生迄
1 位 内田 侑希 ウチダ ユウキ 内田 15''35 855

2 位 長田 篤昌 オサダ アツマサ 御殿場一輪車サークル 15''68 890

3 位 渡邉 龍也 ワタナベ リュウヤ 御殿場一輪車サークル 17''12 893

42レース 20インチ 女 小学3年生 43レース 20インチ 女 小学4年生
1 位 須藤 彩希子 スドウ サキコ 篠崎一輪車クラブ 16''82 807 1 位 藤井 桃子 フジイ モモコ かまくら一輪車クラブ 18''50 861

2 位 鈴木 燕青 スズキ エンセ かまくら一輪車クラブ 16''89 862 2 位 平野 希和 ヒラノ キワ かまくら一輪車クラブ 18''57 866

3 位 山口 亜祐美 ヤマグチ アユミ ミラクルチェリー 18''73 843 3 位 萩原 渚沙 ハギワラ ナギサ かまくら一輪車クラブ 18''74 860

44レース 20インチ 女 小学5年生 45レース 20インチ 女 小学6年生
1 位 久保 妃莉 クボ ヒヨリ 篠崎一輪車クラブ 16''87 804 1 位 佐藤 輝 サトウ ヒカリ かまくら一輪車クラブ 16''97 863

2 位 伊藤 彩月 イトウ サツキ 清水ドリームサイクル 17''45 875 2 位 川俣 美緒 カワマタ ミオ 江戸川一輪車クラブぴえろ 17''21 823

3 位 須藤 優希子 スドウ ユキコ 篠崎一輪車クラブ 17''46 801 3 位 後藤 柚奈 ゴトウ ユズナ 御殿場一輪車サークル 17''28 888

46レース 24インチ 男 小中高生 47レース 24インチ 女 小中高生
1 位 坂齋 綾介 バンサイ リョウスケ かまくら一輪車クラブ 13''70 858 1 位 齊藤 美月 サイトウ ミヅキ かまくら一輪車クラブ 14''73 865

2 位 高木 誠司 タカギ セイジ 浜松Ｕ．Ｃ．フライングカイト 14''19 900 1 位 内田 碧 ウチダ アオイ 内田 14''73 854

3 位 青木 俊祐 アオキ シュンスケ さいたまユニサイクル 15''21 790 3 位 廣井 望路歩 ヒロイ ノノア 松戸一輪車クラブMIC 15''45 740

48レース 24インチ 男 29才迄 49レース 24インチ 女 29才迄
1 位 後藤 槙壱 ゴトウ シンイチ さいたまユニサイクル 13''04 788 1 位 高田 朝日 タカダ アサヒ 川崎渡田一輪車クラブ 14''08 869

2 位 藤井 壮也 フジイ ソウヤ ユニサイクルなぎさ 13''58 815 2 位 石川 由美 イシカワ ユミ 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 14''50 902

3 位 藤井 敬彦 フジイ タカヒコ ユニサイクルなぎさ 14''42 913 3 位 坂齋 綾音 バンサイ アヤネ かまくら一輪車クラブ 15''00 857

50レース 24インチ 男 30才～49才迄 51レース 24インチ 女 30才以上
1 位 高木 忠将 タカギ タダマサ 浜松Ｕ．Ｃ．フライングカイト 14''50 901 1 位 長濱 未奈子 ナガハマ ミナコ RAINBOW 一輪車クラブ 15''97 813

2 位 辻村 翔 ツジムラ ハジメ 15''52 914 2 位 小林 佐和子 コバヤシ サワコ 多摩ニュータウン一輪車クラブ 17''56 837

3 位 長田 規孝 オサダ ノリタカ 御殿場一輪車サークル 16''57 889 3 位 久米 千草 クメ チグサ 清水ドリームサイクル 19''05 880

52レース 24インチ 男 50才以上
1 位 後藤 尚只 ゴトウ ヨシタダ さいたまユニサイクル 16''58 789

2 位 倉金 隆行 クラカネ タカユキ ユニサイクル清水隊 18''50 752

3 位 植田 惠文 ウエタ シゲフミ 御殿場一輪車サークル 19''33 911

53レース 700C 男 54レース 700C 女
1 位 坂齋 綾介 バンサイ リョウスケ かまくら一輪車クラブ 12''54 858 1 位 石川 由美 イシカワ ユミ 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 13''51 902

