
ゼッケンNo 種目 選手名 選手名ﾖﾐ 性別 大会年齢/学年 団体名

1 Full 加藤　陽香 カトウ　ハルカ 女 小6 Ｕ．Ｃ．シューティングスター
2 Full 大川　美祐 オオカワ　ミユ 女 小6 Ｕ．Ｃ．シューティングスター
3 Full 大川　真祐 オオカワ　マユ 女 小6 Ｕ．Ｃ．シューティングスター
4 Full 野島　円 ノジマ　ツブラ 女 小5 Ｕ．Ｃ．シューティングスター
5 Full 遠藤　真風 エンドウ　マカ 女 小4 Ｕ．Ｃ．シューティングスター

301 Half 武富　葉月 タケトミ　ハヅキ 女 小4 Ｕ．Ｃ．シューティングスター
302 Half 遠藤　風生 エンドウ　フウ 女 中2 Ｕ．Ｃ．シューティングスター
303 Half 持田　葵衣 モチダ　アオイ 女 中1 Ｕ．Ｃ．シューティングスター
601 10km 瀬戸　澪奈 セト　レイナ 女 22 Ｕ．Ｃ．シューティングスター
602 10km 鈴木　蓮 スズキ　レン 女 小4 Ｕ．Ｃ．シューティングスター
901 5km 遠藤　琉風 エンドウ　ルカ 男 未就学 Ｕ．Ｃ．シューティングスター
6 Full 木村　杏紬希 キムラ　アヅキ 女 24 ユニサイクルなぎさ
7 Full 峯井　優穂 ミネイ　ユウホ 女 中1 ユニサイクルなぎさ

304 Half 木村　智史貴 キムラ　トシキ 男 16 ユニサイクルなぎさ
305 Half 小沼　夏実 オヌマ　ナツミ 女 19 ユニサイクルなぎさ
306 Half 渡邊　梓沙 ワタナベ　アズサ 女 中2 ユニサイクルなぎさ
307 Half 米本　雛 ヨネモト　ヒナ 女 中1 ユニサイクルなぎさ
308 Half 米本　萌 ヨネモト　モエ 女 小5 ユニサイクルなぎさ
309 Half 峯井　愛寧 ミネイ　アヤネ　 女 小5 ユニサイクルなぎさ
310 Half 佐古　萌々花 サコ　モモカ 女 小4 ユニサイクルなぎさ
311 Half 峯井　悠志 ミネイ　ヒサシ 男 小2 ユニサイクルなぎさ
603 10km 田中　満彩 タナカ　マイロ 女 小6 ユニサイクルなぎさ
902 5km 佐古　琉希 サコ　リュウキ　 男 小2 ユニサイクルなぎさ
903 5km 石橋　翔太朗 イシバシ　ショウタロウ 男 小2 ユニサイクルなぎさ
904 5km 石橋　紬 イシバシ　ツムギ 女 未就学 ユニサイクルなぎさ
905 5km 米本　蒼空 ヨネモト　ソラ 男 小1 ユニサイクルなぎさ
604 10km 佐藤　匠人 サトウ　タクト 男 小6 安東児童館
605 10km 古川　博直 サトウ　ヒロナオ 男 小6 安東児童館
906 5km 安田　ゆの ヤスダ　ユノ 女 小2 安東児童館
907 5km 瀧浪　かの タキナミ　カノ 女 小3 安東児童館
908 5km 古川　藍子 フルカワ　アイコ 女 小3 安東児童館
909 5km 佐藤　一花 サトウ　ハナ 女 小4 安東児童館
910 5km 宮本　莉音 ミヤモト　リオン 女 小3 安東児童館
911 5km 宮本　花凛 ミヤモト　カリン 女 小3 安東児童館
8 Full 古代 宙 フルヨ ソラ 女 中2 豆ぞうクラブ
9 Full 鈴木 拓実 スズキ タクミ 男 小5 豆ぞうクラブ
10 Full 萩坂 彩乃 ハギサカ アヤナ 女 小4 豆ぞうクラブ
11 Full 土屋 沙織 ツチヤ サオリ 女 小3 豆ぞうクラブ
12 Full 古代 心 フルヨ ミミ 女 小3 豆ぞうクラブ
312 Half 鈴木 悠菜 スズキ ユナ 女 中1 豆ぞうクラブ
313 Half 伊代野 真鈴 イヨノ マリン 女 小4 豆ぞうクラブ
314 Half 稲葉 実歩 イナバ ミホ 女 小3 豆ぞうクラブ
315 Half 稲葉 幸希 イナバ サキ 女 小3 豆ぞうクラブ
316 Half 伊代野 真愛 イヨノ マナカ 女 小3 豆ぞうクラブ
606 10km 高橋 はる花 タカハシ ハルカ 女 中1 豆ぞうクラブ
317 Half 野間　紗妃　 ノマ　サキ 女 小6 御殿場一輪車サークル
607 10km 植田　恵文　 ウエタ　シゲフミ 男 63 御殿場一輪車サークル
608 10km 長田　花奈　 オサダ　ハナ 女 小4 御殿場一輪車サークル
609 10km 渡邊　美優　 ワタナベ　ミユウ 女 小4 御殿場一輪車サークル
610 10km 馬場　日奈妃　 ババ　ヒナキ 女 小4 御殿場一輪車サークル
611 10km 増田　夕奈　 マスダ　ユウナ 女 小4 御殿場一輪車サークル
612 10km 野間　舞音　 ノマ　マオ 女 小3 御殿場一輪車サークル
912 5km 後藤　柚奈　 ゴトウ　ユズナ 女 小2 御殿場一輪車サークル
913 5km 菊池　円香　 キクチ　マドカ 女 小2 御殿場一輪車サークル
914 5km 平沢　結衣　 ヒラサワ　ユイ 女 小4 御殿場一輪車サークル
915 5km 長田　篤昌　 オサダ　アツマサ 男 小1 御殿場一輪車サークル
916 5km 中山　千慧　 ナカヤマ　チサト 女 小1 御殿場一輪車サークル
917 5km 飯塚　晴香 イイヅカ　ハルカ 女 小2 御殿場一輪車サークル
318 Half 江口　結 エグチ　ユイ 女 小6 江戸川一輪車クラブぴえろ
613 10km 江口　絢水 エグチ　アヤミ 女 小2 江戸川一輪車クラブぴえろ
614 10km 菊地　栞音 キクチ　シオン 女 小6 江戸川一輪車クラブぴえろ
615 10km 奥　望夢瑠 オク　ミユル 女 小5 江戸川一輪車クラブぴえろ
616 10km 奥　望路歩 オク　ノノア 女 小4 江戸川一輪車クラブぴえろ
617 10km 奥　望希羽 オク　ミキハ 女 小2 江戸川一輪車クラブぴえろ
618 10km 谷山　暖 タニヤマ　ノン 女 小4 江戸川一輪車クラブぴえろ
619 10km 谷山　紗 タニヤマ　スズ 女 小2 江戸川一輪車クラブぴえろ
620 10km 福井　愛 フクイ　マナ 女 中2 江戸川一輪車クラブぴえろ
621 10km 岩崎　直人 イワサキ　ナオト 男 42 江戸川一輪車クラブぴえろ
622 10km 岩崎　里穂 イワサキ　リホ 女 中1 江戸川一輪車クラブぴえろ
136 700C 糸日谷　真央 イトヒヤ　マオ 女 20 篠崎一輪車クラブ
319 Half 山下　玲子 ヤマシタ　レイコ 女 52 篠崎一輪車クラブ
320 Half 糸日谷　真一 イトヒヤ　シンイチ 男 52 篠崎一輪車クラブ
321 Half 岡持　隼斗 オカジ　ハヤト 男 中2 篠崎一輪車クラブ
623 10km 山下　智 ヤマシタ　サトシ 男 59 篠崎一輪車クラブ
13 Full 石川　絵理 イシカワ　エリ 女 20 焼津一輪車クラブ
14 Full 谷口　絢音 タニグチ　アヤネ 女 16 焼津一輪車クラブ
15 Full 松下　真華 マツシタ　マナカ 女 中2 焼津一輪車クラブ
16 Full 野﨑　萌日 ノザキ　モエカ 女 中1 焼津一輪車クラブ
17 Full 大石　陽菜 オオイシ　ハルナ 女 小6 焼津一輪車クラブ
18 Full 八島　愛花 ヤシマ　アイカ 女 小6 焼津一輪車クラブ
19 Full 増田　寿美 マスダ　コトミ 女 小5 焼津一輪車クラブ
322 Half 大畑　花奈 オオハタ　カナ 女 中1 焼津一輪車クラブ
323 Half 青島　芽生 アオシマ　メイ 女 小5 焼津一輪車クラブ
324 Half 恩田　治奈 オンダ　ハルナ 女 小5 焼津一輪車クラブ
325 Half 滝　美結 タキ　ミユ 女 小5 焼津一輪車クラブ
326 Half 八島　凜花 ヤシマ　リンカ 女 小4 焼津一輪車クラブ
327 Half 増田　菜姫 マスダ　ナツキ 女 小4 焼津一輪車クラブ
328 Half 羽畑　祐希 ウハタ　ユウキ 女 小3 焼津一輪車クラブ
329 Half 松永　ひなた マツナガ　ヒナタ 女 小3 焼津一輪車クラブ
624 10km 増田　幸寿 マスダ　ユキトシ 男 39 焼津一輪車クラブ
625 10km 内木　愛里 ナイキ　アイリ 女 16 焼津一輪車クラブ
626 10km 松下　萌華 マツシタ　モエカ 女 中3 焼津一輪車クラブ
627 10km 長谷川　綸音 ハセガワ　リノ 女 小4 焼津一輪車クラブ
628 10km 鶴見　百音 ツルミ　モモネ 女 小3 焼津一輪車クラブ
629 10km 加藤　志依 カトウ　シイ 女 小2 焼津一輪車クラブ
630 10km 恩田　あかり オンダ　アカリ 女 小1 焼津一輪車クラブ
918 5km 滝　心美 タキ　ココミ 女 小2 焼津一輪車クラブ
919 5km 出雲　望々花 イズモ　ノノカ 女 小2 焼津一輪車クラブ
920 5km 橋ケ谷　咲愛 ハシガヤ　サクラ 女 小1 焼津一輪車クラブ
