
第36回千葉県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

[1600m年令別]
14レース 20インチ 男 小学6年生迄 15レース 20インチ 女 小学3年生迄

1位 峯井 悠志 みねい ひさし ユニサイクルなぎさ 5'34''96 58 1位 石塚 好実 いしづか このみ 篠崎一輪車クラブ 6'19''65 66

2位 渡邉 龍也 わたなべ りゅうや 御殿場一輪車サークル 5'41''27 93 2位 柳澤 明澄 やなぎさわ あすみ 江戸川一輪車クラブぴえろ 6'41''21 159

16レース 20インチ 女 小学4年生 17レース 20インチ 女 小学5年生
1位 渡邉 橙 わたなべ ゆず ユニサイクルAmi☆長泉 5'15''70 121 1位 川俣 美緒 かわまた みお 江戸川一輪車クラブぴえろ 5'16''61 154

2位 森下 唯菜 もりした ゆいな ユニサイクルAmi☆長泉 5'22''86 120 2位 廣井 望希羽 ひろい みきは 江戸川一輪車クラブぴえろ 5'28''23 157

3位 須藤 優希子 すどう ゆきこ 篠崎一輪車クラブ 5'40''33 62 3位 身浦 愛結 みうら あゆ RAINBOW 一輪車クラブ 5'38''61 76

18レース 20インチ 女 小学6年生 19レース 24インチ 男 小中高生
1位 三嶋 美輝 みしま みき ユニサイクルAmi☆長泉 5'16''86 116 1位 内田 岬希 うちだ みさき 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 4'53''75 167

2位 倉金 美月 くらかね みづき ユニサイクル清水隊 5'47''08 54 2位 久保田 友貴 くぼた ゆうき 船橋市一輪車協会 5'00''06 13

3位 東田 夢芽奈 ひがしだ ゆめな 篠崎一輪車クラブ 5'47''73 61 3位 青木 俊祐 あおき しゅんすけ さいたまユニサイクルクラブ 5'05''37 185

20レース 24インチ 女 小中高生 21レース 24インチ 男 19歳～49歳迄
1位 野島 円 のじま つぶら ユニサイクルAmi☆長泉 4'24''32 111 1位 小林 悟武 こばやし さとむ 船橋市一輪車協会 4'56''45 16

2位 桑野 晃帆 くわの あきほ ユニサイクルAmi☆長泉 4'48''76 110 2位 上野 洋輔 うえの ようすけ ユニサイクルAmi☆長泉 5'44''44 101

3位 久保田 彩未 くぼた あやみ 船橋市一輪車協会 4'52''48 14 3位 山名 克治 やまな かつじ こてはし台一輪車クラブ 5'47''38 8

22レース 24インチ 女 19歳以上 23レース 24インチ 男 50歳以上
1位 長濱 未奈子 ながはま みなこ RAINBOW 一輪車クラブ 4'46''87 74 1位 郡司 親貞 ぐんじ ちかさだ 篠崎一輪車クラブ 5'44''75 72

2位 鈴木 旺子 すずき おこ かまくら一輪車クラブ 4'49''50 188 2位 松澤 義久 まつざわ よしひさ 川崎渡田一輪車クラブ 5'53''00 88

3位 小林 実代 こばやし みよ 船橋市一輪車協会 4'55''67 17 3位 岡山 巧 おかやま たくみ ユニサイクル土浦 6'41''07 135
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[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年生迄

1位 小林 達規 こばやし たつのり 多摩ニュータウン一輪車クラブ 1'56''51 77 1位 熊倉 凰仁 くまくら おうし ユニサイクルちば 1'44''46 40

2位 山名 花野 やまな はなの こてはし台一輪車クラブ 2'25''25 7 2位 加持 拓実 かもち たくみ 多摩ニュータウン一輪車クラブ 1'46''09 78

3位 石塚 好葉 いしづか このは 篠崎一輪車クラブ 2'54''80 69 3位 縄田 大地 なわた だいち ユニサイクルちば 2'02''82 41

4位 柳澤 香那 やなぎさわ かな 江戸川一輪車クラブぴえろ 2'55''46 161 4位 岩間 一樹 いわま かずき ユニサイクルちば 2'06''56 39

3レース 16インチ 女 小学2年生迄 4レース 20インチ 男 小学6年生迄
1位 須藤 彩希子 すどう さきこ 篠崎一輪車クラブ 1'35''95 68 1位 長田 篤昌 おさだ あつまさ 御殿場一輪車サークル 1'10''84 92

2位 鈴木 燕青 すずき えんせ かまくら一輪車クラブ 1'41''78 176 2位 内田 侑希 うちだ ゆうき 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 1'11''21 168

