
団体名 選手名 選手名ﾖﾐ 大会年齢/学年 性別 フル ハーフ 10ｋｍ 5ｋｍ 700Ｃ

Ｕ．Ｃ．シューティングスター 瀬戸　澪奈 セト　レイナ 20 女 10km

Ｕ．Ｃ．シューティングスター 岡田　真理奈 オカダ　マリナ 15 女 Half

Ｕ．Ｃ．シューティングスター 遠藤　風生 エンドウ　フウ 中1 女 Half

Ｕ．Ｃ．シューティングスター 野島　渚 ノジマ　ナギサ 中1 男 Half

Ｕ．Ｃ．シューティングスター 持田　葵衣 モチダ　アオイ 小6 女 Full

Ｕ．Ｃ．シューティングスター 加藤　陽香 カトウ　ハルカ 小5 女 Full

Ｕ．Ｃ．シューティングスター 大川　真佑 オオカワ　マユ 小5 女 Full

Ｕ．Ｃ．シューティングスター 大川　美佑 オオカワ　ミユ 小5 女 Full

Ｕ．Ｃ．シューティングスター 野島　円 ノジマ　ツブラ 小4 女 Full

Ｕ．Ｃ．シューティングスター 遠藤　真風 エンドウ　マカ 小3 女 Full

Ｕ．Ｃ．シューティングスター 武富　葉月 タケトミ　ハツキ 小3 女 10km

ユニサイクルなぎさ 藤井　敬彦 フジイ　タカヒコ 19 男 Half

ユニサイクルなぎさ 藤井　壮也 フジイ　ソウヤ 17 男 Half

ユニサイクルなぎさ 渡邊　梓沙 ワタナベ　アズサ 中1 女 Half

ユニサイクルなぎさ 石橋　翔太朗 イシバシ　ショウタロウ 小1 男 5km

ユニサイクルなぎさ 石橋　紬 イシバシ　ツムギ 未就学 女 5km

ユニサイクルなぎさ 佐古　萌々花 サコ　モモカ 小3 女 Half

ユニサイクルなぎさ 佐古　琉希 サコ　リュウキ 小1 男 10km

ユニサイクルなぎさ 米本　雛 ヨネモト　ヒナ 小6 女 Half

ユニサイクルなぎさ 米本　萌 ヨネモト　モエ 小4 女 Half

ユニサイクルなぎさ 米本　蒼空 ヨネモト　ソラ 未就学 男 5km

ユニサイクルなぎさ 峯井　優穂 ミネイ　ユウホ 小6 女 Half

ユニサイクルなぎさ 峯井　愛寧 ミネイ　アヤネ 小4 女 5km

ユニサイクルなぎさ 峯井　悠志 ミネイ　ヒサシ 小1 男 5km

ユニサイクルなぎさ 高橋　吾宇 タカハシ　ゴウ 16 男 Half

ユニサイクルなぎさ 木村　智史貴 キムラ　トシキ 15 男 Half

ユニサイクルなぎさ 木村　杏紬希 キムラ　アヅキ 23 女 Full

やまとくらぶ 米倉　政治 ヨネクラ　マサハル 48 男 10km

伊勢原一輪車クラブ 関根　愛海 セキネマナミ 16 女 Half

豆ぞうクラブ 古代 宙 フルヨ ソラ 中1 女 Full

豆ぞうクラブ 高木 結夢 タカギ ユユ 小6 女 Full

豆ぞうクラブ 鈴木 悠菜 スズキ ユナ 小6 女 Half

豆ぞうクラブ 高橋 はる花 タカハシ ハルカ 小6 女 Half

豆ぞうクラブ 斉藤 結夢 サイトウ ユメ 小6 女 Full

豆ぞうクラブ 鈴木 拓実 スズキ タクミ 小4 男 Half

豆ぞうクラブ 萩坂 彩乃 ハギサカ アヤナ 小3 女 Half

豆ぞうクラブ 伊代野 真鈴 イヨノ マリン 小3 女 10km

豆ぞうクラブ 稲葉 実歩 イナバ ミホ 小2 女 Half

豆ぞうクラブ 稲葉 幸希 イナバ サキ 小2 女 Half

豆ぞうクラブ 土屋 沙織 ツチヤ サオリ 小2 女 10km

豆ぞうクラブ 古代 心 フルヨ ミミ 小2 女 10km

豆ぞうクラブ 伊代野 真愛 イヨノ マナカ 小2 女 10km

茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 大谷　東代 オオタニ７ハルヨ 23 女 Half

御殿場一輪車サークル 植田　恵文 ｳｴﾀ ｼｹﾞﾌﾐ 62 男 10km

御殿場一輪車サークル 野間  紗妃 ノマ  サキ 小5 女 10km

御殿場一輪車サークル 峰松　恵那 ミネマツ　エナ 小4 女 10km

御殿場一輪車サークル 渡邊　実優 ワタナベ　ミユウ 小3 女 10km

御殿場一輪車サークル 長田　花奈 ｵｻﾀﾞ ﾊﾅ 小3 女 5km

御殿場一輪車サークル 増田 優奈 マスダ ユウナ 小3 女 5km

御殿場一輪車サークル 野間 舞音 ﾉﾏ ﾏｵ 小2 女 5km

御殿場一輪車サークル 飯塚　晴香 イイズカ　ハルカ 小1 女 5km

篠崎一輪車クラブ 山下　智 ヤマシタ　サトシ 58 男 Half

篠崎一輪車クラブ 山下　玲子 ヤマシタ　レイコ 51 女 Half

焼津一輪車クラブ 石川　絵理 イシカワ　エリ 19 女 Half

焼津一輪車クラブ 谷口　絢音 タニグチ　アヤネ 16 女 Half

焼津一輪車クラブ 内木　愛里 ナイキ　アイリ 15 女 Half

焼津一輪車クラブ 松下　萌華 マツシタ　モエカ 中2 女 Full

焼津一輪車クラブ 松下　真華 マツシタ　マナカ 中1 女 Half

焼津一輪車クラブ 大石　陽菜 オオイシ　ハルナ 小5 女 Full

焼津一輪車クラブ 八島　愛花 ヤシマ　アイカ 小5 女 Full

焼津一輪車クラブ 増田　寿美 マスダ　コトミ 小4 女 Half

焼津一輪車クラブ 滝　美結 タキ　ミユ 小4 女 Half

焼津一輪車クラブ 青島　芽生 アオシマ　メイ 小4 女 10km



焼津一輪車クラブ 八島　凜花 ヤシマ　リンカ 小3 女 Half

焼津一輪車クラブ 増田　菜姫 マスダ　ナツキ 小3 女 Half

焼津一輪車クラブ 鶴見　百音 ツルミ　モモネ 小2 女 10km

焼津一輪車クラブ 松永　ひなた マツナガ　ヒナタ 小2 女 10km

焼津一輪車クラブ 羽畑　祐希 ウハタ　ユウキ 小2 女 10km

焼津一輪車クラブ 加藤　志依 カトウ　シイ 小１ 女 5km

焼津一輪車クラブ 遠藤　優一 エンドウ　ユウイチ 小6 男 Full

新潟県妻有一輪車協会 小杉　健太 コスギ　ケンタ 26 男 Half

新潟県妻有一輪車協会 瀧沢　美紗那 タキザワ　ミサナ 小４ 女 Half

新潟県妻有一輪車協会 小杉　沙矢香 コスギ　サヤカ 22 女 Half

清水ファイターズ 藤本　空来 フジモト　ソラ 小5 女 Half

清水ファイターズ 平岩　圭 ヒライワ　ケイ 小5 女 Half

清水ファイターズ 堀　友有菜 ホリ　ユウナ 小5 女 10km

清水ファイターズ 青木　小春 アオキ　コハル 小4 女 10km

清水ファイターズ 浜田　りりい ハマダ　リリイ 小4 女 5km

清水ファイターズ 堀　航太朗 ホリ　コウタロウ 小3 男 5km

清水ファイターズ 青木　克斗 アオキ　ヨシト 小2 男 5km

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 石川　由美 イシカワ　ユミ 18 女 700C

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 古田　美夕 フルタ　ミユウ 15 女 700C

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 今戸　英恵 イマド　ハナエ 小6 女 Full

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 岩井　雅充 イワイ　マサミチ 小5 男 Full

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 塩澤　日和 シオザワ　ヒヨリ 小5 女 Full

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 鈴木　まい スズキ　マイ 小5 女 Full

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 山崎　真江 ヤマザキ　マエ 小5 女 Full

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 田中　夏希 タナカ　ナツキ 小4 女 Half

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 青木　美咲 アオキ　ミサキ 小4 女 Half

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 佐野　心海 サノ　ココミ 小4 女 Half

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 宮原　千咲 ミヤハラ　チサキ 小3 女 10km

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 岩井　清香 イワイ　サヤカ 小1 女 10km

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 青木　夢月 アオキ　ユヅキ 未就学 女 10km

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 佐野　百花 サノ　モモカ 未就学 女 10km

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 森山　秋一 モリヤマ　シュウイチ 未就学 男 10km