921 5km 加藤　芙侑 カトウ　フウ 女 未就学 焼津一輪車クラブ



20 Full 石川　葉月 イシカワ　ハヅキ 女 小6 清水ドリームサイクル
21 Full 赤羽　芹香 アカバ　セリカ 女 小6 清水ドリームサイクル
137 700C 森　真奈美 モリ　マナミ 女 21 清水ドリームサイクル
330 Half 石垣　綾香 イシガキ　アヤカ 女 小3 清水ドリームサイクル
331 Half 伊藤　智朗 イトウ　トモロウ 男 小4 清水ドリームサイクル
332 Half 河村　悠月 カワムラ　ユヅキ 女 小4 清水ドリームサイクル
333 Half 伊藤　誠波 イトウ　ジョウハ 男 小5 清水ドリームサイクル
334 Half 松苗　わか菜 マツナエ　ワカナ 女 小5 清水ドリームサイクル
335 Half 望月　希 モチヅキ　ノゾミ 女 小5 清水ドリームサイクル
336 Half 遠藤　雪寧 エンドウ　ユキネ 女 小6 清水ドリームサイクル
631 10km 石垣　智康 イシガキ　トモヤス 男 小1 清水ドリームサイクル
632 10km 伊藤　彩月 イトウ　サツキ 女 小1 清水ドリームサイクル
633 10km 池田　勝則 イケダ　カツノリ 男 73 清水ドリームサイクル
22 Full 藤本　空来 フジモト　ソラ 女 小6 清水ファイターズ
23 Full 平岩　圭 ヒライワ　ケイ 女 小6 清水ファイターズ
634 10km 堀　航太郎 ホリ　コウタロウ 男 小4 清水ファイターズ
635 10km 青木　小春 アオキ　コハル 女 小5 清水ファイターズ
636 10km 青木　克斗 アオキ　ヨシト 男 小3 清水ファイターズ
637 10km 浜田　りりい ハマダ　リリイ 女 小5 清水ファイターズ
24 Full 今戸　英恵 イマド　ハナエ 女 中1 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
25 Full 鈴木　まい スズキ　マイ 女 小6 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
26 Full 森山　彩奈 モリヤマ　アヤナ 女 小6 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
27 Full 山崎　真江 ヤマザキ　マエ 女 小6 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
28 Full 田中　夏希 タナカ　ナツキ 女 小5 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
29 Full 青木　美咲 アオキ　ミサキ 女 小5 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
30 Full 佐野　心海 サノ　ココミ 女 小5 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
31 Full 岩井　雅充 イワイ　マサミチ 男 小6 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
32 Full 小川　廣 オガワ　ヒロシ 男 66 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
33 Full 石川　好隆 イシカワ　ヨシタカ 男 55 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
34 Full 岩井　紀充 イワイ　ノリミチ 男 42 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
138 700C 古田　美夕 フルタ　ミュウ 女 16 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
337 Half 塩沢　日和 シオザワ　ヒヨリ 女 小6 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
338 Half 宮原　千咲 ミヤハラ　チサキ 女 小4 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
339 Half 石山　穂澄美 イシヤマ　ホズミ 女 小3 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
340 Half 田中　冬馬 タナカ　トウマ 男 中2 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
341 Half 今戸　伴子 イマド　トモコ 女 39 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
638 10km 石川　由美 イシカワ　ユミ 女 19 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
639 10km 島田　結花 シマダ　ユカ 女 中3 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
640 10km 大橋　由奈 オオハシ　ユナ 女 小3 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
641 10km 山内　茜莉 ヤマウチ　アカリ 女 小2 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
642 10km 石山　さくら イシヤマ　サクラ 女 小2 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
643 10km 佐野　百花 サノ　モモカ 女 小1 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
644 10km 青木　夢月 アオキ　ユヅキ 女 小1 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
645 10km 森山　秋一 モリヤマ　シュウイチ 男 小1 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
646 10km 祢次金　和 ネジガネ　ナゴミ 女 小1 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
647 10km 田中　孝佳 タナカ　タカヨシ 男 41 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
648 10km 青木　一洋 アオキ　カズヒロ 男 40 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
922 5km 石山　あい イシヤマ　アイ 女 小1 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
923 5km 大橋　李玖人 オオハシ　リクト 男 小1 静岡市西奈児童館一輪車クラブ
35 Full 長坂　綾 ナガサカ　アヤ 女 17 静岡城内一輪車クラブ
36 Full 築山　友姫 ツキヤマ　ユキ 女 中3 静岡城内一輪車クラブ
37 Full 大橋　知紗子 オオハシ　チサコ 女 中1 静岡城内一輪車クラブ
38 Full 吉松　涼花 ヨシマツ　リョウカ 女 中1 静岡城内一輪車クラブ
39 Full 深津　真彩 フカツ　マヤ 女 小6 静岡城内一輪車クラブ
40 Full 八木　杏彩 ヤギ　アリサ 女 小5 静岡城内一輪車クラブ
41 Full 金井　飛翼 カナイ　ツバサ 男 小5 静岡城内一輪車クラブ
42 Full 大橋　佳那子 オオハシ　カナコ 女 小5 静岡城内一輪車クラブ
43 Full 橋元　伶奈 ハシモト　レイナ 女 小5 静岡城内一輪車クラブ
44 Full 鈴木　智子 スズキ　トモコ 女 小5 静岡城内一輪車クラブ
45 Full 太田　沙希 オオタ　サキ 女 小4 静岡城内一輪車クラブ
46 Full 築山　亜弥 ツキヤマ　アミ 女 小3 静岡城内一輪車クラブ
47 Full 吉松　英智 ヨシマツ　ヒデノリ 男 39 静岡城内一輪車クラブ
140 700C 片山　留理子 カタヤマ　ルリコ 女 21 静岡城内一輪車クラブ
342 Half 小山　紗季 コヤマ　サキ 女 中3 静岡城内一輪車クラブ