3位 山名 珠生 やまな たまき こてはし台一輪車クラブ 1'44''73 6 3位 水間 翔規 みずま しょうき 藤沢北部一輪車クラブ 1'15''00 180

5レース 20インチ 女 小学3年生迄 6レース 20インチ 女 小学4年生迄
1位 青木 菫 あおき すみれ ユニサイクルAmi☆長泉 1'17''13 123 1位 伊藤 彩月 いとう さつき 清水ドリームサイクル 1'13''87 99

2位 水野 凛 みずの りん 伊豆八岳一輪車クラブ 1'23''03 137 2位 石井 千尋 いしい ちひろ ユニサイクルちば 1'21''99 33

3位 石橋 紬 いしばし つむぎ ユニサイクルなぎさ 1'25''18 60 3位 松本 笑瑚 まつもと えこ 船橋市一輪車協会 1'23''17 11

4位 杉山 ひまり すぎやま ひまり ユニサイクルAmi☆長泉 1'31''30 124 4位 江上 夏穂 えがみ かほ ユニサイクルAmi☆長泉 1'25''27 122

5位 熊倉 芽杏 くまくら めあん ユニサイクルちば 1'37''87 36 5位 佐藤 千帆 さとう ちほ さいたまユニサイクルクラブ 1'27''09 148

6位 池田 春花 いけだ はるか ユニサイクル土浦 1'49''18 129 6位 坪田 華歩 つぼた かほ ユニサイクル清水隊 1'27''78 50

7レース 20インチ 女 小学5年生迄 8レース 20インチ 女 小学6年生迄
1位 谷山 紗 たにやま すず 江戸川一輪車クラブぴえろ 1'15''00 156 1位 稲葉 実歩 いなば みほ ドルフィン・リング 1'10''42 128

2位 佐藤 輝 さとう ひかり かまくら一輪車クラブ 1'16''51 172 2位 齊藤 美月 さいとう みづき かまくら一輪車クラブ 1'14''53 173

3位 江口 絢水 えぐち あやみ 江戸川一輪車クラブぴえろ 1'17''24 153 3位 重田 聖羽 しげた みはね 藤沢北部一輪車クラブ 1'15''70 178

4位 平野 樹 ひらの いつき 船橋市立飯山満南小学校 1'20''15 166 4位 稲葉 幸希 いなば さき ドルフィン・リング 1'17''67 127

5位 後藤 柚奈 ごとう ゆずな 御殿場一輪車サークル 1'20''76 94 5位 枝松 蘭 えだまつ らん ユニサイクルちば 1'18''10 30

6位 山名 初音 やまな はつね こてはし台一輪車クラブ 1'22''54 5 6位 上野 凪槻 うえの なぎ ユニサイクルAmi☆長泉 1'23''88 117

9レース 24インチ 男 小中高生 10レース 24インチ 女 小中高生
1位 後藤 槙壱 ごとう しんいち さいたまユニサイクルクラブ 1'00''04 140 1位 前田 佳那 まえだ かな ユニサイクルAmi☆長泉 1'05''02 114

2位 久保田 一輝 くぼた かずき 船橋市一輪車協会 1'02''84 15 2位 水間 萌恵夏 みずま もえか 藤沢北部一輪車クラブ 1'06''18 184

3位 坂齋 綾介 ばんさい りょうすけ かまくら一輪車クラブ 1'03''17 170 3位 高橋 風花 たかはし ふうか 藤沢北部一輪車クラブ 1'06''67 182

11レース 24インチ 男 19歳～49歳迄 12レース 24インチ 女 19歳以上
1位 江戸 翼 えど つばさ ユニサイクルAmi☆長泉 1'04''94 105 1位 高田 朝日 たかだ あさひ 川崎渡田一輪車クラブ 1'00''01 89

2位 辻村 翔 つじむら はじめ 伊勢原一輪車クラブ 1'07''93 87 2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 1'01''97 190

3位 竹内 辰也 たけうち たつや 1'10''31 189 3位 坂齋 綾音 ばんさい あやね かまくら一輪車クラブ 1'03''42 169

4位 金澤 直輝 かなざわ なおき ユニサイクルAmi☆長泉 1'10''68 102 4位 佐藤 彩香 さとう あやか 伊勢原一輪車クラブ 1'03''95 85