2 位 後藤 槙壱 ゴトウ シンイチ さいたまユニサイクル 12''62 788 2 位 糸日谷 真央 イトヒヤ マオ 篠崎一輪車クラブ 13''71 811

3 位 久保田 一輝 クボタ カズキ 船橋市一輪車協会 13''15 715 3 位 郡司 望帆 グンジ ミホ 篠崎一輪車クラブ 13''84 810



第33回船橋市一輪車競技大会ランキング
順位 姓名 フリガナ 団体名 タイム ゼッケン 順位 姓名 フリガナ 団体名 タイム ゼッケン

2019/9/1

[ﾀｲﾔ乗りﾚｰｽ]
55レース 16インチ 男 56レース 16インチ 女
1 位 熊倉 鳳仁 クマクラ オウシ ユニサイクルちば 19''01 753 1 位 大渕 綾香 オオブチ アヤカ 松戸一輪車クラブMIC 20''72 724

2 位 岩間 一樹 イワマ カズキ ユニサイクルちば 21''41 755 2 位 武田 彩夢 タケダ アヤム ミラクルチェリー 20''74 839

3 位 宮村 双葉 ミヤムラ フタバ ミラクルチェリー 22''11 847

57レース 20インチ 男 58レース 20インチ 女
1 位 長田 篤昌 オサダ アツマサ 御殿場一輪車サークル 09''03 890 1 位 佐藤 輝 サトウ ヒカリ かまくら一輪車クラブ 09''08 863

2 位 峯井 悠志 ミネイ ヒサシ ユニサイクルなぎさ 10''82 817 2 位 伊藤 彩月 イトウ サツキ 清水ドリームサイクル 10''05 875

3 位 数山 瑛斗 カズヤマ エイト 御殿場一輪車サークル 12''52 886 3 位 藤井 桃子 フジイ モモコ かまくら一輪車クラブ 10''13 861

58レース 24インチ 男 60レース 24インチ 女
1 位 坂齋 綾介 バンサイ リョウスケ かまくら一輪車クラブ 07''10 858 1 位 坂齋 綾音 バンサイ アヤネ かまくら一輪車クラブ 07''29 857

2 位 後藤 槙壱 ゴトウ シンイチ さいたまユニサイクル 07''59 788 2 位 石川 由美 イシカワ ユミ 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 07''32 902

3 位 久保田 一輝 クボタ カズキ 船橋市一輪車協会 08''57 715 3 位 糸日谷 真央 イトヒヤ マオ 篠崎一輪車クラブ 07''43 811

[100mファイナリスト] 10 位 幸田 義郎 コウダ ヨシロウ 船橋市一輪車協会 35''66 720

61レース 16インチ 男 62レース 16インチ 女
1 位 熊倉 鳳仁 クマクラ オウシ ユニサイクルちば 21''42 753 1 位 久米 蕗子 クメ フキコ 清水ドリームサイクル 22''96 874

2 位 田中 真仁 タナカ マヒト 御殿場一輪車サークル 23''67 908 2 位 武田 彩夢 タケダ アヤム ミラクルチェリー 23''29 839

3 位 織本 悠史 オリモト ハルト 御殿場一輪車サークル 23''93 881 3 位 石鉢 心愛 イシノハチ ミアイ ユニサイクルちば 24''15 757

63レース 20インチ 男 64レース 20インチ 女
1 位 内田 侑希 ウチダ ユウキ 内田 15''35 855 1 位 須藤 優希子 スドウ ユキコ 篠崎一輪車クラブ 16''35 801

2 位 長田 篤昌 オサダ アツマサ 御殿場一輪車サークル 15''99 890 1 位 川俣 美緒 カワマタ ミオ 江戸川一輪車クラブぴえろ 16''35 823