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 田中　冬馬 タナカ　トウマ 中1 男 Half

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 小川　廣 オガワ　ヒロシ 65 男 Full

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 市川　享利 イチカワ　アツトシ 53 男 Half

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 石川　好隆 イシカワ　ヨシタカ 54 男 Full

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 今戸　伴子 イマド　トモコ 38 女 Half

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 岩井　紀充 イワイ　ノリミチ 41 男 Half

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 田中　孝佳 タナカ　タカヨシ 40 男 10km

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 青木　一洋 アオキ　カズヒロ 39 男 Half

静岡城内一輪車クラブ 片山　留理子 カタヤマ　ルリコ 20 女 700C

静岡城内一輪車クラブ 山本　夏夢 ヤマモト　ナツメ 17 女 Half

静岡城内一輪車クラブ 堀池　美有 ホリイケ　ミユ 16 女 Half

静岡城内一輪車クラブ 長坂　綾 ナガサカ　アヤ 16 女 Full

静岡城内一輪車クラブ 山本　珠暉 ヤマモト　タマキ 中3 女 10km

静岡城内一輪車クラブ 長坂　亮 ナガサカ　リョウ 中2 男 Half

静岡城内一輪車クラブ 金井　優 カナイ　ユウ 中2 女 10km

静岡城内一輪車クラブ 杉本　紗亜弥 スギモト　サアヤ 中2 女 10km

静岡城内一輪車クラブ 築山　友姫 ツキヤマ　ユキ 中2 女 Full

静岡城内一輪車クラブ 小山　紗季 コヤマ　サキ 中2 女 Half

静岡城内一輪車クラブ 榊　優衣 サカキ　ユイ 中2 女 Half

静岡城内一輪車クラブ 長谷川　紗希 ハセガワ　サキ 中2 女 Half

静岡城内一輪車クラブ 榊　広翔 サカキ　ヒロト 中2 男 10km

静岡城内一輪車クラブ 太田　結菜 オオタ　ユナ 中1 女 Half

静岡城内一輪車クラブ 市川　ひより イチカワ　ヒヨリ 小6 女 Full

静岡城内一輪車クラブ 八木　泉咲 ヤギ　ミサキ 小6 女 Half

静岡城内一輪車クラブ 山本　佳凜 ヤマモト　カリン 小6 女 Full

静岡城内一輪車クラブ 漆畑　美南海 ウルシバタ　ミナミ 小6 女 Full

静岡城内一輪車クラブ 大橋　知紗子 オオハシ　チサコ 小6 女 Full

静岡城内一輪車クラブ 橋元　優奈 ハシモト　ユウナ 小6 女 Full

静岡城内一輪車クラブ 杉本　海彩希 スギモト　ミサキ 小5 女 Full

静岡城内一輪車クラブ 山田　唯菜 ヤマダ　ユイナ 小5 女 Full

静岡城内一輪車クラブ 八木　杏彩 ヤギ　アリサ 小4 女 Half

静岡城内一輪車クラブ 金井　飛翼 カナイ　ツバサ 小4 男 Full



静岡城内一輪車クラブ 長谷川　莉帆 ハセガワ　リホ 小4 女 Half

静岡城内一輪車クラブ 浜田　悠亜 ハマダ　ハルア 小4 女 10km

静岡城内一輪車クラブ 大橋　佳那子 オオハシ　カナコ 小4 女 Half

静岡城内一輪車クラブ 橋元　伶奈 ハシモト　レイナ 小4 女 Half

静岡城内一輪車クラブ 仙洞田　葉月 センドウダ　ハヅキ 小4 女 10km

静岡城内一輪車クラブ 鈴木　智子 スズキ　トモコ 小4 女 Full

静岡城内一輪車クラブ 太田　沙希 オオタ　サキ 小3 女 Half

静岡城内一輪車クラブ 仙洞田　長月 センドウダ　ナヅキ 小3 女 10km

静岡城内一輪車クラブ 築山　亜弥 ツキヤマ　アミ 小2 女 Half

静岡城内一輪車クラブ 太田　もえ オオタ　モエ 未就学 女 5km

静岡城内一輪車クラブ 大橋　茉央子 オオハシ　マオコ 未就学 女 5km

静岡城内一輪車クラブ 長坂　尚武 ナガサカ　ナオタケ 43 男 Full

静岡城内一輪車クラブ 伴野　朱音 トモノ　アカネ 小3 女 5km

川崎渡田一輪車クラブ 松澤　義久 マツザワ　ヨシヒサ 57 男 700C

川崎渡田一輪車クラブ 佐藤　真尋 サトウ　マヒロ 小6 女 Half

川崎渡田一輪車クラブ 高屋　結愛 タカヤ　ユア 小6 女 Half

川崎渡田一輪車クラブ 神垣　美聡 カミガキ　ミサト 小6 女 Half

川崎渡田一輪車クラブ 田辺　梨恵 タナベ　リエ 小5 女 Half

川崎渡田一輪車クラブ 酒井　絢帆 サカイ　アヤホ 小5 女 Half

川崎渡田一輪車クラブ 佐藤　美空　 サトウ　ミク 小5 女 Half

川崎渡田一輪車クラブ 山本　鈴夏 ヤマモト　スズカ 小3 女 10km

川崎渡田一輪車クラブ 本田　実 ホンダ　ミノル 49 男 Full

船橋市一輪車協会 幸田　義郎　 コウダ　ヨシロウ 57 Full

船橋市一輪車協会 小国　和平 オグニ　ワヘイ 72 Full

船橋市一輪車協会 小林　実代 コバヤシ　ミヨ 16 Full

船橋市一輪車協会 小林　悟武 コバヤシ　サトム 中3 Full

船橋市一輪車協会 久保田　一輝 クボタ　カズキ 中2 Full

船橋市一輪車協会 久保田　彩未 クボタ　アヤミ 小5 Full