343 Half 榊　優衣 サカキ　ユイ 女 中3 静岡城内一輪車クラブ
344 Half 太田　結菜 オオタ　ユナ 女 中2 静岡城内一輪車クラブ
345 Half 市川　ひより イチカワ　ヒヨリ 女 中1 静岡城内一輪車クラブ
346 Half 八木　泉咲 ヤギ　ミサキ 女 中1 静岡城内一輪車クラブ
347 Half 橋元　優奈 ハシモト　ユウナ 女 中1 静岡城内一輪車クラブ
348 Half 杉本　海彩希 スギモト　ミサキ 女 小6 静岡城内一輪車クラブ
349 Half 山田　唯菜 ヤマダ　ユイナ 女 小6 静岡城内一輪車クラブ
350 Half 仙洞田　葉月 センドウダ　ハヅキ 女 小5 静岡城内一輪車クラブ
351 Half 仙洞田　長月 センドウダ　ナヅキ 女 小4 静岡城内一輪車クラブ
352 Half 吉松　雅将 ヨシマツ　マサトシ 男 小3 静岡城内一輪車クラブ
649 10km 太田　もえ オオタ　モエ 女 小1 静岡城内一輪車クラブ
650 10km 大橋　茉央子 オオハシ　マオコ 女 未就学 静岡城内一輪車クラブ
924 5km 大條　友希 オオエダ　ユウキ 女 小4 静岡城内一輪車クラブ
925 5km 神谷　穂乃 カミヤ　ホノ 女 小2 静岡城内一輪車クラブ
926 5km 榊原　由奈 サカキバラ　ユナ 女 小2 静岡城内一輪車クラブ
927 5km 大橋　杏 オオハシ　アン 女 小2 静岡城内一輪車クラブ
928 5km 若狭　亜希 ワカサ　アキ 女 小2 静岡城内一輪車クラブ
141 700C 松澤　義久 マツザワヨシヒサ 男 58 川崎渡田一輪車クラブ
48 Full 小国　和平 オグニ　ワヘイ 男 73 船橋市一輪車協会
49 Full 幸田　義郎 コウダ　ヨシロウ 男 58 船橋市一輪車協会
50 Full 宮脇　芳英 ミヤワキ　ヨシヒデ 男 35 船橋市一輪車協会
51 Full 小林　悟武 コバヤシ　サトム 男 16 船橋市一輪車協会
52 Full 久保田　一輝 クボタ　カズキ 男 中3 船橋市一輪車協会
53 Full 久保田　彩未 クボタ　アヤミ 女 小6 船橋市一輪車協会
54 Full 野尻　弥音 ノジリ　ネネ 女 小5 船橋市一輪車協会
55 Full 久保田　友貴 クボタ　ユウキ 男 小4 船橋市一輪車協会
353 Half 金子　史朗 カネコシロウ 男 59 船橋市一輪車協会
354 Half 小林　実代 コバヤシ　ミヨ 女 17 船橋市一輪車協会
355 Half 狩野　渚 カノ　ナギサ 女 小6 船橋市一輪車協会
356 Half 湯上　真央 ユノウエ　マオ 女 小6 船橋市一輪車協会
357 Half 沼田　和佳奈 ヌマタ　ワカナ 女 小5 船橋市一輪車協会
358 Half 高橋　ありさ タカハシ　アリサ 女 小5 船橋市一輪車協会
359 Half 高橋　春菜 タカハシ　ハルナ 女 小5 船橋市一輪車協会
360 Half 網野　咲来 アミノ　サクラ 女 小3 船橋市一輪車協会
361 Half 青木　希優 アオキ　マヒロ 女 小4 船橋市一輪車協会
362 Half 野尻　百音 ノジリ　モネ 女 小2 船橋市一輪車協会
363 Half 宮脇　可奈 ミヤワキ　カナ 女 小2 船橋市一輪車協会
364 Half 竹林　慧音 タケバヤシ　サトネ 女 小1 船橋市一輪車協会
651 10km 谷内　妃那 タニウチ　ヒナ 女 小5 船橋市一輪車協会
652 10km 青木　友奏 アオキ　トモカ 女 小2 船橋市一輪車協会



365 Half 津田　稚奈 ツダ　ワカナ 女 27 相模野一輪車クラブ
366 Half 鈴木　裕紀子 スズキ　ユキコ 女 15 相模野一輪車クラブ
367 Half 花澤　美樹 ハナザワ　ミキ 女 中2 相模野一輪車クラブ
368 Half 伊髙　由梨奈 イタカ　ユリナ 女 中1 相模野一輪車クラブ
369 Half 斉藤　楓 サイトウ　カエデ 女 中1 相模野一輪車クラブ
370 Half 福田　千夏 フクダ　チナツ 女 小6 相模野一輪車クラブ
371 Half 樫谷　美久莉 カシタニ　ミクリ 女 小6 相模野一輪車クラブ
372 Half 菅　水優 カン　ミユウ 女 小6 相模野一輪車クラブ
373 Half 雪山　理帆 ユキヤマ　リホ 女 小6 相模野一輪車クラブ
374 Half 和田　彩 ワダ　アヤ 女 小6 相模野一輪車クラブ
375 Half 菅原　涼花 スガワラ　リョウカ 女 小6 相模野一輪車クラブ
376 Half 花上　雪乃 ハナウエ　ユキノ 女 小6 相模野一輪車クラブ
377 Half 木村　明子 キムラ　アキコ 女 小6 相模野一輪車クラブ
378 Half 栩内　美帆 トチナイ　ミホ 女 小5 相模野一輪車クラブ
379 Half 金井　みどり カナイ　ミドリ 女 小5 相模野一輪車クラブ
380 Half 飯島　瑠海 イイジマ　ルウ 女 小5 相模野一輪車クラブ
381 Half 渥美　那香 アツミ　トモカ 女 小5 相模野一輪車クラブ
382 Half 大竹　陽心 オオタケ　ハルナ 女 小5 相模野一輪車クラブ
383 Half 中嶋　桜月 ナカジマ　ミツキ 女 小5 相模野一輪車クラブ
384 Half 鈴木　礼愛 スズキ　レイア 女 小5 相模野一輪車クラブ
385 Half 菅野　朱音 カンノ　アカネ 女 小5 相模野一輪車クラブ
386 Half 駒澤　姫那 コマザワ　ヒイナ 女 小5 相模野一輪車クラブ
387 Half 中嶋　桜咲 ナカジマ　ミサキ 女 小4 相模野一輪車クラブ
388 Half 木村　望 キムラ　ノゾミ 女 小4 相模野一輪車クラブ
653 10km 渡邊　彩希 ワタナベ　サキ 女 小5 相模野一輪車クラブ
654 10km 高杉　花鈴 タカスギ　カリン 女 小5 相模野一輪車クラブ
655 10km 関戸　煕珠 セキド　ヒロミ 女 小5 相模野一輪車クラブ
656 10km 髙原　日暖 タカハラ　ハノン 女 小4 相模野一輪車クラブ
657 10km 松木　芙由華 マツキ　フユカ 女 小4 相模野一輪車クラブ
658 10km 吉田　瑞季 ヨシダ　ミズキ 女 20 相模野一輪車クラブ
929 5km 菅　桃寧 カン　モモネ 女 小1 相模野一輪車クラブ
56 Full 岡山　巧 オカヤマ　タクミ 男 65 ユニサイクル土浦
57 Full 斉藤　聡 サイトウ　サトシ 男 44 ユニサイクル土浦
142 700C 岡山　将一 オカヤマ　ショウイチ 男 33 ユニサイクル土浦
143 700C 岡山　洋明 オカヤマ　ヒロアキ 男 30 ユニサイクル土浦
58 Full 密本　織絵 ミツモト　オリエ 女 28 八街一輪車クラブ
59 Full 熊谷　朋哉 クマガイ　トモヤ 男 中1 八街一輪車クラブ
389 Half 密本　彩未 ミツモト　アヤミ 女 25 八街一輪車クラブ
390 Half 辻本　弦也 ツジモト　ゲンヤ 男 19 八街一輪車クラブ
60 Full 塚越　菜結 ツカゴシ　ナユウ 女 小５ 浜松U.C.フライングカイト
61 Full 峰野　公乃加 ミネノ　コノカ 女 小５ 浜松U.C.フライングカイト
62 Full 佐藤　未悠 サトウ　ミチカ 女 中２ 浜松U.C.フライングカイト
63 Full 佐藤　倫子 サトウ　リンコ 女 51 浜松U.C.フライングカイト
64 Full 佐藤　颯星 サトウ　リュウセイ 男 小５ 浜松U.C.フライングカイト
65 Full 峰野　充史 ミネノ　ミツシ 男 40 浜松U.C.フライングカイト
66 Full 宮田　隆康 ミヤタ　タカヤス 男 50 浜松U.C.フライングカイト
67 Full 中村　哲朗 ナカムラ　テツロウ 男 46 浜松U.C.フライングカイト
68 Full 福代　勝教 フクヨ　マサノリ 男 34 浜松U.C.フライングカイト
69 Full 宮木　將介 ミヤキ　ショウスケ 男 47 浜松U.C.フライングカイト
391 Half 池谷　佳純 イケヤ　カスミ 女 小６ 浜松U.C.フライングカイト
392 Half 渡辺　莉桜 ワタナベ　リオ 女 小６ 浜松U.C.フライングカイト
393 Half 江間　美翠 エマ　ミドリ 女 小３ 浜松U.C.フライングカイト
394 Half 松井　優花 マツイ　ユウカ 女 小４ 浜松U.C.フライングカイト
395 Half 刑部　結衣 オサカベ　ユイ 女 小５ 浜松U.C.フライングカイト
396 Half 川瀬　理帆 カワセ　リホ 女 小５ 浜松U.C.フライングカイト
397 Half 松井　花音 マツイ　カノン 女 小５ 浜松U.C.フライングカイト