3 位 渡邉 龍也 ワタナベ リュウヤ 御殿場一輪車サークル 16''96 893 3 位 佐藤 輝 サトウ ヒカリ かまくら一輪車クラブ 16''37 863

65レース 24インチ 男 66レース 24インチ 女
1 位 後藤 槙壱 ゴトウ シンイチ さいたまユニサイクル 13''19 788 1 位 高田 朝日 タカダ アサヒ 川崎渡田一輪車クラブ 13''66 869

2 位 藤井 壮也 フジイ ソウヤ ユニサイクルなぎさ 13''52 815 2 位 石川 由美 イシカワ ユミ 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 14''25 902

3 位 坂齋 綾介 バンサイ リョウスケ かまくら一輪車クラブ 13''81 858 3 位 齊藤 美月 サイトウ ミヅキ かまくら一輪車クラブ 14''38 865

67レース 700C 男 68レース 700C 女
1 位 坂齋 綾介 バンサイ リョウスケ かまくら一輪車クラブ 12''28 858 1 位 石川 由美 イシカワ ユミ 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 13''07 902

2 位 糸日谷 真央 イトヒヤ マオ 篠崎一輪車クラブ 13''48 811

3 位 郡司 望帆 グンジ ミホ 篠崎一輪車クラブ 13''62 810



団体対抗リレー 上段の表を"貼り付け"で"値"のみにした後、順位を記入する

（16インチ1名/20インチ2名/24インチ1名　400m×4人）
ﾘﾚｰ
ﾅﾝﾊﾞｰ タイム 団体名 4走者

69 1 位 5'23''46 松戸一輪車クラブMIC 大渕 綾香 廣井 望希羽 藤井 志織 廣井 望路歩

69 2 位 5'23''55 清水ドリームサイクル 久米 蕗子 伊藤 彩月 久米 爽子 大岡 由貴栄

69 3 位 5'29''55 ユニサイクルちば 熊倉 鳳仁 篠原 さくら 熊倉 苺来 西原 萌栞

69 4 位 5'34''38 御殿場一輪車サークル 田中 真仁 後藤 柚奈 渡邉 龍也 長田 篤昌

69 5 位 5'36''14 船橋市一輪車協会A 沼田 琴葉 工藤 緋 松本 笑瑚 久保田 一輝

69 6 位 5'42''36 かまくら一輪車クラブ 下窄 大樹 萩原 渚沙 平野 希和 坂齋 綾介

69 7 位 5'44''38 ミラクルチェリー 武田 彩夢 長野 悠里 武田 樹夏 宮村 花音

69 8 位 5'54''11 多摩ニュータウン一輪車クラブ 小林 達規 加持 拓実 北中 美花 小林 佐和子

69 9 位 6'10''92 篠崎一輪車クラブ 石塚 好葉 榎本 礼 石塚 好実 東田 夢芽奈

69 10 位 6'21''31 船橋市一輪車協会B 平岡 結依 小川 真宙 梅澤 杏夏 久保田 彩未

69 11 位 6'46''77 ユニサイクル清水隊 原田 和香那 岡 幸奈 石橋 紗月 倉金 美月

69 位
69 位
69 位
69 位
69 位

順位 1走者 2走者 3走者



ファイナリスト　総合ランキング　18回大会（2004年）より 2019/9/1
赤枠は大会新記録です（33回はフリナガがカタカナ表記になっています）

順位 姓名 フリガナ 団体名 タイム表示 大会 順位 姓名 フリガナ 団体名 タイム表示 大会

[100ｍスプリント]