船橋市一輪車協会 久保田　友貴 クボタ　ユウキ 小3 Full

船橋市一輪車協会 竹林　千珠 タケバヤシ　チズ 小3 Full

船橋市一輪車協会 野尻　弥音 ノジリ　ネネ 小4 Half

船橋市一輪車協会 高橋　ありさ タカハシ　アリサ 小4 Half

船橋市一輪車協会 湯上　真央 ユノウエ　マオ 小5 Half

船橋市一輪車協会 宮脇　芳英 ミヤワキ　ヨシヒデ 34 Half

船橋市一輪車協会 野尻　百音 ノジリ　モネ 小1 10km

船橋市一輪車協会 竹林　慧音 タケバヤシ　サトネ 未就学 10km

船橋市一輪車協会 狩野　渚 カノ　ナギサ 小5 10km

船橋市一輪車協会 宮脇　瑠唯 ミヤワキ　ルイ 小3 10km

船橋市一輪車協会 宮脇　可奈 ミヤワキ　カナ 小1 10km

相模野一輪車クラブ 津田　稚奈 ツダ　ワカナ 26 女 Half

相模野一輪車クラブ 伊高　衣里那 イタカ　エリナ 18 女 Half

相模野一輪車クラブ 小澤　澪 オザワ　ミオ 17 女 Full

相模野一輪車クラブ 鈴木　梨子 スズキ　リコ 17 女 Full

相模野一輪車クラブ 矢川　希咲 ヤガワ　キサ 16 女 Half

相模野一輪車クラブ 鈴木　百葉 スズキ　モモハ 16 女 Half

相模野一輪車クラブ 佐藤　瑞穂 サトウ　ミズホ 16 女 Half

相模野一輪車クラブ 望月　香織 モチヅキ　カオリ 16 女 Half

相模野一輪車クラブ 久保　瑛美 クボ　テルミ 中2 女 Half

相模野一輪車クラブ 酒井　美樹 サカイ　ミキ 中2 女 Half

相模野一輪車クラブ 佐藤　涼果 サトウ　スズカ 中2 女 Half

相模野一輪車クラブ 松木　彩華 マツキ　アヤカ 中2 女 Half

相模野一輪車クラブ 藤原　諒 フジワラ　アキ 中2 女 Half

相模野一輪車クラブ 花澤　美樹 ハナザワ　ミキ 中1 女 Half

相模野一輪車クラブ 角田　遥南 ツノダ　ハルナ 小6 女 Half

相模野一輪車クラブ 斉藤　楓 サイトウ　カエデ 小6 女 Half

相模野一輪車クラブ 伊高　由梨奈 イタカ　ユリナ 小6 女 Half

相模野一輪車クラブ 花上　雪乃 ハナウエ　ユキノ 小5 女 Half

相模野一輪車クラブ 福田　千夏 フクダ　チナツ 小5 女 Half

相模野一輪車クラブ 樫谷　美久莉 カシタニ　ミクリ 小5 女 Half

相模野一輪車クラブ 菅　水優 カン　ミユウ 小5 女 Half

相模野一輪車クラブ 和田　彩 ワダ　アヤ 小5 女 Half

相模野一輪車クラブ 雪山　理帆 ユキヤマ　リホ 小5 女 Half

相模野一輪車クラブ 鈴木　礼愛 スズキ　レイア 小4 女 Half

相模野一輪車クラブ 金井　みどり カナイ　ミドリ 小4 女 Half



相模野一輪車クラブ 渥美　那香 アツミ　トモカ 小4 女 Half

相模野一輪車クラブ 駒澤　姫那 コマザワ　ヒイナ 小4 女 10km

相模野一輪車クラブ 飯島　瑠海 イイジマ　ルウ 小4 女 Half

相模野一輪車クラブ 栩内　美帆 トチナイ　ミホ 小4 女 Half

相模野一輪車クラブ 菅野　朱音 カンノ　アカネ 小4 女 10km

相模野一輪車クラブ 中嶋　桜月 ナカジマ　ミツキ 小4 女 Half

相模野一輪車クラブ 松木　芙由華 マツキ　フユカ 小3 女 10km

相模野一輪車クラブ 中嶋　桜咲 ナカジマ　ミサキ 小3 女 10km

相模野一輪車クラブ 小澤　聡 オザワ　サトル 50 男 Half

多摩ニュータウン一輪車クラブ 小林　孝好 コバヤシ　タカヨシ 64 男 10km

多摩ニュータウン一輪車クラブ 徳武　満 トクタケ　ミツル 32 男 10km

多摩ニュータウン一輪車クラブ 永井　陽登 ナガイ　ヒナト 小5 男 5km

多摩ニュータウン一輪車クラブ 永井　初音 ナガイ　ハツネ 小3 女 5km

ユニサイクル土浦 岡山　巧 オカヤマ　タクミ 64 男 Full

ユニサイクル土浦 斉藤　聡 サイトウ　サトシ 40 男 Full

ユニサイクル土浦 岡山　将一 オカヤマ　ショウイチ 32 男 700C

ユニサイクル土浦 岡山　洋明 オカヤマ　ヒロアキ 29 男 700C

浜松U.C.フライングカイト 塚越　琴杏 ツカゴシ　コトア 5 女 5km

浜松U.C.フライングカイト 北林　叶和子 キタバヤシ　トワコ 小２ 女 10km

浜松U.C.フライングカイト 渡辺　花菜 ワタナベ　ハナ 小２ 女 5km

浜松U.C.フライングカイト 守屋　杏雛 モリヤ　モナ 小２ 女 5km

浜松U.C.フライングカイト 守屋　芹雛 モリヤ　セリナ 小１ 女 5km

浜松U.C.フライングカイト 江間　美翠 エマ　ミドリ 小２ 女 10km

浜松U.C.フライングカイト 松井　優花 マツイ　ユウカ 小３ 女 10km

浜松U.C.フライングカイト 川合　史倫 カワイ　フミノリ 小４ 男 10km

浜松U.C.フライングカイト 池谷　佳純 イケヤ　カスミ 小５ 女 10km

浜松U.C.フライングカイト 渡辺　莉桜 ワタナベ　リオ 小５ 女 10km

浜松U.C.フライングカイト 佐藤　颯星 サトウ　リュウセイ 小４ 男 Half

浜松U.C.フライングカイト 刑部　結衣 オサカベ　ユイ 小４ 女 10km

浜松U.C.フライングカイト 川瀬　理帆 カワセ　リホ 小４ 女 10km

浜松U.C.フライングカイト 松井　花音 マツイ　カノン 小４ 女 Half

浜松U.C.フライングカイト 塚越　菜結 ツカゴシ　ナユウ 小４ 女 Half

浜松U.C.フライングカイト 峰野　公乃加 ミネノ　コノカ 小４ 女 Half

浜松U.C.フライングカイト 羽柴　千春 ハシバ　チハル 小４ 女 Half