5位 早川 朝陽 はやかわ あさひ 八街一輪車クラブ 1'15''56 20 5位 糸日谷 真央 いとひや まお 篠崎一輪車クラブ 1'04''34 71

6位 古郡 哲也 ふるごうり てつや 一輪車クラブさがみこ 1'16''66 163 6位 郡司 望帆 ぐんじ みほ 篠崎一輪車クラブ 1'08''37 70

13レース 24インチ 男 50歳以上
1位 倉金 隆行 くらかね たかゆき ユニサイクル清水隊 1'26''70 56

2位 糸日谷 真一 いとひや しんいち 篠崎一輪車クラブ 1'37''58 73

3位 小林 孝好 こばやし たかよし 多摩ニュータウン一輪車クラブ 1'40''20 83

[400mファイナリスト]
24レース 20インチ 女 25レース 20インチ 男

1位 稲葉 実歩 いなば みほ ドルフィン・リング 1'10''04 128 1位 長田 篤昌 おさだ あつまさ 御殿場一輪車サークル 1'11''59 92

2位 齊藤 美月 さいとう みづき かまくら一輪車クラブ 1'11''57 173 2位 内田 侑希 うちだ ゆうき 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 1'12''28 168

3位 伊藤 彩月 いとう さつき 清水ドリームサイクル 1'12''63 99 3位 水間 翔規 みずま しょうき 藤沢北部一輪車クラブ 1'15''39 180

4位 谷山 紗 たにやま すず 江戸川一輪車クラブぴえろ 1'13''00 156 4位 石橋 翔太朗 いしばし しょうたろう ユニサイクルなぎさ 1'21''66 59

26レース 24インチ 女 27レース 24インチ 男
1位 高田 朝日 たかだ あさひ 川崎渡田一輪車クラブ 0'59''62 89 1位 後藤 槙壱 ごとう しんいち さいたまユニサイクルクラブ 0'59''71 140

2位 佐藤 彩香 さとう あやか 伊勢原一輪車クラブ 1'02''33 85 2位 江戸 翼 えど つばさ ユニサイクルAmi☆長泉 1'03''39 105

3位 前田 佳那 まえだ かな ユニサイクルAmi☆長泉 1'04''39 114 3位 竹内 辰也 たけうち たつや 1'05''50 189

4位 坂齋 綾音 ばんさい あやね かまくら一輪車クラブ 1'05''42 169 4位 金澤 直輝 かなざわ なおき ユニサイクルAmi☆長泉 1'11''41 102
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[100m年令別]
28レース 16インチ 男女 未就学児 29レース 16インチ 女 小学2年生迄

1位 小林 達規 こばやし たつのり 多摩ニュータウン一輪車クラブ 27''66 77 1位 鈴木 燕青 すずき えんせ かまくら一輪車クラブ 20''76 176

2位 山名 花野 やまな はなの こてはし台一輪車クラブ 29''92 7 2位 樋口 愛美 ひぐち まなみ 多摩ニュータウン一輪車クラブ 21''91 79

3位 石塚 好葉 いしづか このは 篠崎一輪車クラブ 30''51 69 3位 山名 珠生 やまな たまき こてはし台一輪車クラブ 23''18 6

4位 柳澤 香那 やなぎさわ かな 江戸川一輪車クラブぴえろ 34''74 161 4位 前田 真愛 まえだ まな ユニサイクルAmi☆長泉 24''82 126

30レース 16インチ 男 小学2年生迄
1位 加持 拓実 かもち たくみ 多摩ニュータウン一輪車クラブ 22''68 78

2位 縄田 大地 なわた だいち ユニサイクルちば 26''98 41

3位 岩間 一樹 いわま かずき ユニサイクルちば 28''07 39

31レース 20インチ 男 小学4年生迄 32レース 20インチ 女 小学3年生
1位 長田 篤昌 おさだ あつまさ 御殿場一輪車サークル 15''97 92 1位 水野 凛 みずの りん 伊豆八岳一輪車クラブ 19''37 137

2位 内田 侑希 うちだ ゆうき 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 16''26 168 2位 石橋 紬 いしばし つむぎ ユニサイクルなぎさ 19''55 60

3位 渡邉 龍也 わたなべ りゅうや 御殿場一輪車サークル 18''16 93 3位 杉山 ひまり すぎやま ひまり ユニサイクルAmi☆長泉 20''53 124

33レース 20インチ 女 小学4年生 34レース 20インチ 女 小学5年生
1位 渡邉 橙 わたなべ ゆず ユニサイクルAmi☆長泉 16''39 121 1位 谷山 紗 たにやま すず 江戸川一輪車クラブぴえろ 16''81 156