１６インチ_男 １６インチ_女
1位 青木 心杜 あおき まなと 藤沢北部一輪車クラブ 19''90 27回 1位 水野 夏南 みずの なつな U．C．シューティングスター 18''91 23回
2位 古郡 輝 ふるごおり ひかる 一輪車クラブさがみこ 19''98 26回 2位 播磨 夏美 はりま なつみ 篠崎一輪車クラブ 19''41 18回
3位 望月 一希 もちづき かずき 篠崎一輪車クラブ 20''79 21回 3位 森山 友子 もりやま ともこ 品川リトル☆ジーニー 19''83 23回
4位 青木 心杜 あおき まなと 藤沢北部一輪車クラブ 20''83 26回 4位 望月 美沙 もちづき みさ 篠崎一輪車クラブ 19''92 18回
5位 郡司 健太郎 ぐんじ けんたろう 篠崎一輪車クラブ 20''89 19回 5位 柴田 麗美奈 しばた れみな 篠崎一輪車クラブ 20''08 18回
6位 内田 侑希 うちだ ゆうき 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 21''01 30回 6位 高橋 風花 たかはし ふうか 藤沢北部一輪車クラブ 20''39 27回
7位 熊倉 鳳仁 クマクラ オウシ ユニサイクルちば 21''42 33回 7位 古川 陽菜 ふるかわ ひな ユニサイクル清水隊 20''87 26回
8位 黒木 顕大 くろき けんだい 千葉ユニサイクルフレンド 22''58 20回 8位 鈴木 栞羅 すずき かんら かまくら一輪車クラブ 21''02 26回
9位 中村 和貴 なかむら かずき 篠崎一輪車クラブ 22''91 19回 9位 鈴木 漸々 すずき ざざ Sクラブ 21''38 23回
10位 小菅 馨 こすが かおる ユニサイクル清水隊 23''06 19回 10位 田村 ゆいか たむら ゆいか 川崎渡田一輪車クラブ 21''43 20回

２０インチ_男 ２０インチ_女
1位 内田 侑希 ウチダ ユウキ 内田 15''35 33回 1位 播磨 葉月 はりま はずき 篠崎一輪車クラブ 15''13 19回
2位 鈴木 圭介 すずき けいすけ 篠崎一輪車クラブ 15''60 20回 2位 山田 茜 やまだ あかね 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 15''60 19回
3位 長田 篤昌 オサダ アツマサ 御殿場一輪車サークル 15''99 33回 3位 水野 仁鼓 みずの にこ かまくら一輪車クラブ 15''75 26回
4位 山下 大貴 やました ひろき 篠崎一輪車クラブ 16''18 18回 4位 山田 茉鈴 やまだ まりん やまとくらぶ 15''77 22回
5位 藤井 壮也 ふじい そうや ユニサイクルなぎさ 16''24 23回 5位 佐野 愛梨 さの あいり 御殿場一輪車サークル 15''95 22回
6位 望月 一希 もちづき かずき 篠崎一輪車クラブ 16''39 23回 6位 加藤 博子 かとう ひろこ 江戸川一輪車クラブぴえろ 16''08 20回
7位 原 弦大 はら げんた 江戸川一輪車クラブぴえろ 16''51 26回 7位 上原 知世 うえはら ちよ 篠崎一輪車クラブ 16''19 18回
8位 高木 誠司 たかぎ せいじ T・O・P 16''55 30回 8位 望月 瞳 もちづき ひとみ 清水ドリームサイクル 16''26 27回
9位 水間 翔規 みずま しょうき 藤沢北部一輪車クラブ 16''62 30回 9位 寺澤 瑞香 てらさわ みずか 川崎渡田一輪車クラブ 16''31 22回
10位 矢澤 隼人 やざわ はやと 篠崎一輪車クラブ 16''64 20回 10位 須藤 優希子 スドウ ユキコ 篠崎一輪車クラブ 16''35 33回