398 Half 羽柴　千春 ハシバ　チハル 女 小５ 浜松U.C.フライングカイト
399 Half 高山　明子 タカヤマ　アコ 女 小６ 浜松U.C.フライングカイト
400 Half 野島　優奈 ノジマ　ユウナ 女 小６ 浜松U.C.フライングカイト
401 Half 袴田　奈央 ハカマタ　ナオ 女 小６ 浜松U.C.フライングカイト
402 Half 今田　花琳 イマダ　カリン 女 小６ 浜松U.C.フライングカイト
403 Half 齋藤　千帆 サイトウ　チホ 女 小６ 浜松U.C.フライングカイト
404 Half 宮田　有紀乃 ミヤタ　ユキノ 女 中２ 浜松U.C.フライングカイト
405 Half 渡辺　斉史 ワタナベ　ヒトシ 男 39 浜松U.C.フライングカイト
406 Half 羽柴　陽司 ハシバ　ヨウジ 男 48 浜松U.C.フライングカイト
407 Half 塚越　和宏 ツカゴシ　カズヒロ 男 39 浜松U.C.フライングカイト
408 Half 刑部　雄二 オサカベ　ユウジ 男 48 浜松U.C.フライングカイト
409 Half 高山　雅貴 タカヤマ　マサキ 男 46 浜松U.C.フライングカイト
410 Half 袴田　淑朗 ハカマタ　ヨシロウ 男 47 浜松U.C.フライングカイト
659 10km 塚越　琴杏 ツカゴシ　コトア 女 小１ 浜松U.C.フライングカイト
660 10km 渡辺　花菜 ワタナベ　ハナ 女 小３ 浜松U.C.フライングカイト
661 10km 守屋　杏雛 モリヤ　モナ 女 小３ 浜松U.C.フライングカイト
662 10km 峰野　光月杏 ミネノ　ミツキ 女 中２ 浜松U.C.フライングカイト
663 10km 松井　輝男 マツイ　テルオ 男 43 浜松U.C.フライングカイト
664 10km 守屋　寿彦 モリヤ　ヒサヒコ 男 38 浜松U.C.フライングカイト
930 5km 守屋　柚雛 モリヤ　ユアナ 女 未就学 浜松U.C.フライングカイト
931 5km 松村　茉歩 マツムラ　マホ 女 小２ 浜松U.C.フライングカイト
932 5km 守屋　芹雛 モリヤ　セリナ 女 小２ 浜松U.C.フライングカイト
933 5km 土屋　奈桜 ツチヤ　ナオ 女 小３ 浜松U.C.フライングカイト
934 5km 大村　優美香 オオムラ　ユミカ 女 小３ 浜松U.C.フライングカイト
935 5km 溝井　未有 ミゾイ　ミユ 女 小５ 浜松U.C.フライングカイト
70 Full 酒向　祐二 サコウ　ユウジ 男 56 ＪＵＡ名古屋支部
71 Full 中島　冬樹 ナカシマ　フユキ 男 49 ＪＵＡ名古屋支部
72 Full 中島　くるみ ナカシマ　クルミ 女 中2 ＪＵＡ名古屋支部
73 Full 髙橋　叶 タカハシ　カナエ 女 小5 ＪＵＡ名古屋支部
144 700C 千葉　慎吾 チバ　シンゴ 男 29 ＪＵＡ名古屋支部
411 Half 黒宮　郁夫 クロミヤ　イクオ 男 56 ＪＵＡ名古屋支部
412 Half 朽名　正 クツナ　タダシ 男 57 ＪＵＡ名古屋支部
413 Half 八田　邦雄 ハッタ　クニオ 男 67 ＪＵＡ名古屋支部
414 Half 袴谷　敬 ハカマタニ　タカシ 男 50 ＪＵＡ名古屋支部
415 Half 袴谷　悟史 ハカマタニ　サトシ 男 20 ＪＵＡ名古屋支部
416 Half 袴谷　美帆 ハカマタニ　ミホ 女 中3 ＪＵＡ名古屋支部
417 Half 髙橋　司 タカハシ　ツカサ 男 39 ＪＵＡ名古屋支部
665 10km 桑原　虎太郎 クワハラ　コタロウ 男 小5 ＪＵＡ名古屋支部
666 10km 袴谷　由佳子 ハカマタニ　ユカコ 女 50 ＪＵＡ名古屋支部
667 10km 林　弓男 ハヤシ　ユミオ 男 83 ＪＵＡ名古屋支部
668 10km 中島　桃果 ナカシマ　モモカ 女 21 ＪＵＡ名古屋支部



418 Half 川口　弘 カワグチ　ヒロシ 男 55 和歌山県一輪車協会
419 Half 山本　涼玄 ヤマモト　リョウゲン 男 小3 和歌山県一輪車協会
420 Half 小野田　元彦 オノダ　モトヒコ 男 51 和歌山県一輪車協会
421 Half 影澤　明空 カゲザワ　ミヒロ 女 小5 和歌山県一輪車協会
669 10km 竹中　花織 タケナカ　カオリ 女 中1 和歌山県一輪車協会
670 10km 古賀　郁 コガ　カオル 女 小6 和歌山県一輪車協会
671 10km 雪野　愛心 ユキノ　アミ 女 小6 和歌山県一輪車協会
672 10km 早川　咲 ハヤカワ　サク 女 小4 和歌山県一輪車協会
674 10km 久保　里乃 クボ　リノ 女 小4 和歌山県一輪車協会
675 10km 久保　覚 クボ　サトル 男 小1 和歌山県一輪車協会
936 5km 木村　日向子 キムラ　ヒナコ 女 小3 和歌山県一輪車協会
422 Half 白田　光佳莉 シラタ　ヒカリ 女 小6 UCファイン
676 10km 横田　明彦 ヨコタ　アキヒコ 男 51 UCファイン
677 10km 横田　花菜 ヨコタ　ハナ 女 小6 UCファイン
678 10km 大野　吾一 オオノ　ゴイチ 男 40 UCファイン
679 10km 大野　緋美 オオノ　ヒミ 女 小6 UCファイン
680 10km 清水　楓夏 シミズ　フウカ 女 小3 UCファイン
681 10km 高橋　希実 タカハシ　ノゾミ 女 小5 UCファイン
682 10km 高橋　伸治 タカハシ　シンジ 男 49 UCファイン
937 5km 白田　光多朗 シラタ　コウタロウ 男 小2 UCファイン
938 5km 大野　翼 オオノ　ツバサ 男 小1 UCファイン
423 Half 半田　義明 ハンダ　ヨシアキ 男 43 infinity Racing
939 5km 山本　海渡 ヤマモト　カイト 男 小5 infinity Racing
424 Half 高木　忠将 タカギ　タダマサ 男 42 Ｔ・Ｏ・Ｐ
425 Half 高木　誠司 タカギ　セイジ 男 小4 Ｔ・Ｏ・Ｐ
74 Full 島川睦望 シマカワ　ムツミ 女 15 京都一輪車クラブ　ゆにっこ
75 Full 下野さくら シモノ　サクラ 女 中1 京都一輪車クラブ　ゆにっこ
426 Half 河合一穂 カワイ　カズホ 男 52 京都一輪車クラブ　ゆにっこ
427 Half 堀田　綾菜 ホッタ　アヤナ 女 小6 京都一輪車クラブ　ゆにっこ
428 Half 河合玲 カワイ　レイ 女 小4 京都一輪車クラブ　ゆにっこ
429 Half 竹内みつき タケウチ　ミツキ 女 小6 京都一輪車クラブ　ゆにっこ
430 Half 中島晟伍 ナカジマ　セイゴ 男 小6 京都一輪車クラブ　ゆにっこ
431 Half 中島瑞月 ナカジマ　ミズキ 女 小5 京都一輪車クラブ　ゆにっこ
432 Half 中島夕月 ナカジマ　ユヅキ 女 小3 京都一輪車クラブ　ゆにっこ
433 Half 一本松 京華 イッポンマツ キョウカ 女 小5 京都一輪車クラブ　ゆにっこ
683 10km 中村泰章 ナカムラ　ヤスアキ 男 49 京都一輪車クラブ　ゆにっこ
684 10km 中島桜月 ナカジマ　サツキ 女 小1 京都一輪車クラブ　ゆにっこ
685 10km 中村朱鳥 ナカムラ　アスカ 女 小2 京都一輪車クラブ　ゆにっこ
76 Full 青木俊介 アオキシュンスケ 男 小6 さいたまユニサイクルクラブ
434 Half 大城菜摘 オオシロナツミ 女 中1 さいたまユニサイクルクラブ
435 Half 佐藤夏帆 サトウカホ 女 中1 さいたまユニサイクルクラブ
686 10km 新井咲姫瑛 アライサキエ 女 小4 さいたまユニサイクルクラブ
687 10km 新井誉悠 アライノリヒサ 男 小3 さいたまユニサイクルクラブ
688 10km 大城和奏 オオシロワカナ 女 小5 さいたまユニサイクルクラブ
689 10km 吉村花梨 ヨシムラカリン 女 小6 さいたまユニサイクルクラブ
940 5km 佐藤千帆 サトウチホ 女 小1 さいたまユニサイクルクラブ
941 5km 中山こと ナカヤマコト 女 小6 さいたまユニサイクルクラブ
942 5km 中山さこ ナカヤマサコ 女 小2 さいたまユニサイクルクラブ
77 Full 内山　恵太 ウチヤマ　ケイタ 男 中2 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
78 Full 神代　洋一 カジロ　ヨウイチ 男 62 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
79 Full 金田　善次 カネダ　ゼンジ 男 44 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