浜松U.C.フライングカイト 浅井　舞弓 アサイ　マユミ 小５ 女 Half

浜松U.C.フライングカイト 袴田　奈央 ハカマタ　ナオ 小５ 女 Half

浜松U.C.フライングカイト 齋藤　千帆 サイトウ　チホ 小５ 女 Half

浜松U.C.フライングカイト 今田　花琳 イマダ　カリン 小５ 女 Half

浜松U.C.フライングカイト 野島　優奈 ノジマ　ユウナ 小５ 女 Half

浜松U.C.フライングカイト 高山　明子 タカヤマ　アコ 小５ 女 Half

浜松U.C.フライングカイト 峰野　光月杏 ミネノ　ミツキ 中１ 女 10km

浜松U.C.フライングカイト 佐藤　未悠 サトウ　ミチカ 中１ 女 Full

浜松U.C.フライングカイト 宮田　有紀乃 ミヤタ　ユキノ 中１ 女 Full

浜松U.C.フライングカイト 羽柴　陽司 ハシバ　ヨウジ 47 男 Half

浜松U.C.フライングカイト 高山　雅貴 タカヤマ　マサキ 45 男 Half

浜松U.C.フライングカイト 塚越　和宏 ツカゴシ　カズヒロ 38 男 Half

浜松U.C.フライングカイト 中村　哲朗 ナカムラ　テツロウ 45 男 Full

浜松U.C.フライングカイト 福代　勝教 フクヨ　マサノリ 33 男 Half

浜松U.C.フライングカイト 宮田　隆康 ミヤタ　タカヤス 49 男 Full

浜松U.C.フライングカイト 峰野　充史 ミネノ　ミツシ 39 男 Full

浜松U.C.フライングカイト 宮木　將介 ミヤキ　ショウスケ 46 男 Full

浜松U.C.フライングカイト 袴田　淑朗 ハカマタ　ヨシロウ 45 男 Half

浜松U.C.フライングカイト 刑部　雄二 オサカベ　ユウジ 47 男 10km

浜松U.C.フライングカイト 松井　輝男 マツイ　テルオ 42 男 10km

浜松U.C.フライングカイト 渡辺　斉史 ワタナベ　ヒトシ 38 男 10km

浜松U.C.フライングカイト 佐藤　倫子 サトウ　リンコ 50 女 Half

JUA　名古屋支部 八田　邦雄 ハッタ　クニオ 66 男 Full

JUA　名古屋支部 酒向　祐二 サコウ　ユウジ 55 男 Full

JUA　名古屋支部 袴谷　敬 ハカマタニ　タカシ 49 男 Half

JUA　名古屋支部 袴谷　由佳子 ハカマタニ　ユカコ 49 女 10km

JUA　名古屋支部 袴谷　悟史 ハカマタニ　サトシ 19 男 Full

JUA　名古屋支部 袴谷　美帆 ハカマタニ　ミホ 中2 女 Half

JUA　名古屋支部 黒宮　郁夫 クロミヤ　イクオ 55 男 Half

JUA　名古屋支部 朽名　正 クツナ　タダシ 56 男 Half



JUA　名古屋支部 小野田　覚 オノダ　サトル 22 男 10km

JUA　名古屋支部 林　弓男 ハヤシ　ユミオ 82 男 10km

JUA　名古屋支部 中島　冬樹 ナカシマ　フユキ 48 男 Full

JUA　名古屋支部 中島　くるみ ナカシマ　クルミ 中1 女 Full

Ｔ・Ｏ・Ｐ 高木　忠将 タカギ　タダマサ 41 男 Half

Ｔ・Ｏ・Ｐ 高木　誠司 タカギ　セイジ 小３ 男 Half

さいたまユニサクルクラブ 新井　誉悠 アライ　ノリヒサ 小2 男 5km

さいたまユニサクルクラブ 新井　咲姫瑛 アライ　サキエ 小3 女 5km

さいたまユニサクルクラブ 深町　詩穂 フカマチ　シホ 小3 女 5km

さいたまユニサクルクラブ 青木　月香子 アオキ　ルカコ 小3 女 10km

さいたまユニサクルクラブ 大城　和奏 オオシロ　ワカナ 小4 女 5km

さいたまユニサクルクラブ 吉村　花梨 ヨシムラ　カリン 小5 女 10km

さいたまユニサクルクラブ 青木　俊祐 アオキ　シュンスケ 小5 男 Full

さいたまユニサクルクラブ 大城　菜摘 オオシロ　ナツミ 小6 女 10km

さいたまユニサクルクラブ 小野田　澄音 オノダ　スミネ 小5 女 10km

さいたまユニサクルクラブ 小野田　和奏 オノダ　ワカナ 小2 女 5km

藤沢北部一輪車クラブ 重田　聖羽 シゲタ　ミハネ 小２ 女 5km

藤沢北部一輪車クラブ 高橋　風花 タカハシ　フウカ 小３ 女 10km

藤沢北部一輪車クラブ 水間　萌恵夏 ミズマ　モエカ 小５ 女 Half

藤沢北部一輪車クラブ 水間　翔規 ミズマ　ショウキ 小２ 男 Half

UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI 内山　恵太 ウチヤマ　ケイタ 中1 男 Full

UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI 吉田　夏帆 ヨシダ　ナツホ 小6 女 Half

UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI 多地　菜々美 タチ　ナナミ 小3 女 Half

UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI 小野　寧音 オノ　ネネ 小6 女 Half

UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI 佐々木　亜美 ササキ　アミ 小4 女 Full

UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI 高橋　南々美 タカハシ　ナナミ 小4 女 Half

UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI 加藤　つぐみ カトウ　ツグミ 小4 女 10km

UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI 豊田　蓮華 トヨダ　レンカ 小3 女 Half

UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI 原田　真衣 ハラダ　マイ 小3 女 Half

UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI 岡田　花蓮 オカダ　カレン 小3 女 Half

UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI 杉浦　優衣 スギウラ　ユイ 小2 女 Half

UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI 神代　洋一 カジロ　ヨウイチ 61 男 Full

UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI 多地　龍哉 タチ　タツヤ 45 男 Half

UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI 金田　善次 カネダ　ゼンジ 43 男 Full

UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI 笠原　譲 カサハラ　ユズル 45 男 Half

UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI 岩崎　研一 イワサキ　ケンイチ 41 男 Half

一輪車クラブさがみこ 佐藤　博文 サトウ　ヒロフミ 59 男 Full

一輪車クラブさがみこ 白石　怜 シライシ　レイ 16 男 Full

一輪車クラブさがみこ 古郡　哲也 フルゴオリ　テツヤ 44 男 Half

一輪車クラブさがみこ 古郡　輝 フルゴオリ　ヒカル 小5 男 10km

一輪車クラブさがみこ 市川　美織 イチカワミオリ 小6 女 Full

一輪車クラブさがみこ 古郡　朱理 フルゴオリアカリ 小2 女 10km

JUA大阪八田荘一輪車協会 田中　優行 タナカ　マサユキ 31 男 Full

JUA大阪八田荘一輪車協会 餅谷　絵美 モチタニ　エミ 32 女 Full

U.C.藤枝 高田　朝日 タカダ　アサヒ 中３ 女 Full

U.C.藤枝 高田　七海 タカダ　ナナミ 中２ 女 Full

U.C.藤枝 鈴木　杏奈 スズキ　キョウナ 中２ 女 Half

U.C.藤枝 千葉　綾音 チバ　アヤネ 中２ 女 Half

U.C.藤枝 水上　由美子 ミズカミ　ユミコ 中１ 女 Half

U.C.藤枝 鈴木　朋音 スズキ　トモネ 小６ 女 Full

U.C.藤枝 山田　果歩 ヤマダ　カホ 小６ 女 Full

U.C.藤枝 大塚　涼加 オオツカ　スズカ 小６ 女 Half

U.C.藤枝 深津　真彩 フカツ　マヤ 小５ 女 Half

U.C.藤枝 藤井　愛巳 フジイ　マナミ 小５ 女 Full

U.C.藤枝 増田　詩穂 マスダ　シホ 小５ 女 Full

U.C.藤枝 千葉　晴紀 チバ　ハルキ 小５ 男 Half

U.C.藤枝 荒木　咲美 アラキ　エミ 小５ 女 Half

U.C.藤枝 海老名　杏奈 エビナ　アンナ 小５ 女 Half

U.C.藤枝 杉原　桜子 スギハラ　サクラコ 小５ 女 Half

U.C.藤枝 熊野　花香 クマノ　ハナカ 小５ 女 Half

U.C.藤枝 鈴木　瀬里奈 スズキ　セリナ 小４ 女 Half

U.C.藤枝 竹内　祐衣 タケウチ　ユイ 小４ 女 Half

U.C.藤枝 斎藤　日和 サイトウ　ヒヨリ 小３ 女 10km

U.C.藤枝 横田　夏萌 ヨコタ　ナツミ 小４ 女 10km



U.C.藤枝 磯崎　永波 イソザキ　トワ 小３ 男 10km

U.C.藤枝 荒木　悠羽 アラキ　ユウ 小２ 男 10km

U.C.藤枝 仲谷　愛海 ナカタニ　マナミ 小３ 女 5km

U.C.藤枝 鈴木　楓佳 スズキ　フウカ 小２ 女 5km

U.C.藤枝 鈴木　琴葉 スズキ　コトハ 年長 女 5km

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 竹内 悠花 タケウチ　ユウカ 小6 女 Full

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 土屋 奈幸 ツチヤ　ナユキ 小6 女 Full

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 竹田 桜雪 タケダ　サユキ 小6 女 Full

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 庄子 夏央 ショウジ　ナオ 小5 女 Full

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 桑野 晃帆 クワノ　アキホ 小5 女 Full

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 増本　和裕 マスモト　カズヒロ 46 男 Full

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 柏原　一誠 カシワバラ　イッセイ 42 男 Full

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 土屋　幸夫 ツチヤ　ユキオ 42 男 Full

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 桑野 淳太郎 クワノ　ジュンタロウ 44 男 Full