10位 川俣 美緒 カワマタ ミオ 江戸川一輪車クラブぴえろ 16''35 33回

1 ページ ﾌｧｲﾅﾘｽﾄ総合ﾗﾝｷﾝｸﾞ



ファイナリスト　総合ランキング　18回大会（2004年）より 2019/9/1
赤枠は大会新記録です（33回はフリナガがカタカナ表記になっています）

順位 姓名 フリガナ 団体名 タイム表示 大会 順位 姓名 フリガナ 団体名 タイム表示 大会

２４インチ_男 ２４インチ_女
1位 小林 成輔 こばやし せいすけ 多摩ニュータウン一輪車クラブ 12''93 22回 1位 高田 朝日 タカダ アサヒ 川崎渡田一輪車クラブ 13''66 33回
2位 岡山 洋明 おかやま ひろあき ユニサイクル土浦 13''10 22回 2位 佐藤 彩香 さとう あやか 藤沢北部一輪車クラブ 13''68 23回
3位 後藤 槙壱 ゴトウ シンイチ さいたまユニサイクル 13''19 33回 3位 矢澤 沙織 やざわ さおり 江戸川一輪車クラブぴえろ 13''81 23回
4位 鈴木 圭介 すずき けいすけ 篠崎一輪車クラブ 13''30 23回 4位 大類 朱葉 おおるい あやは 江戸川一輪車クラブぴえろ 13''94 22回
5位 藤井 壮也 フジイ ソウヤ ユニサイクルなぎさ 13''52 33回 5位 坂齋 綾音 ばんさい あやね かまくら一輪車クラブ 14''08 30回
6位 瀬戸 将貴 せと まさたか U．C．シューティングスター 13''56 22回 6位 石川 由美 いしかわ ゆみ 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 14''16 32回
7位 庄司 海渡 しょうじ かいと 伊勢原一輪車クラブ 13''62 26回 7位 関根 愛海 せきね まなみ 伊勢原一輪車クラブ 14''18 30回
8位 岡山 将一 おかやま しょういち ユニサイクル土浦 13''63 31回 8位 山田 茉鈴 やまだ まりん 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 14''22 27回
9位 坂齋 綾介 バンサイ リョウスケ かまくら一輪車クラブ 13''81 33回 9位 矢澤 葉月 やざわ はずき 篠崎一輪車クラブ 14''33 21回
10位 竹内 辰也 たけうち たつや 行川一輪車チーム 13''92 27回 9位 小澤 舞 おざわ まい 相模野一輪車クラブ 14''33 22回

700C_男 700C_女
1位 岡山 将一 おかやま しょういち ユニサイクル土浦 11''77 22回 1位 山田 茉鈴 やまだ まりん 茅ヶ崎一輪車クラブ湘南支部 12''71 26回
2位 岡山 洋明 おかやま ひろあき ユニサイクル土浦 11''96 22回 2位 郡司 望帆 ぐんじ みほ 篠崎一輪車クラブ 13''06 22回
3位 瀬戸 将貴 せと まさたか U．C．シューティングスター 12''13 23回 3位 石川 由美 イシカワ ユミ 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 13''07 33回
4位 坂齋 綾介 バンサイ リョウスケ かまくら一輪車クラブ 12''28 33回 4位 瀬戸 澪奈 せと れいな U．C．シューティングスター 13''44 22回
5位 庄司 海渡 しょうじ かいと 伊勢原一輪車クラブ 12''35 26回 5位 糸日谷 真央 いとひや まお 篠崎一輪車クラブ 13''46 30回
6位 鈴木 勝巳 すずき かつみ 平塚一輪車協会 12''39 22回 6位 坂齋 綾音 ばんさい あやね かまくら一輪車クラブ 13''49 30回
7位 藤井 敬彦 ふじい たかひこ ユニサイクルなぎさ 12''69 26回 7位 石腰 早紀 いしこし さき 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 13''61 22回
8位 藤井 壮也 ふじい そうや ユニサイクルなぎさ 12''80 26回 8位 中原 実央 ナカハラ ミオ ユニサイクル土浦 14''12 33回
9位 坂齋 綾介 ばんさい りょうすけ かまくら一輪車クラブ 13''27 31回 9位 中原 彩乃 ナカハラ アヤノ ユニサイクル土浦 14''19 33回
10位 菅原 裕太 すがわら ゆうた 三島一輪車走ろう会 13''61 20回 10位 神戸 淳那 かんべ じゅんな 清水ドリームサイクル 14''21 24回

2 ページ ﾌｧｲﾅﾘｽﾄ総合ﾗﾝｷﾝｸﾞ



ファイナリスト　総合ランキング　18回大会（2004年）より 2019/9/1
赤枠は大会新記録です（33回はフリナガがカタカナ表記になっています）

順位 姓名 フリガナ 団体名 タイム表示 大会 順位 姓名 フリガナ 団体名 タイム表示 大会

[400ｍスプリント]