80 Full 新城　きらは シンジョウ　キラハ 女 小6 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
436 Half 多地　龍哉 タチ　タツヤ 男 47 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
437 Half 高橋　南々美 タカハシ　ナナミ 女 小5 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
438 Half 岡田　花蓮 オカダ　カレン 女 小4 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
439 Half 多地　菜々美 タチ　ナナミ 女 小4 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
440 Half 豊田　蓮華 トヨダ　レンカ 女 小4 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
441 Half 内山　沙恵 ウチヤマ　サエ 女 小3 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
442 Half 山本　珠希 ヤマモト　タマキ 女 小3 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
443 Half 中澤　夏菜 ナカザワ　カンナ 女 小3 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
444 Half 石橋　麻結佳 イシバシ　マユカ 女 小2 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
445 Half 多地　観海 タチ　ミウミ 女 小2 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
446 Half 石原　実桜 イシハラ　ミオ 女 小2 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
447 Half 松本　実己 マツモト　ミキ 女 小2 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
448 Half 藤間　海音 フジマ　カノン 女 小3 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
943 5km 豊田　瑠璃 トヨダ　ルリ 女 小2 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
944 5km 藤間　咲音 フジマ　サナ 女 未就学 UNICYCLE　CLUB　FUJIMIDAI
81 Full 古郡　輝 フルゴオリヒカル 男 小6 一輪車クラブさがみこ
82 Full 古郡　哲也 フルゴオリテツヤ 男 45 一輪車クラブさがみこ
83 Full 白石　怜 シライシレイ 男 17 一輪車クラブさがみこ
84 Full 佐藤　博文 サトウヒロフミ 男 60 一輪車クラブさがみこ
449 Half 古郡　朱里 フルゴオリアカリ 女 小3 一輪車クラブさがみこ
690 10km 高橋　伽凛 タカハシカリン 女 小3 一輪車クラブさがみこ
691 10km 田中　理央 タナカリオ 女 小3 一輪車クラブさがみこ
945 5km 高橋　奏舟 タカハシソウシュウ 男 未就学 一輪車クラブさがみこ
85 Full 田中　優行 タナカ　マサユキ 男 32 JUA大阪八田荘一輪車協会
86 Full 餅谷　絵美 モチタニ　エミ 女 33 JUA大阪八田荘一輪車協会
87 Full 高田　朝日 タカダ　アサヒ 女 16 U.C.藤枝
88 Full 高田　七海 タカダ　ナナミ 女 中3 U.C.藤枝
89 Full 増田　詩穂 マスダ　シホ 女 小6 U.C.藤枝
90 Full 荒木　咲美 アラキ　エミ 女 小6 U.C.藤枝
91 Full 大西　奈波 オオニシ　ナナミ 女 小6 U.C.藤枝
92 Full 千葉　晴紀 チバ　ハルキ 男 小6 U.C.藤枝
93 Full 海老名　杏奈 エビナ　アンナ 女 小6 U.C.藤枝
94 Full 熊野　花香 クマノ　ハナカ 女 小6 U.C.藤枝
450 Half 大塚　涼加 オオツカ　スズカ 女 中1 U.C.藤枝
451 Half 鈴木　朋音 スズキ　トモネ 女 中1 U.C.藤枝
452 Half 藤井　愛巳 フジイ　マナミ 女 小6 U.C.藤枝
453 Half 杉原　桜子 スギハラ　サクラコ 女 小6 U.C.藤枝
454 Half 鈴木　瀬里奈 スズキ　セリナ 女 小5 U.C.藤枝
455 Half 竹内　祐衣 タケウチ　ユイ 女 小5 U.C.藤枝
456 Half 横田　夏萌 ヨコタ　ナツミ 女 小5 U.C.藤枝
457 Half 斎藤　日和 サイトウ　ヒヨリ 女 小4 U.C.藤枝
458 Half 磯崎　永波 イソザキ　トワ 男 小4 U.C.藤枝
459 Half 仲谷　愛海 ナカタニ　マナミ 女 小4 U.C.藤枝
460 Half 荒木　悠羽 アラキ　ユウ 男 小3 U.C.藤枝
692 10km 鈴木　楓佳 スズキ　フウカ 女 小3 U.C.藤枝
693 10km 斎藤　智樹 サイトウ　トモキ 男 36 U.C.藤枝
946 5km 熊野　美月 クマノ　ミツキ 女 小2 U.C.藤枝
947 5km 鈴木　琴葉 スズキ　コトハ 女 小1 U.C.藤枝
948 5km 横田　結萌 ヨコタ　ユウミ 女 小1 U.C.藤枝



95 Full 土屋 奈幸 ツチヤ　ナユキ 女 中1 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
96 Full 金澤 咲輝 カナザワ　サキ 女 中1 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
97 Full 桑野 晃帆 クワノ　アキホ 女 小6 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
98 Full 増本　和裕 マスモト　カズヒロ 男 47 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
99 Full 土屋　幸夫 ツチヤ　ユキオ 男 43 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
100 Full 柳田　朋亮　 ヤナギダ　トモアキ 男 38 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
461 Half 増本 青空 マスモト　セラ 男 中1 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
462 Half 金澤 直輝 カナザワ　ナオキ 男 38 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
463 Half 庄子 夏央 ショウジ　ナオ 女 小6 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
464 Half 柳田 実玖 ヤナギダ　ミク 女 小5 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
465 Half 白石 和珠 シライシ　ナゴミ 女 小5 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
466 Half 金子 小姫 カネコ　サキ 女 小5 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
467 Half 小長井 美梨 コナガイ　ミリ 女 小5 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
468 Half 金子 有紀 カネコ　ユキ 女 35 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
469 Half 前田 佳那 マエダ　カナ 女 小4 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