2位 伊藤 彩月 いとう さつき 清水ドリームサイクル 16''58 99 2位 川俣 美緒 かわまた みお 江戸川一輪車クラブぴえろ 17''01 154

3位 森下 唯菜 もりした ゆいな ユニサイクルAmi☆長泉 16''68 120 3位 佐藤 輝 さとう ひかり かまくら一輪車クラブ 17''42 172

4位 佐藤 千帆 さとう ちほ さいたまユニサイクルクラブ 17''92 148 4位 小林 優和 こばやし ゆうな 藤沢北部一輪車クラブ 17''60 181

5位 石井 千尋 いしい ちひろ ユニサイクルちば 18''22 33 5位 江口 絢水 えぐち あやみ 江戸川一輪車クラブぴえろ 17''81 153

6位 石塚 好香 いしづか このか 篠崎一輪車クラブ 18''45 64 6位 廣井 望希羽 ひろい みきは 江戸川一輪車クラブぴえろ 17''84 157

35レース 20インチ 女 小学6年生 36レース 20インチ 男 小学6年生迄
1位 齊藤 美月 さいとう みづき かまくら一輪車クラブ 15''69 173 1位 水間 翔規 みずま しょうき 藤沢北部一輪車クラブ 16''06 180

2位 稲葉 実歩 いなば みほ ドルフィン・リング 16''20 128 2位 新井 誉悠 あらい のりひさ さいたまユニサイクルクラブ 17''19 142

3位 枝松 蘭 えだまつ らん ユニサイクルちば 17''17 30 3位 石橋 翔太朗 いしばし しょうたろう ユニサイクルなぎさ 17''78 59

4位 稲葉 幸希 いなば さき ドルフィン・リング 17''36 127 4位 舟槻 光惶 ふなつき こうせい 川崎渡田一輪車クラブ 18''04 91

5位 東田 夢芽奈 ひがしだ ゆめな 篠崎一輪車クラブ 17''59 61

6位 高橋 実杏 たかはし みあん RAINBOW 一輪車クラブ 17''63 75

37レース 24インチ 女 小中高生 38レース 24インチ 男 小中高生
1位 野島 円 のじま つぶら ユニサイクルAmi☆長泉 13''62 111 1位 後藤 槙壱 ごとう しんいち さいたまユニサイクルクラブ 12''55 140

2位 桑野 晃帆 くわの あきほ ユニサイクルAmi☆長泉 13''78 110 2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''35 170

3位 前田 佳那 まえだ かな ユニサイクルAmi☆長泉 13''95 114 3位 久保田 一輝 くぼた かずき 船橋市一輪車協会 14''14 15

4位 茂木 彩名 もぎ あやな かまくら一輪車クラブ 14''08 175 4位 青木 俊祐 あおき しゅんすけ さいたまユニサイクルクラブ 15''00 185

5位 藤井 瑠菜 ふじい るな 藤沢北部一輪車クラブ 14''49 179

6位 水間 萌恵夏 みずま もえか 藤沢北部一輪車クラブ 14''50 184

39レース 24インチ 女 29歳迄 40レース 24インチ 男 29歳迄
1位 高田 朝日 たかだ あさひ 川崎渡田一輪車クラブ 13''18 89 1位 竹内 辰也 たけうち たつや 13''18 189

2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 13''77 190 2位 江戸 翼 えど つばさ ユニサイクルAmi☆長泉 13''75 105

3位 糸日谷 真央 いとひや まお 篠崎一輪車クラブ 14''04 71 3位 小林 悟武 こばやし さとむ 船橋市一輪車協会 15''49 16

41レース 24インチ 女 30歳以上 42レース 24インチ 男 30歳～49歳
1位 金子 有紀 かねこ ゆき ユニサイクルAmi☆長泉 15''97 108 1位 辻村 翔 つじむら はじめ 伊勢原一輪車クラブ 14''83 87

2位 新井 祐子 あらい ゆうこ ユニサイクル土浦 16''28 134 2位 金澤 直輝 かなざわ なおき ユニサイクルAmi☆長泉 16''33 102

3位 小林 佐和子 こばやし さわこ 多摩ニュータウン一輪車クラブ 16''72 84 3位 古郡 哲也 ふるごうり てつや 一輪車クラブさがみこ 17''17 163