１６インチ_男 １６インチ_女
1位 郡司 健太郎 ぐんじ けんたろう 篠崎一輪車クラブ 1'28''32 19回 1位 播磨 夏美 はりま なつみ 篠崎一輪車クラブ 1'22''89 18回
2位 青木 心杜 あおき まなと 藤沢北部一輪車クラブ 1'28''71 27回 2位 水野 夏南 みずの なつな U．C．シューティングスター 1'25''40 23回
3位 望月 一希 もちづき かずき 篠崎一輪車クラブ 1'31''73 21回 3位 望月 美沙 もちづき みさ 篠崎一輪車クラブ 1'27''28 18回
4位 千田 純輝 ちだ よしき ユニサイクルファミリー小田 1'31''80 23回 4位 柴田 麗美奈 しばた れみな 篠崎一輪車クラブ 1'27''63 18回
5位 熊倉 鳳仁 クマクラ オウシ ユニサイクルちば 1'33''31 33回 5位 森山 友子 もりやま ともこ 品川リトル☆ジーニー 1'27''80 23回
6位 古郡 輝 ふるごおり ひかる 一輪車クラブさがみこ 1'33''39 26回 6位 田村 ゆいか たむら ゆいか 川崎渡田一輪車クラブ 1'28''19 21回
7位 内田 侑希 うちだ ゆうき 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 1'33''74 30回 7位 山田 季樹 やまだ きき 清水ドリームサイクル 1'28''93 23回
8位 木村 圭佑 きむら けいすけ ユニサイクルなぎさ 1'36''21 25回 8位 羽入 ほのか はにゅう ほのか 篠崎一輪車クラブ 1'29''97 21回
9位 中村 和貴 なかむら かずき 篠崎一輪車クラブ 1'36''41 19回 9位 佐野 愛梨 さの あいり 御殿場一輪車サークル 1'30''72 19回
10位 小菅 馨 こすが かおる ユニサイクル清水隊 1'36''62 19回 10位 矢澤 未羽 やざわ みう 篠崎一輪車クラブ 1'31''39 19回

２０インチ_男 ２０インチ_女
1位 内田 侑希 うちだ ゆうき 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 1'10''68 32回 1位 石山 穂澄美 いしやま ほずみ 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 1'07''72 32回
2位 神戸 駿地 かんべ しゅんじ 清水ドリームサイクル 1'11''05 24回 2位 鈴木 旺子 すずき おこ かまくら一輪車クラブ 1'09''17 25回
3位 長田 篤昌 おさだ あつまさ 御殿場一輪車サークル 1'12''69 32回 3位 加藤 博子 かとう ひろこ 江戸川一輪車クラブぴえろ 1'09''61 20回
4位 庄司 海渡 しょうじ かいと 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 1'12''91 18回 4位 日向 菜々子 ひゅうが ななこ ユニサイクルちば 1'09''75 27回
5位 水間 翔規 みずま しょうき 藤沢北部一輪車クラブ 1'13''18 31回 5位 水野 仁鼓 みずの にこ かまくら一輪車クラブ 1'09''89 25回
6位 原 弦大 はら げんた 江戸川一輪車クラブぴえろ 1'13''19 27回 6位 赤羽 芹香 あかば せりか 清水ドリームサイクル 1'10''30 27回
7位 望月 一希 もちづき かずき 篠崎一輪車クラブ 1'14''01 23回 7位 山田 茜 やまだ あかね 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 1'10''38 19回
8位 古郡 輝 ふるごおり ひかる 一輪車クラブさがみこ 1'14''27 27回 8位 水野 仁鼓 みずの にこ かまくら一輪車クラブ 1'10''46 26回
9位 内山 恵太 うちやま けいた UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI 1'14''59 27回 9位 林 桃香 はやし ももか UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI 1'10''52 25回
10位 高山 和也 たかやま かずや 清水ドリームサイクル 1'14''85 23回 10位 松田 悠 まつだ はるか 川崎渡田一輪車クラブ 1'10''79 19回