470 Half 金澤 侑愛 カナザワ　ユメ 女 小4 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
471 Half 青木 瑠璃 アオキ ルリ 女 小4 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
472 Half 三嶋 美輝 ミシマ　ミキ 女 小3 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
694 10km 増本 海来 マスモト　ミク 女 16 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
695 10km 竹内 悠花 タケウチ　ユウカ 女 中1 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
696 10km 竹田 桜雪 タケダ　サユキ 女 中1 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
697 10km 山田 蒼葉 ヤマダ　アオバ 女 小4 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
698 10km 中垣 瑠梨香 ナカガキ　ルリカ 女 小4 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
699 10km 関根 晶 セキネ　アキラ 女 小3 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
700 10km 上野　凪槻 ウエノ　ナギ 女 小3 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
701 10km 柳田 史都 ヤナギダ　リツ 女 小2 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
702 10km 白石 和花 シライシ　ノドカ 女 小2 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
703 10km 小長井 涼那 コナガイ　スズナ 女 小2 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
704 10km 山田 桂二郎 ヤマダ　ケイジロウ 男 40 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
705 10km 五十嵐 英晴 イガラシ ヒデハル 男 45 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
706 10km 三嶋 英明 ミシマ ヒデアキ 男 44 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
707 10km 上野 洋輔 ウエノ　ヨウスケ 男 42 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
708 10km 高槻 耀太 タカツキ　ヨウタ 男 小4 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
709 10km 金澤 優希 カナザワ ユウキ 男 小2 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
949 5km 山口 菜織 ヤマグチ　ナオ 女 小3 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
950 5km 山田 朱莉 ヤマダ　アカリ 女 小2 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
951 5km 杉本 望愛 スギモト　ノア 女 小2 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
952 5km 五十嵐 舞 イガラシ マイ 女 小1 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
953 5km 渡邊　橙 ワタナベ　ユズ 女 小1 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
954 5km 杉山 未来 スギヤマ　ミク 女 未就学 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
955 5km 清 裕斗 セイ ユウト 男 小4 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
956 5km 金子 大輝 カネコ　ヒロキ 男 小3 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
957 5km 鈴木 優尚 スズキ ユウショウ 男 小2 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
958 5km 安武 久遠 ヤスタケ　クオン 男 小2 ユニサイクルＡｍｉ☆長泉
101 Full 佐藤　隼人 サトウ　ハヤト 男 中1 山形田沢っ子
473 Half 阿蘓　来夢 アソ　ライム 男 小5 山形田沢っ子
474 Half 斎藤　颯人 サイトウ　ハヤト 男 小4 山形田沢っ子
475 Half 佐藤　亜美 サトウ　アミ 女 小6 山形田沢っ子
476 Half 小林　千鶴 コバヤシ　チヅル 女 小5 山形田沢っ子
477 Half 小林　一也 コバヤシ　カズヤ 男 47 山形田沢っ子
710 10km 柴田　百愛 シバタ　モモエ 女 小4 山形田沢っ子
711 10km 斎藤　新菜 サイトウ　ニイナ 女 小2 山形田沢っ子
712 10km 阿蘓　浩也 アソ　ヒロヤ 男 37 山形田沢っ子
959 5km 小林　史弥 コバヤシ　フミヤ 男 小1 山形田沢っ子
102 Full 平井　澪 ヒライ　ミオ 女 小5 伊豆八岳一輪車クラブ
103 Full 水野　晏 ミズノ　アン 女 小5 伊豆八岳一輪車クラブ
104 Full 丸山　紗也加 マルヤマ　サヤカ 女 小5 伊豆八岳一輪車クラブ
478 Half 山下　望咲 ヤマシタ　ミサキ 女 小3 伊豆八岳一輪車クラブ
479 Half 杉村　日向子 スギムラ　ヒナコ 女 小4 伊豆八岳一輪車クラブ
713 10km 久保田　愛姫 クボタ　アヤ 女 小2 伊豆八岳一輪車クラブ
714 10km 小澤　瑞穂 オザワ　ミズホ 女 小5 伊豆八岳一輪車クラブ
715 10km 遠藤　優奈 エンドウ　ユウナ 女 小1 伊豆八岳一輪車クラブ
716 10km 水野　凛 ミズノ　リン 女 未就学 伊豆八岳一輪車クラブ
717 10km 久保田　歩香 クボタ　アユカ 女 小5 伊豆八岳一輪車クラブ
960 5km 山下　昇平 ヤマシタ　ショウヘイ 男 小1 伊豆八岳一輪車クラブ
105 Full 佐々木　紫織 ササキ　シオリ 女 中2 ドルフィン・リング
718 10km 多田　克也 タダ　カツヤ 男 46 ドルフィン・リング
719 10km 多田　華佳 タダ　ハナカ 女 中1 ドルフィン・リング
720 10km 斉藤　結夢 サイトウ　ユメ 女 中1 ドルフィン・リング
721 10km 加藤　瑠華 カトウ　ルカ 女 小4 ドルフィン・リング
722 10km 西原　琴音 ニシハラ　コトネ 女 小4 ドルフィン・リング
723 10km 多田　美知華 タダ　ミチカ 女 小3 ドルフィン・リング
961 5km 鈴木　野乃佳 スズキ　ノノカ 女 小4 ドルフィン・リング
106 Full 平林　聖羅 ヒラバヤシ　キヨラ 女 中1 榛原児童館一輪車クラブ
107 Full 小林　磨奈 コバヤシ　マナ 女 中2 榛原児童館一輪車クラブ
108 Full 平林　聖土 ヒラバヤシ　マナト 男 小6 榛原児童館一輪車クラブ
109 Full 鈴木　華乃 スズキ　ハナノ 女 小5 榛原児童館一輪車クラブ
110 Full 長倉　美空 ナガクラ　ミク 女 小6 榛原児童館一輪車クラブ
111 Full 小川　真弥 オガワ　マヤ 女 小6 榛原児童館一輪車クラブ
112 Full 大塚　涼夏 オオツカ　スズナ 女 中1 榛原児童館一輪車クラブ
113 Full 藤井　寛 フジイ　ヒロシ 男 50 榛原児童館一輪車クラブ
114 Full 藤井　雪花 フジイ　ユキカ 女 小6 榛原児童館一輪車クラブ