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 江戸　翼 エド　ツバサ 19 男 Full

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 長田 香乃 オサダ　カノ 19 女 Full

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 柏原　武流 カシワバラ　タケル 中1 男 Half

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 増本 青空 マスモト　セラ 小6 男 Half

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 小長井 美梨 コナガイ　ミリ 小4 女 10km

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 前田 佳那 マエダ　カナ 小3 女 10km

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 前田 和彦 マエダ　カズヒコ 38 男 10km

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 小長井 涼那 コナガイ　スズナ 小1 女 5km

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 山田 朱莉 ヤマダ　アカリ 小1 女 5km

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 山田 蒼葉 ヤマダ　アオバ 小3 女 5km

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 五十嵐 舞 イガラシ　マイ 年長 女 5km

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 関根 晶 セキネ　アキラ 小2 女 5km

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 竹田 楓花 タケダ　フウカ 小3 女 5km

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 白石 和花 シライシ　ノドカ 小1 女 5km

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 白石 和珠 シライシ　ナゴミ 小4 女 5km

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 鈴木 優尚 スズキ　ユウショウ 小1 男 5km

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 清 裕斗 セイ　ユウト 小3 男 5km

ユニサイクルＡｍｉ☆長泉 古瀬 凪沙 フルセ　ナギサ 18 女 Full

山形田沢っ子 斎藤 颯人 斎藤 颯人 小3 男 10km

山形田沢っ子 柴田 百愛 柴田 百愛 小3 女 10km

山形田沢っ子 阿蘓 来夢 阿蘓 来夢 小4 男 Half

山形田沢っ子 小林 千鶴 小林 千鶴 小4 女 Half

山形田沢っ子 柿崎 心美 柿崎 心美 小4 女 10km

山形田沢っ子 石川 優月 石川 優月 小4 女 10km

山形田沢っ子 佐藤 亜美 佐藤 亜美 小5 女 Half

山形田沢っ子 工藤 礼理 工藤 礼理 小6 男 Full

山形田沢っ子 佐藤 隼人 佐藤 隼人 小6 男 Half

山形田沢っ子 石川 彩 イシカワ　アヤカ 中3 女 Half

山形田沢っ子 小林　一也 コバヤシカズヤ 46 男 Half

山形田沢っ子 阿蘓　浩也 アソ　ヒロヤ 36 男 10km

伊豆八岳一輪車クラブ 石井　未桜 イシイ　ミオ 17 女 Half

伊豆八岳一輪車クラブ 山下　琴音 ヤマシタ　コトネ 16 女 Half

伊豆八岳一輪車クラブ 荻原　那樹沙 オギハラ　ナギサ 中2 女 Half

伊豆八岳一輪車クラブ 鈴木　祐里奈 スズキ　ユリナ 中2 女 Half

伊豆八岳一輪車クラブ 杉村　呼夏 スギムラ　コナツ 小4 女 5km

伊豆八岳一輪車クラブ 関　優泉子 セキ　ユイコ 小4 女 Full

伊豆八岳一輪車クラブ 平井　澪 ヒライ　ミオ 小4 女 Full

伊豆八岳一輪車クラブ 丸山　紗也加 マルヤマ　サヤカ 小4 女 10km

伊豆八岳一輪車クラブ 杉村　日向子 スギムラ　ヒナコ 小3 女 10km

伊豆八岳一輪車クラブ 山下　望咲 ヤマシタ　ミサキ 小2 女 5km

伊豆八岳一輪車クラブ 山下　靖 ヤマシタ　ヤスシ 54 男 10km

ドルフィン・リング 多田　華佳 タダ　ハナカ 小6 女 Half

ドルフィン・リング 小林　千鶴 コバヤシ　チヅル 小6 女 Half

ドルフィン・リング 加藤　穂乃花 カトウ　ホノカ 小6 女 Half

ドルフィン・リング 加藤　瑠華 カトウ　ルカ 小3 女 Half

ドルフィン・リング 多田　克也 タダ　カツヤ 45 男 10km

ドルフィン・リング 多田　美知華 タダ　ミチカ 小2 女 5km

かまくら一輪車クラブ 鈴木　旺子 スズキ　オコ 中３ 女 Half

かまくら一輪車クラブ 坂齋　綾音 バンサイ　アヤネ 中３ 女 10km

かまくら一輪車クラブ 鈴木　栞羅 スズキ　カンラ 小４ 女 Full

かまくら一輪車クラブ 坂齋　綾介 バンサイ　リョウスケ 小６ 男 Full



かまくら一輪車クラブ 小田部　帆夏 コタベ　ホノカ 小５ 女 Full

かまくら一輪車クラブ 茂木　彩名 モギ　アヤナ 小６ 女 Full

かまくら一輪車クラブ 齊藤　菜月 サイトウ　ナヅキ 小４ 女 Half

かまくら一輪車クラブ 齊藤　美月 サイトウ　ミヅキ 小２ 女 10km

かまくら一輪車クラブ 佐藤　晴夏 サトウ　ハルカ 小４ 女 Half

かまくら一輪車クラブ 佐藤　輝 サトウ　ヒカリ 小１ 女 10km

ユニサイクルちば 青田　春菜 アオタ　ハルナ 小3 女 Full

ユニサイクルちば 西原　萌栞 ニシハラ　モエカ 小3 女 Full