4位 伊藤 晴香 いとう はるか 清水ドリームサイクル 18''59 98 4位 徳武 満 とくたけ みつる 多摩ニュータウン一輪車クラブ 17''63 82

5位 青木 祐子 あおき ゆうこ ユニサイクルAmi☆長泉 19''09 106 5位 山名 克治 やまな かつじ こてはし台一輪車クラブ 17''86 8

6位 中原 篤子 なかはら あつこ ユニサイクル土浦 21''21 133 6位 渡邉 竜也 わたなべ たつや ユニサイクルAmi☆長泉 18''19 104

43レース 24インチ 男 50歳以上
1位 倉金 隆行 くらかね たかゆき ユニサイクル清水隊 19''17 56

2位 早川 満淑 はやかわ みつよし 八街一輪車クラブ 19''67 19

3位 郡司 親貞 ぐんじ ちかさだ 篠崎一輪車クラブ 19''81 72



第36回千葉県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

2018/6/10

[ﾀｲﾔ乗りﾚｰｽ]
44レース 16インチ 女 45レース 16インチ 男

1位 鈴木 燕青 すずき えんせ かまくら一輪車クラブ 13''80 176

2位 須藤 彩希子 すどう さきこ 篠崎一輪車クラブ 15''54 68

3位 高橋 菜月 たかはし なつき ユニサイクルちば 25''78 37

46レース 20インチ 女 47レース 20インチ 男
1位 齊藤 美月 さいとう みづき かまくら一輪車クラブ 09''19 173 1位 水間 翔規 みずま しょうき 藤沢北部一輪車クラブ 09''12 180

2位 佐藤 輝 さとう ひかり かまくら一輪車クラブ 09''81 172 2位 内田 侑希 うちだ ゆうき 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 09''60 168

3位 東田 夢芽奈 ひがしだ ゆめな 篠崎一輪車クラブ 10''28 61 3位 長田 篤昌 おさだ あつまさ 御殿場一輪車サークル 09''93 92

4位 廣井 望希羽 ひろい みきは 江戸川一輪車クラブぴえろ 10''84 157 4位 峯井 悠志 みねい ひさし ユニサイクルなぎさ 13''78 58

5位 須藤 優希子 すどう ゆきこ 篠崎一輪車クラブ 11''20 62 5位 渡邉 諒太 わたなべ りょうた 御殿場一輪車サークル 14''60 96

6位 後藤 柚奈 ごとう ゆずな 御殿場一輪車サークル 11''29 94 6位 石橋 翔太朗 いしばし しょうたろう ユニサイクルなぎさ 15''54 59

48レース 24インチ 女 49レース 24インチ 男
1位 坂齋 綾音 ばんさい あやね かまくら一輪車クラブ 06''75 169 1位 坂齋 綾介 ばんさい りょうすけ かまくら一輪車クラブ 07''16 170

2位 高田 朝日 たかだ あさひ 川崎渡田一輪車クラブ 06''78 89 2位 内田 岬希 うちだ みさき 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 07''86 167

3位 糸日谷 真央 いとひや まお 篠崎一輪車クラブ 07''01 71 3位 久保田 一輝 くぼた かずき 船橋市一輪車協会 09''32 15

4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 07''11 190 4位 辻村 翔 つじむら はじめ 伊勢原一輪車クラブ 09''83 87

5位 茂木 彩名 もぎ あやな かまくら一輪車クラブ 07''41 175 5位 岡山 将一 おかやま しょういち ユニサイクル土浦 10''52 136

6位 佐藤 彩香 さとう あやか 伊勢原一輪車クラブ 07''52 85 6位 青木 俊祐 あおき しゅんすけ さいたまユニサイクルクラブ 13''01 185

6位 鈴木 旺子 すずき おこ かまくら一輪車クラブ 07''52 188

6位 水間 萌恵夏 みずま もえか 藤沢北部一輪車クラブ 07''52 184

[100mファイナリスト]
50レース 20インチ 女 51レース 20インチ 男

1位 齊藤 美月 さいとう みづき かまくら一輪車クラブ 15''51 173 1位 長田 篤昌 おさだ あつまさ 御殿場一輪車サークル 14''48 92

2位 稲葉 実歩 いなば みほ ドルフィン・リング 15''86 128 2位 新井 誉悠 あらい のりひさ さいたまユニサイクルクラブ 15''08 142

3位 谷山 紗 たにやま すず 江戸川一輪車クラブぴえろ 16''26 156 3位 渡邉 龍也 わたなべ りゅうや 御殿場一輪車サークル 16''80 93

52レース 24インチ 女 53レース 24インチ 男
1位 高田 朝日 たかだ あさひ 川崎渡田一輪車クラブ 13''19 89 1位 後藤 槙壱 ごとう しんいち さいたまユニサイクルクラブ 12''88 140

2位 坂齋 綾音 ばんさい あやね かまくら一輪車クラブ 13''78 169 2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''41 170

3位 桑野 晃帆 くわの あきほ ユニサイクルAmi☆長泉 14''11 110 3位 江戸 翼 えど つばさ ユニサイクルAmi☆長泉 13''75 105