145 700C 三輪　綾香 ミワ　アヤカ 女 17 榛原児童館一輪車クラブ
480 Half 杉本　唯菜 スギモト　ユイナ 女 中1 榛原児童館一輪車クラブ
481 Half 岸　すみれ キシ　スミレ 女 小3 榛原児童館一輪車クラブ
482 Half 片桐　わかな カタギリ　ワカナ 女 小5 榛原児童館一輪車クラブ
724 10km 藤井　康子 フジイ　ヤスコ 女 43 榛原児童館一輪車クラブ
725 10km 藤井　碧海 フジイ　アオミ 男 小4 榛原児童館一輪車クラブ
726 10km 大石　莉々子 オオイシ　リリコ 女 小1 榛原児童館一輪車クラブ
962 5km 松下　瑠琉 マツシタ　ルル 女 小1 榛原児童館一輪車クラブ
115 Full 佐藤　晴夏 サトウ ハルカ 女 小5 かまくら一輪車クラブ
116 Full 齊藤　菜月 サイトウ　ナヅキ 女 小5 かまくら一輪車クラブ
117 Full 曽根　萌那 ソネ 　モエナ 女 小6 かまくら一輪車クラブ
118 Full 小田部　帆夏 コタベ　ホノカ 女 小6 かまくら一輪車クラブ
119 Full 坂齋　綾介 バンサイ リョウスケ 男 中1 かまくら一輪車クラブ
120 Full 鈴木　栞羅 スズキ　カンラ 女 小5 かまくら一輪車クラブ
483 Half 永井　久瑠美 ナガイ　クルミ 女 小4 かまくら一輪車クラブ
484 Half 佐藤　輝 サトウ ヒカリ 女 小2 かまくら一輪車クラブ
485 Half 齊藤　美月 サイトウ　ミヅキ 女 小3 かまくら一輪車クラブ
486 Half 鈴木　旺子 スズキ　オコ 女 16 かまくら一輪車クラブ
727 10km 坂齋　綾音 バンサイ　アヤネ 女 16 かまくら一輪車クラブ



121 Full 玉川　真琴 タマガワ　マコト 女 小5 ユニサイクルちば
122 Full 日向　友希菜 ヒュウガ　ユキナ 女 小5 ユニサイクルちば
123 Full 玉川　菜月 タマガワ　ナツキ 女 中1 ユニサイクルちば
124 Full 日向　菜々子 ヒュウガ　ナナコ 女 中2 ユニサイクルちば
125 Full 日向　正彦 ヒュウガ　マサヒコ 男 49 ユニサイクルちば
487 Half 西原　萌栞 ニシハラ　モエカ 女 小4 ユニサイクルちば
488 Half 益満　琴和 マスミツ　コトワ 女 小4 ユニサイクルちば
489 Half 益満　陽和 マスミツ　ヒヨリ 女 小6 ユニサイクルちば
490 Half 山下　美晴 ヤマシタ　ミハル 女 中3 ユニサイクルちば
491 Half 黒木　顕大 クロキ　ケンダイ 男 16 ユニサイクルちば
126 Full 喜多川　潤也 キタガワ　ジュンヤ 男 44 UC Iwata クローバーカイト
492 Half 中尾　吾郎 ナカオ　ゴロウ 男 53 UC Iwata クローバーカイト
493 Half 中川　喜三郎 ナカガワ　キサブロウ 男 45 UC Iwata クローバーカイト
494 Half 平野　朱梨 ヒラノ　アカリ 女 中2 UC Iwata クローバーカイト
495 Half 喜多川　綾華 キタガワ　アヤカ 女 中1 UC Iwata クローバーカイト
496 Half 山口　紗和 ヤマグチ　サワ 女 小4 UC Iwata クローバーカイト
728 10km 内藤　結菜 ナイトウ　ユウナ 女 小6 UC Iwata クローバーカイト
729 10km 夏目　真心 ナツメ　マコ 女 小6 UC Iwata クローバーカイト
730 10km 平野　藍梨 ヒラノ　アイリ 女 小6 UC Iwata クローバーカイト
731 10km 渡邊　葵 ワタナベ　アオイ 女 小5 UC Iwata クローバーカイト
732 10km 佐藤　遥菜 サトウ　ハルナ 女 小5 UC Iwata クローバーカイト
733 10km 鈴木　心雪 スズキ　コユキ 女 小4 UC Iwata クローバーカイト
734 10km 鈴木　未徠 スズキ　ミライ 女 小4 UC Iwata クローバーカイト
735 10km 鈴木　ももえ スズキ　モモエ 女 小4 UC Iwata クローバーカイト
736 10km 濱田　香於利 ハマダ　カオリ 女 小4 UC Iwata クローバーカイト
737 10km 内山　真緒 ウチヤマ　マオ 女 小3 UC Iwata クローバーカイト
738 10km 渡邊　日菜 ワタナベ　ヒナタ 女 小3 UC Iwata クローバーカイト
739 10km 菊池　優恵 キクチ　ユメ 女 小2 UC Iwata クローバーカイト
740 10km 佐藤　花菜 サトウ　ハナ 女 小2 UC Iwata クローバーカイト
963 5km 松浦　小寿々　　 マツウラ　コスズ 女 小4 UC Iwata クローバーカイト
964 5km 渡邊　絢音 ワタナベ　アヤネ 女 小3 UC Iwata クローバーカイト
965 5km 渥美　裕香子 アツミ　ユカコ 女 小2 UC Iwata クローバーカイト
966 5km 加藤　天羽 カトウ　アマネ 女 小2 UC Iwata クローバーカイト
967 5km 鈴木　舞子 スズキ　マイコ 女 小2 UC Iwata クローバーカイト
968 5km 平野　絢梨 ヒラノ　アヤリ 女 小2 UC Iwata クローバーカイト
969 5km 岡本　捺智 オカモト　ナチ 女 小1 UC Iwata クローバーカイト
970 5km 戸塚　小粋 トツカ　コイキ 女 小1 UC Iwata クローバーカイト
127 Full 河島　菜々穂 カワシマ　ナナホ 女 小6 浜松積志ノースカイト
497 Half 宮田　歩奈 ミヤタ　アユナ 女 16 浜松積志ノースカイト
498 Half 河合　紗穂 カワイサホ 女 中2 浜松積志ノースカイト
499 Half 河合　嵩平 カワイ　シュウヘイ 男 小6 浜松積志ノースカイト
500 Half 浅田　陶矢 アサダ　トウヤ 男 中1 浜松積志ノースカイト
501 Half 宮崎　佑月 ミヤザキ　ユヅキ 女 小6 浜松積志ノースカイト
502 Half 千代島　おと羽 チヨジマ　オトハ 女 小6 浜松積志ノースカイト
503 Half 上野　馨子 ウエノ　カオルコ 女 小5 浜松積志ノースカイト
504 Half 鈴木　心菜 スズキ　ココナ 女 小5 浜松積志ノースカイト
505 Half 宮崎　詩織 ミヤザキ　シオリ 女 小4 浜松積志ノースカイト
506 Half 浅田　秀敏 アサダ　ヒデトシ 男 46 浜松積志ノースカイト
741 10km 佐藤　孝一 サトウ　コウイチ 男 43 浜松積志ノースカイト
742 10km 千代島　未侑 チヨジマ　ミユ 女 16 浜松積志ノースカイト
743 10km 原田　朋佳 ハラダ　トモカ 女 中3 浜松積志ノースカイト
744 10km 西村　梨那 ニシムラ　リナ 女 中2 浜松積志ノースカイト
745 10km 小笠原　胡桃 オガサワラ　クルミ 女 中2 浜松積志ノースカイト
746 10km 野中　詩音 ノナカ　シオン 女 中1 浜松積志ノースカイト
747 10km 飯島　音色 イイジマ　ネイロ 女 小6 浜松積志ノースカイト
748 10km 小野　純怜 オノ　スミレ 女 小6 浜松積志ノースカイト
749 10km 川島　真信 カワシマ　マサノブ 男 小6 浜松積志ノースカイト
750 10km 石黒　真菜 イシグロ　マナ 女 小5 浜松積志ノースカイト
751 10km 鈴木　那海 スズキ　ナミ 女 小5 浜松積志ノースカイト
752 10km 川合　由花 カワイ　ユウカ 女 小4 浜松積志ノースカイト
753 10km 川島　日菜 カワシマ　ヒナ 女 小4 浜松積志ノースカイト
754 10km 仲村　琉花 ナカムラ　ルカ 女 小4 浜松積志ノースカイト
755 10km 鈴木　杏菜 スズキ　アンナ 女 小3 浜松積志ノースカイト
756 10km 太田　里香 オオタ　サトカ 女 小3 浜松積志ノースカイト
757 10km 渡邊　二葉 ワタナベ　フタバ 女 小3 浜松積志ノースカイト
758 10km 佐藤　菜々子 サトウ　ナナコ 女 小3 浜松積志ノースカイト
759 10km 杉山　日向子 スギヤマ　ヒナコ 女 小3 浜松積志ノースカイト
971 5km 中村　優月 ナカムラ　ユヅキ 女 小3 浜松積志ノースカイト
972 5km 近藤　多由 コンドウ　ナユ 女 小3 浜松積志ノースカイト
973 5km 川合　里奈 カワイ　リナ 女 小2 浜松積志ノースカイト
974 5km 小野　明日香 オノ　アスカ 女 小1 浜松積志ノースカイト
975 5km 中村　百花 ナカムラ　モモカ 女 小1 浜松積志ノースカイト