２４インチ_男 ２４インチ_女
1位 小林 成輔 こばやし せいすけ 多摩ニュータウン一輪車クラブ 57''47 22回 1位 高田 朝日 タカダ アサヒ 川崎渡田一輪車クラブ 59''60 33回
2位 鈴木 圭介 すずき けいすけ 篠崎一輪車クラブ 57''61 24回 2位 佐藤 彩香 さとう あやか 伊勢原一輪車クラブ 59''73 32回
3位 鈴木 勝巳 すずき かつみ 平塚一輪車協会 57''81 22回 3位 大類 朱葉 おおるい あやは 江戸川一輪車クラブぴえろ 59''77 23回
4位 瀬戸 将貴 せと まさたか U．C．シューティングスター 57''94 23回 4位 矢澤 夏美 やざわ なつみ 江戸川一輪車クラブぴえろ 59''81 23回
5位 後藤 槙壱 ゴトウ シンイチ さいたまユニサイクル 58''72 33回 5位 石川 由美 いしかわ ゆみ 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 1'00''41 32回
6位 鈴木 裕太 すずき ゆうた 安東児童館 58''77 18回 6位 関根 愛海 せきね まなみ 伊勢原一輪車クラブ 1'00''46 27回
7位 庄司 海渡 しょうじ かいと 伊勢原一輪車クラブ 59''14 26回 7位 鈴木 旺子 すずき おこ かまくら一輪車クラブ 1'00''56 27回
8位 岡山 洋明 おかやま ひろあき ユニサイクル土浦 59''16 19回 8位 齊藤 美月 サイトウ ミヅキ かまくら一輪車クラブ 1'01''53 33回
9位 高津 周平 たかつ しゅうへい ユニサイクル土浦 59''57 18回 9位 山下 恭子 やました きょうこ 篠崎一輪車クラブ 1'01''94 19回
10位 岡山 将一 おかやま しょういち ユニサイクル土浦 59''59 19回 10位 坂齋 綾音 ばんさい あやね かまくら一輪車クラブ 1'02''10 31回
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ファイナリスト　総合ランキング　18回大会（2004年）より 2019/9/1
赤枠は大会新記録です（33回はフリナガがカタカナ表記になっています）

順位 姓名 フリガナ 団体名 タイム表示 大会 順位 姓名 フリガナ 団体名 タイム表示 大会

[1500ｍ中距離]

２０インチ_男 ２０インチ_女
1位 鈴木 圭介 すずき けいすけ 篠崎一輪車クラブ 4'42''99 18回 1位 寺田 聖令菜 てらだ せれな U・Cシューティングスター 4'36''53 18回
2位 山下 大貴 やました ひろき 篠崎一輪車クラブ 4'43''24 18回 2位 播磨 葉月 はりま はずき 篠崎一輪車クラブ 4'42''22 19回
3位 矢澤 隼人 やざわ はやと 篠崎一輪車クラブ 4'47''11 20回 3位 播磨 夏美 はりま なつみ 篠崎一輪車クラブ 4'42''67 19回
4位 藤井 壮也 ふじい そうや ユニサイクルなぎさ 4'49''93 23回 4位 斉藤 舞 さいとう まい 相模野一輪車クラブ 4'43''38 23回
5位 内田 侑希 ウチダ ユウキ 内田 4'50''10 33回 5位 糸日谷 真央 いとひや まお 篠崎一輪車クラブ 4'43''85 18回
6位 長田 篤昌 オサダ アツマサ 御殿場一輪車サークル 4'52''03 33回 5位 鈴木 梨子 すずき りこ 相模野一輪車クラブ 4'43''85 23回
7位 郡司 健太郎 ぐんじ けんたろう 篠崎一輪車クラブ 4'52''62 20回 7位 武田 深玖 たけだ みく Sクラブ 4'44''39 24回
8位 黒木 顕大 くろき けんだい ユニサイクルちば 4'53''64 24回 8位 濱田 里穂 はまだ りほ Sクラブ 4'44''40 24回
9位 久保田 一輝 くぼた かずき 船橋市一輪車協会（二宮小学校） 4'53''77 26回 9位 松木 明日香 まつき あすか U．C．シューティングスター 4'44''76 22回
10位 松木 優 まつき すぐる U．C．シューティングスター 4'54''72 23回 10位 石久保 ひかる いしくぼ ひかる ユニサイクルちば 4'45''25 26回