ユニサイクルちば 益満　琴和 マスミツ　コトワ 小3 女 Full

ユニサイクルちば 玉川　真琴 タマガワ　マコト 小4 女 Full

ユニサイクルちば 日向　友希菜 ヒュウガ　ユキナ 小4 女 Full

ユニサイクルちば 浦崎　星 ウラサキ　アカリ 小5 女 Full

ユニサイクルちば 柄津　紗彩 カラツ　サアヤ 小5 女 Full

ユニサイクルちば 藤岡　華凜 フジオカ　カリン 小5 女 Full

ユニサイクルちば 益満　陽和 マスミツ　ヒヨリ 小5 女 Full

ユニサイクルちば 竹田　遥 タケダ　ハルカ 小6 女 Full

ユニサイクルちば 玉川　菜月 タマガワ　ナツキ 小6 女 Full

ユニサイクルちば 日向　菜々子 ヒュウガ　ナナコ 中1 女 Full

ユニサイクルちば 山下　美晴 ヤマシタ　ミハル 中2 女 Full

ユニサイクルちば 日向　良平 ヒュウガ　リョウヘイ 中3 男 Half

ユニサイクルちば 日向　正彦 ヒュウガ　マサヒコ 48 男 Full

ユニサイクルちば 小川　豊 オガワ　ユタカ 53 男 Full

UC Iwata クローバーカイト 中尾　　吾朗 ナカオ　ゴロウ 52 男 Half

UC Iwata クローバーカイト 中川　　貴三郎 ナカガワ　キサブロウ 44 男 Half

UC Iwata クローバーカイト 喜多川　　潤也 キタガワ　ジュンヤ 43 男 10km

UC Iwata クローバーカイト 内山　　東香 ウチヤマ　ハルカ 高2 女 Half

UC Iwata クローバーカイト 平野　　朱梨 ヒラノ　アカリ 中1 女 Full

UC Iwata クローバーカイト 喜多川　　綾華 キタガワ　アヤカ 小6 女 10km

UC Iwata クローバーカイト 澤口　　祐衣 サワグチ　ユイ 小6 女 10km

UC Iwata クローバーカイト 山下　　阿美 ヤマシタ　アミ 小6 女 10km

UC Iwata クローバーカイト 大澤　　結菜 オオサワ　ユイナ 小5 女 10km

UC Iwata クローバーカイト 鈴木　　那奈帆 スズキ　ナナホ 小5 女 10km

UC Iwata クローバーカイト 内藤　　結菜 ナイトウ　ユウナ 小5 女 10km

UC Iwata クローバーカイト 夏目　　真心 ナツメ　マコ 小5 女 Half

UC Iwata クローバーカイト 夏目　　悠希 ナツメ　ユウキ 小5 女 10km

UC Iwata クローバーカイト 平野　　藍梨 ヒラノ　アイリ 小5 女 10km

UC Iwata クローバーカイト 望月　　彩華 モチヅキ　アヤカ 小5 女 10km

UC Iwata クローバーカイト 佐藤　　遥菜 サトウ　ハルナ 小4 女 5km

UC Iwata クローバーカイト 清水　　悠 シミズ　ハルカ 小4 女 10km

UC Iwata クローバーカイト 鈴木　　未徠 スズキ　ミライ 小3 女 10km

UC Iwata クローバーカイト 鈴木　　ももえ スズキ　モモエ 小3 女 10km

UC Iwata クローバーカイト 濱田　　香於利 ハマダ　カオリ 小3 女 10km

UC Iwata クローバーカイト 山口　　紗和 ヤマグチ　サワ 小3 女 Half

UC Iwata クローバーカイト 内山　　真緒 ウチヤマ　マオ 小2 女 10km

UC Iwata クローバーカイト 菊池　　優恵 キクチ　ユメ 小1 女 5km

UC Iwata クローバーカイト 佐藤　　花菜 サトウ　ハナ 小1 女 5km

UC Iwata クローバーカイト 平野　　絢梨 ヒラノ　アヤリ 小1 女 5km

浜松積志ノースカイト 中村　百花 ナカムラ　モモカ 年長 女 5km

浜松積志ノースカイト 河合　舞花 カワイ　マイカ 小１ 女 5km

浜松積志ノースカイト 川合　里奈 カワイ　リナ 小１ 女 5km

浜松積志ノースカイト 太田　里香 オオタ　サトカ 小２ 女 5km

浜松積志ノースカイト 佐藤　菜々子 サトウ　ナナコ 小２ 女 5km

浜松積志ノースカイト 杉山　日向子 スギヤマ　ヒナコ 小２ 女 5km

浜松積志ノースカイト 鈴木　杏菜 スズキ　アンナ 小２ 女 10km

浜松積志ノースカイト 中村　優月 ナカムラ　ユヅキ 小２ 女 5km

浜松積志ノースカイト 渡邊　二葉 ワタナベ　フタバ 小２ 女 5km

浜松積志ノースカイト 川合　由花 カワイ　ユウカ 小３ 女 10km

浜松積志ノースカイト 仲村　琉花 ナカムラ　ルカ 小３ 女 5km

浜松積志ノースカイト 宮崎　詩織 ミヤザキ　シオリ 小３ 女 10km

浜松積志ノースカイト 川島　日菜 カワシマ　ヒナ 小３ 女 10km

浜松積志ノースカイト 青山　桃奈 アオヤマ　モモナ 小４ 女 10km

浜松積志ノースカイト 鈴木　心菜 スズキ　ココナ 小４ 女 10km

浜松積志ノースカイト 鈴木　那海 スズキ　ナミ 小４ 女 10km

浜松積志ノースカイト 若原　小季 ワカハラ　ココロ 小４ 女 10km



浜松積志ノースカイト 飯島　音色 イイジマ　ネイロ 小５ 女 10km

浜松積志ノースカイト 小野　純怜 オノ　スミレ 小５ 女 10km

浜松積志ノースカイト 河合　嵩平 カワイ　シュウヘイ 小５ 男 Half

浜松積志ノースカイト 河島　菜々穂 カワシマ　ナナホ 小５ 女 Half

浜松積志ノースカイト 川島　真信 カワシマ　マサノブ 小５ 男 10km

浜松積志ノースカイト 千代島　おと羽 チヨジマ　オトハ 小５ 女 10km

浜松積志ノースカイト 宮崎　佑月 ミヤザキ　ユヅキ 小５ 女 Half

浜松積志ノースカイト 森下　敦也 モリシタ　アツヤ 小５ 男 5km

浜松積志ノースカイト 横田　奈々 ヨコタ　ナナ 小５ 女 10km

浜松積志ノースカイト 岡田　彩奈 オカダ　サナ 小６ 女 Half

浜松積志ノースカイト 栗田　結月 クリタ　ユヅキ 小６ 女 10km

浜松積志ノースカイト 野中　詩音 ノナカ　シオン 小６ 女 10km

浜松積志ノースカイト 原田　浩奈　 ハラダ　ヒロナ　 小６ 女 10km

浜松積志ノースカイト 森部　剛 モリベ　ゴウ 小６ 男 Half

浜松積志ノースカイト 小笠原　胡桃 オガサワラ　クルミ 中１ 女 10km

浜松積志ノースカイト 河合　紗穂 カワイ　サホ 中１ 女 Half