976 5km 近藤　るこ コンドウ　ルコ 女 未就学 浜松積志ノースカイト
977 5km 太田　陽葉里 オオタ　ヒヨリ 女 未就学 浜松積志ノースカイト
978 5km 上野　彰真 ウエノ　ショウマ 男 小2 浜松積志ノースカイト
507 Half 小野里　菜摘 オノサト　ナツミ 女 中3 御殿山ドリームＵＣ
508 Half 吉野　早織 ヨシノ　サオリ 女 中3 御殿山ドリームＵＣ
509 Half 吉野　史峻 ヨシノ　フミトシ 男 中1 御殿山ドリームＵＣ
510 Half 佐藤　美雅 サトウ　ミノリ 女 中2 御殿山ドリームＵＣ
760 10km 勝又　柚璃 カツマタ　ユリ 女 中2 U.C GOTEMBA
761 10km 勝又　菜名見 カツマタ　ナナミ 女 小4 U.C GOTEMBA
762 10km 西川　裕盛 ニシカワ　ヒロモリ 男 46 U.C GOTEMBA
763 10km 新谷　佳奈 シンタニ　カナ 女 小5 U.C GOTEMBA
979 5km 土屋　知未 ツチヤ　トモミ 女 小1 U.C GOTEMBA
980 5km 勝又　玲菜 カツマタ　レナ 女 小4 U.C GOTEMBA
981 5km 勝又　美稀 カツマタ　ミキ 女 未就学 U.C GOTEMBA
982 5km 西川　知佐 ニシカワ　チサ 女 小3 U.C GOTEMBA
983 5km 新谷　優太 シンタニ　ユウタ 女 小3 U.C GOTEMBA
511 Half 木原　里央菜 キハラ　リオナ 女 小5 堺鈴の宮一輪車クラブ
764 10km 木原　孝也 キハラ　タカヤ 男 39 堺鈴の宮一輪車クラブ
984 5km 木原　一華 キハラ　イチカ 女 小3 堺鈴の宮一輪車クラブ
512 Half 高原　奈々 タカハラ　ナナ 女 小6 深良スポーツ少年団　一輪車部
765 10km 庄司　詠心 ショウジ　エイジン 男 小6 深良スポーツ少年団　一輪車部
766 10km 前田　愛夢 マエダ　アナム 女 小6 深良スポーツ少年団　一輪車部
767 10km 前田　桜良 マエダサラ 女 小4 深良スポーツ少年団　一輪車部
768 10km 前田　仁季 マエダニキ 女 小3 深良スポーツ少年団　一輪車部
985 5km 太田　琴音 オオタ　コトネ 女 小4 深良スポーツ少年団　一輪車部
986 5km 太田　来音 オオタ　リノン 女 小1 深良スポーツ少年団　一輪車部
987 5km 大木　修斗 オオキ　シュウト 男 小4 深良スポーツ少年団　一輪車部
988 5km 川野　詩乃 カワノウタノ 女 小2 深良スポーツ少年団　一輪車部
146 700C 桜井　雅崇 サクライ　マサタカ 男 29 富山若草一輪車クラブ
769 10km 高場　達也 タカバ　タツヤ 男 42 富山若草一輪車クラブ



989 5km 黒田　紗己 クロダ　サキ 女 小6 大井川児童センター　一輪車クラブ
990 5km 高嶌　茜 タカシマ　アカネ 女 小6 大井川児童センター　一輪車クラブ
992 5km 黒田　愛己 クロダ　アキ 女 小5 大井川児童センター　一輪車クラブ
993 5km 鈴木　優菜 スズキ　ユウナ 女 小4 大井川児童センター　一輪車クラブ
994 5km 増田　百華 マスダ　モモカ 女 小4 大井川児童センター　一輪車クラブ
995 5km 鈴木　愛来 スズキ　アイラ 女 小4 大井川児童センター　一輪車クラブ
996 5km 八木　菜奈美 ヤギ　ナナミ 女 小4 大井川児童センター　一輪車クラブ
997 5km 小股　彩美 オマタ　アヤミ 女 小4 大井川児童センター　一輪車クラブ
998 5km 鈴木　萌衣 スズキ　メイ 女 小4 大井川児童センター　一輪車クラブ
999 5km 蒲池　真優 カマチ　マヒロ 女 小4 大井川児童センター　一輪車クラブ
1000 5km 良知　さくら ラチ　サクラ 女 小2 大井川児童センター　一輪車クラブ
147 700C 池田　憲一 イケダ　ケンイチ 男 64 池田　憲一
128 Full 井上　嘉隆 イノウエ　ヨシタカ 男 72 イノウエ　ヨシタカ
129 Full 加藤　一雄 カトウ　カズオ 男 68 加藤　一雄
1001 5km 小塩　華 コシオ　ハナ 女 小6 めぐろブロッサムＵＣ
770 10km 越川　高嗣 コシカワ　タカシ 男 27 越川高嗣
513 Half 奥川　久尚 オクガワ　ヒサナオ 男 53 奥川　久尚
514 Half 喜多　昌幸 キタ　マサユキ 男 74 花ロードえにわ一輪車クラブ
771 10km 桑野　央 クワノ　ヒサシ 男 45 桑野 央
130 Full 郡司　親貞 グンジ　チカサダ 男 55 郡司　親貞
131 Full 江見　昭彦 エミ　アキヒコ 男 71 江見　昭彦
772 10km 山本　悠典 ヤマモト　ユウスケ 男 中2 山本　知加子
773 10km 山本　留実 ヤマモト　ルミ 女 小6 山本　知加子
774 10km 寺崎　敦則 テラサキ　アツノリ 男 41 寺崎家（個人）
1002 5km 寺崎　龍之介 テラサキ　リュウノスケ 男 小4 寺崎家（個人）
775 10km 若月　秀次 ワカツキ　シュウジ 男 71 若月　秀次
132 Full 前園　一也 マエソノ　カズヤ 男 31 前園　一也
515 Half 中溝　匠 ナカミゾ　タクミ 男 中1 中溝匠
133 Full 長谷川　裕明 ハセガワ　ヒロアキ 男 50 長谷川　裕明
516 Half 長谷川　綾花 ハセガワ　アヤカ 女 20 長谷川　裕明
776 10km 長谷川　裕也 ハセガワ　ユウヤ 男 24 長谷川　裕明
517 Half 長濱　未奈子 ナガハマ　ミナコ 女 26 長濱　未奈子
518 Half 宮坂　航 ミヤサカ　ワタル 男 19 長濱　未奈子
134 Full 渡邉　義仁 ワタナベ　ヨシヒト 男 47 渡邉　義仁
777 10km 東　美月 アズマ　ミヅキ 女 中2 東　美月
778 10km 藤原　康弘 フジワラ　ヤスヒロ 男 49 藤原　康弘
1003 5km 藤原　絵未瑠 フジワラ　エミル 女 小4 藤原　康弘
779 10km 内田　章元 ウチダ　アキモト 男 43 内田　章元
519 Half 米倉　政治 ヨネクラ　マサハル 男 49 米倉　政治
780 10km 片山　昌明 カタヤマ　マサアキ 男 66 片山　昌明
781 10km 鈴木　雅之 スズキ　マサユキ 男 29 鈴木雅之
520 Half 鈴木　務 スズキ　ツトム 男 47 鈴木務
135 Full 和賀　馗彦 ワガ　ミチヒコ 男 69 和賀　馗彦



2015/10/08現在

2015年度マラソン大会カテゴリー 2015年
1 フルマラソン 20 インチ 女子 小学3～4 年生 6
2 フルマラソン 20 インチ 男子 小学3～6 年生 9
3 フルマラソン 20 インチ 女子 小学5 年生 22
4 フルマラソン 20 インチ 女子 小学6 年生 27
5 フルマラソン 24 インチ 男子 中学生～40 歳 14
6 フルマラソン 24 インチ 女子 中学生 20
7 フルマラソン 24 インチ 男子 41 歳～50 歳 15
8 フルマラソン 24 インチ 女子 高校生以上 9
9 フルマラソン 24 インチ 男子 50 歳以上 13

10 ハーフマラソン 16 インチ 男女 小学2 年生以下 9
11 ハーフマラソン 20 インチ 男子 小学3～6 年生 11
12 ハーフマラソン 20 インチ 女子 小学3～4 年生 46
13 ハーフマラソン 20 インチ 女子 小学5 年生 40
14 ハーフマラソン 20 インチ 女子 小学6 年生 34
15 ハーフマラソン 24 インチ 女子 中学生 29
16 ハーフマラソン 24 インチ 男子 中学生～45 歳 18
17 ハーフマラソン 24 インチ 女子 高校生以上 12
18 ハーフマラソン 24 インチ 男子 46 歳以上 21
19 ミニ10ｋｍ 16 インチ 男女 小学2 年生以下 31
20 ミニ10ｋｍ 20 インチ 男子 小学3～6 年生 10
21 ミニ10ｋｍ 20 インチ 女子 小学3～4 年生 47
22 ミニ10ｋｍ 20 インチ 女子 小学5～6 年生 30
23 ミニ10ｋｍ 24 インチ 男子 中学生以上 35
24 ミニ10ｋｍ 24 インチ 女子 中学生以上 27
25 ミニ5ｋｍ 16 インチ 男子 小学2 年生以下 14
26 ミニ5ｋｍ 16 インチ 女子 小学2 年生以下 48
27 ミニ5ｋｍ 20 インチ 男子 小学3～6 年生 5
28 ミニ5ｋｍ 20 インチ 女子 小学3～6 年生 35
29 フルマラソン700ｃ　男女　中学生以上 11