２４インチ_男 ２４インチ_女
1位 菅原 裕太 すがわら ゆうた 三島一輪車走ろう会 4'03''23 21回 1位 寺田 愛里紗 てらだ ありさ U・Cシューティングスター 4'07''61 18回
2位 小林 成輔 こばやし せいすけ 多摩ニュータウン一輪車クラブ 4'07''74 24回 2位 矢澤 沙織 やざわ さおり 篠崎一輪車クラブ 4'13''98 18回
3位 鈴木 勝巳 すずき かつみ 安東児童館 4'09''56 18回 3位 山下 美晴 やました みはる ユニサイクルちば 4'18''29 31回
4位 熊谷 陽太 くまがい ようた 相模野一輪車クラブ 4'12''52 22回 4位 長濱 未奈子 ながはま みなこ RAINBOW 一輪車クラブ 4'19''42 31回
5位 岡山 洋明 おかやま ひろあき ユニサイクル土浦 4'14''53 27回 5位 水間 萌恵夏 みずま もえか 藤沢北部一輪車クラブ 4'21''04 31回
6位 高木 忠将 タカギ タダマサ 浜松Ｕ．Ｃ．フライングカイト 4'15''34 33回 6位 小澤 舞 おざわ まい 相模野一輪車クラブ 4'21''27 19回
7位 須山 直人 すやま なおと ユニサイクル土浦 4'15''66 19回 7位 高橋 ありさ たかはし ありさ 船橋市一輪車協会 4'21''58 31回
8位 高木 誠司 タカギ セイジ 浜松Ｕ．Ｃ．フライングカイト 4'17''01 33回 8位 矢澤 葉月 やざわ はずき 篠崎一輪車クラブ 4'22''63 20回
9位 藤井 壮也 ふじい そうや ユニサイクルなぎさ 4'17''62 26回 9位 大類 花純 おおるい かずみ 江戸川一輪車クラブぴえろ 4'23''52 23回
10位 寺田 覚 てらだ さとる U・Cシューティングスター 4'17''93 18回 10位 森 真奈美 もり まなみ 清水ドリームサイクル 4'24''17 23回

700C_男 700C_女
1位 菅原 裕太 すがわら ゆうた 三島一輪車走ろう会 3'10''57 21回 1位 瀬戸 澪奈 せと れいな U．C．シューティングスター 3'33''04 22回
2位 藤井 壮也 ふじい そうや ユニサイクルなぎさ 3'25''19 24回 2位 森 真奈美 もり まなみ 清水ドリームサイクル 3'36''57 23回
3位 藤井 敬彦 ふじい たかひこ ユニサイクルなぎさ 3'25''23 24回 3位 糸日谷 真央 いとひや まお 篠崎一輪車クラブ 3'39''86 24回
4位 瀬戸 将貴 せと まさたか U．C．シューティングスター 3'34''83 23回 4位 神戸 淳那 かんべ じゅんな 清水ドリームサイクル 3'41''68 23回
5位 岡山 洋明 おかやま ひろあき ユニサイクル土浦 3'37''30 27回 5位 郡司 望帆 ぐんじ みほ 篠崎一輪車クラブ 3'43''61 22回
6位 庄司 海渡 しょうじ かいと 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 3'43''73 23回 6位 石腰 早紀 いしこし さき 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 3'43''81 22回
7位 坂齋 綾介 ばんさい りょうすけ かまくら一輪車クラブ 3'44''23 31回 7位 山田 麻由実 やまだ まゆみ 清水ドリームサイクル 3'49''94 24回
8位 久保田 一輝 くぼた かずき 船橋市一輪車協会 3'44''44 31回 8位 小松 七海 こまつ なみ 清水ドリームサイクル 3'51''48 27回
9位 辻村 翔 つじむら はじめ やまとくらぶ 3'44''61 20回 9位 山田 茉鈴 やまだ まりん 茅ヶ崎一輪車クラブ湘南支部 3'53''29 26回
10位 岡山 将一 おかやま しょういち ユニサイクル土浦 3'45''16 21回 10位 長濱 未奈子 ながはま みなこ RAINBOW 一輪車クラブ 3'54''32 31回
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