浜松積志ノースカイト 佐藤　里梨子 サトウ　リリコ 中１ 女 10km

浜松積志ノースカイト 原田　朋佳 ハラダ　トモカ 中２ 女 Half

浜松積志ノースカイト 小笠原　みく オガサワラ　ミク 中３ 女 10km

浜松積志ノースカイト 佐藤　孝一 サトウ　コウイチ 42 男 10km

浜松積志ノースカイト 浅田　秀敏 アサダ　ヒデトシ 45 男 Half

御殿山ドリームＵＣ 神鳥　萌 カンドリ　モエ 小6 女 Half

御殿山ドリームＵＣ 佐藤　美雅 サトウ　ミノリ 小6 女 Half

御殿山ドリームＵＣ 中澤　楓 ナカザワ　カエデ 小6 女 Half

Ｕ．Ｃ　ＧＯＴＥＭＢＡ 勝又愛乃 カツマタアイミ 小6 女 Half

Ｕ．Ｃ　ＧＯＴＥＭＢＡ 勝又柚璃 カツマタユリ 中1 女 10km

Ｕ．Ｃ　ＧＯＴＥＭＢＡ 山下旺洋 ヤマシタアキヒロ 小5 男 10km

Ｕ．Ｃ　ＧＯＴＥＭＢＡ 勝又菜名見 カツマタナナミ 小3 女 5km

Ｕ．Ｃ　ＧＯＴＥＭＢＡ 山下侑悟 ヤマシタユウゴ 小2 男 5km

Ｕ．Ｃ　ＧＯＴＥＭＢＡ 勝又玲菜 カツマタレナ 小3 女 5km

Ｕ．Ｃ　ＧＯＴＥＭＢＡ 新谷佳奈 シンタニカナ 小4 女 5km

Ｕ．Ｃ　ＧＯＴＥＭＢＡ 新谷優太 シンタニユウタ 小2 男 5km

Ｕ．Ｃ　ＧＯＴＥＭＢＡ 西川知佐 ニシカワチサ 小2 女 5km

Ｕ．Ｃ　ＧＯＴＥＭＢＡ 西川裕盛 ニシカワヒロモリ 45 男 10km



SAKURA U.A 須山　幸代 スヤマ　サチヨ 39 女 Full

SAKURA U.A 須山　拓人 スヤマ　タクト 中1 男 Full

SAKURA U.A 須山　胡桃 スヤマ　クルミ 小6 女 Full

堺鈴の宮一輪車クラブ 鹿井　華音 シカイ　カノン 中2 女 Full

堺鈴の宮一輪車クラブ 木原　里央菜 キハラ　リオナ 小4 女 Half

堺鈴の宮一輪車クラブ 木原　孝也 キハラ　タカヤ 38 男 10km

堺鈴の宮一輪車クラブ 鹿井　聖楽 シカイ　セイラ 小6 女 Half

深良スポ少一輪車部 庄司　詠心 ショウジ　エイジン 小5 男 10km

深良スポ少一輪車部 高原　奈々 タカハラ　ナナ 小5 女 Half

深良スポ少一輪車部 太田　花音 オオタ　カオン 小4 女 10km

深良スポ少一輪車部 太田　琴音 オオタ　コトネ 小3 女 10km

深良スポ少一輪車部 高橋　花音 タカハシ　カノン 小1 女 5km

深良スポ少一輪車部 津田　崚太郎 ツダ　リョウタロウ 小2 男 5km

富山若草一輪車クラブ 櫻井　雅崇 サクライ　マサタカ 28 男 Full

富山若草一輪車クラブ 高場　達也 タカバ　タツヤ 41 男 10km

RAINBOW 一輪車クラブ 長濱　未奈子 ナガハマ　ミナコ 25 女 Half

奥川　久尚 奥川　久尚 オクガワ　ヒサナオ 52 男 Half

丹羽　孝 丹羽　孝 ニワ　タカシ 63 男 Half

渡邉義仁 渡邉　義仁 ワタナベ　ヨシヒト 46 男 Full

藤沢本町 鈴木　務 スズキ　ツトム 46 男 Half

青木　謙二 青木　謙二 アオキ　ケンジ 47 男 Full

あすり～と 岡本　芳和 オカモト　ヨシカズ 46 男 Full

中野メイビーズ 和賀　馗彦 ワガ　ミチヒコ 68 男 Full 10km

越川　高嗣 越川　高嗣 コシカワ　タカシ 26 男

加藤　一雄 加藤　一雄 カトウ　カズオ 67 男 Full

北広島一輪車クラブ 長谷川　裕明 ハセガワヒロアキ 49 男 Full

北広島一輪車クラブ 長谷川　綾花 ハエガワ　アヤカ 19 女 Half

北広島一輪車クラブ 長谷川　裕也 ハセガワ　ユウヤ 24 男 10km

池田　憲一 池田　憲一 イケダ　ケンイチ 63 男 700C

個人 井上　嘉隆 イノウエ　ヨシタカ 71 男 Full

個人 朝倉　万結 アサクラ　マユ 小5 女 5km



京都一輪車クラブ　ゆにっこ 下野　さくら シモノ　サクラ 小6 女 Half

京都一輪車クラブ　ゆにっこ 堀田　綾菜 ホッタ　アヤナ 小5 女 Half

京都一輪車クラブ　ゆにっこ 一本松　京華 イッポンマツ　キョウカ 小4 女 Half

京都一輪車クラブ　ゆにっこ 中島晟伍 ナカジマ　セイゴ 小5 男 Half

京都一輪車クラブ　ゆにっこ 中島瑞月 ナカジマ　ミズキ 小4 女 Half

京都一輪車クラブ　ゆにっこ 中島夕月 ナカジマ　ユヅキ 小2 女 Half

京都一輪車クラブ　ゆにっこ 中島桜月 ナカジマ　サツキ 5歳 女 5km

京都一輪車クラブ　ゆにっこ 河合　玲 カワイ　レイ 小3 女 5km

京都一輪車クラブ　ゆにっこ 河合　一穂 カワイ　カズホ 51歳 男 10km

大井川児童センター　一輪車クラブ 杉本　里菜 スギモト　リナ 小6 女 10km

大井川児童センター　一輪車クラブ 曽根　桃花 ソネ　モモカ 小6 女 10km

大井川児童センター　一輪車クラブ 吉田　朱李 ヨシダ　シュリ 小6 女 10km

大井川児童センター　一輪車クラブ 吉田　光伶 ヨシダ　ミレイ 小6 女 10km

大井川児童センター　一輪車クラブ 野崎　里佳 ノザキ　モエカ 小6 女 10km

大井川児童センター　一輪車クラブ 黒田　紗己 クロダ　サキ 小5 女 5km

大井川児童センター　一輪車クラブ 恩田　治奈 オンダ　ハルナ 小4 女 5km

大井川児童センター　一輪車クラブ 鈴木　愛来 スズキ　アイラ 小3 女 5km

大井川児童センター　一輪車クラブ 八木菜奈美 ヤギ　ナナミ 小3 女 5km

大井川児童センター　一輪車クラブ 鈴木　優来 スズキ　ユウナ 小3 女 5km

田口　恵一 田口　恵一 タグチ　ケイイチ 53 男 Half

安東児童館 田代　侑那 タシロ　ユウナ 小6 女 5km

堀口　光也 堀口　光也 ホリグチ　コウヤ 40 男 10km

柳田　朋亮 柳田　朋亮 ヤナギダ　トモアキ 37 男 Full

柳田　朋亮 柳田　実玖 ヤナギダ　ミク 小4 女 Half

柳田　朋亮 柳田　吏都 ヤナギダ　リツ 小1 女 10km

内田　章元 内田　章元 ウチダ　アキモト 42 男 10km

桑野　央 桑野　　央 クワノ　　ヒサシ 44 男 10km

KOBE SPEEDO 東　美月 アズマ　ミツキ 中1 女 10km

田中　祐貴　（個人参加） 田中　祐貴 タナカ　ユウキ 27 男 Full


