
 

第 1 回全国小学生一輪車大会 
The 1st All Japan Elementary unicycling championships 

9・15（日）演 技 部 門      須 賀 川 ア リ ー ナ 

9・16（祝）マラソン部門      ふれあいロード（10：00スタート） 

 

主催／公益社団法人 日本一輪車協会 

後援／文部科学省・福島県教育委員会・須賀川市 

協賛／仙台コカ・コーラボトリング株式会社 

        

   

 

 



大会式次第                             

8：25 開場・受付開始（9：00 受付終了） 

8：35 ペア全体足慣らし（バック走行禁止）8：35～8：50まで（各 3分） 

9：00 開会式 

   ＜式次第＞ 開会挨拶 公益社団法人 日本一輪車協会 会長 前畑安宏 

         来賓祝辞 須賀川市長 橋本 克也 様 

              仙台コカ・コーラボトリング株式会社 代表取締役社長 鈴木 恭 様 

 9：15 開会式終了 

9：20 競技開始（※予定時刻は競技の進行状況により変更します。） 

9：20 ペア演技 クラスＡ 小学 4年生以下スタンダードの部（1～9） 

9：55 ペア演技 クラスＢ 小学 4年生以下エキスパートの部（10～13） 

 10：15 ペア演技 クラスＣ 小学 5・6年生スタンダードの部（14～29） 

11：15 ペア演技 クラスＤ 小学 5・6年生エキスパートの部（30～46） 

12：25 ペア演技 クラスＤ 小学 5・6年生エキスパートの部（47～63） 

13：25 昼 食  グループ全体足ならし（バック走行禁止・３人以上のグループでの手繋ぎ走行禁止） 

         13：25～14：00 まで（各 4分） 

14：05 競技再開 

14：05 グループ演技 クラスＳ 11人以下の部（1～12） 

15：05 グループ演技 クラスＳ 11人以下の部（12～24） 

16：10 グループ演技 クラスＬ 12人以上の部（25～36） 

17：10 競技終了 

17：15 フロア清掃 

17：30 閉会式 

    ＜式次第＞表彰式          一般表彰、特別表彰 

         講評 

18：05 終 了（予定） 

表彰内容                             

特別表彰 ■グループ演技総合優勝 

        文部科学大臣杯授与 

     ■ペア演技クラスＢ優勝 

        須賀川市長杯授与 

     ■ペア演技クラスＤ優勝 

        日本一輪車協会会長杯授与 

     ■グループ演技クラス優勝 

        仙台コカ･コーラボトリング㈱ 杯授与 

一般表彰 

 各種目・クラスごとに優勝～3位にメダル・賞状を授与 

      第 4位～6位に賞状を授与（※クラスＢは 2位までの発表・表彰とする） 

 

① 



2013 第 1回全国小学生一輪車大会 

競技内容・審査方法                         

＜＜競技内容・審査方法＞＞ 

本大会は全国から集まったグループ・ペアによる 

それぞれの部門の小学生チャンピオン決定戦です。 

演技時間 

ペ ア 演 技 2分 30秒 

グループ演技 3分 45秒 

審査の主なポイント 

① 技術力 

   技の種類や難易度が多岐に亘っているか。 

    技を演技内にうまく組み込んでいるか。 

    技単体だけでなく、技間のつなぎ部分のスキルレベル 

    基礎的な技術力を前提とし、それぞれの技に 

    習熟度・安定感があるかどうか。 

② 表現力 

   曲調を理解し、演技と曲、衣装が違和感なく合致しているかどうか 

    演技者の思いが伝わってくるような演技であるかどうか 

③ 構成・振付 

    曲に合った振付になっているか・流れのある構成になっているか 

    単調な動きではなく工夫があるか・同調性があるか 

    動きに無理がないか・フロア全体を工夫して使っているか 

                                 ④ 作品の完成度 

                           上記①～③をどの程度、兼ね備えているか     

                                                 ⑤ 独創性・オリジナリティ 

                                                作品全体を通して独自の個性や工夫があるか（新技術等も対象） 

                                衣装（芸術性）小道具（技術・芸術性）等も評価対象になる。 

★フラッシュ撮影は禁止いたします。 

（演技中選手の支障となりますので、予めフラッシュモード等をＯＦＦに切り替えてください。） 

●ゴミと電源について＜皆様のご理解とご協力をお願い致します。＞ 

  ■ゴミは、各自責任をもって必ずお持ち帰りください。 

   （出場団体は最低限のマナーになりますので、各クラブで徹底をお願い致します） 

  ■会場の電源はご使用いただくことが出来ません。 

 

皆さんの参加費の一部で日本興亜損害保険㈱の傷害保険に加入しておりますので、万が一競技会場におい

てケガ等傷害事故があったときは、大会本部へ連絡してください。 

主催者側は当該保険以上の責任は負いませんのでご承知おきください。 

                                                             

② 

  
項目 

評価の割合 

  ペア演技 グループ演技 

① 
技術力 

40% 30% 
（一輪車スキル・技の難易度） 

② 
表現力 

20% 25% 
（音楽との調和・表現力） 

③ 構成・振付 20% 25% 

④ 作品の完成度 10% 10% 

⑤ 独創性・オリジナリティ 10% 10% 
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プログラム（出場者・クラス別）                   

ペア演技  

クラスＡ（小学 4 年生以下スタンダードの部） 

1 木之下 理香 (小 4) 大高 萌 (小 3) 牛込一輪車クラブ 

2 遠藤 真風 (小 1) 前田 佳那 (小 2) U.C.シューティングスター 

3 鈴木 礼愛 (小 3) 金井 みどり (小 3) 相模野一輪車クラブ 

4 田辺 梨恵 (小 4) 酒井 絢帆 (小 4) 川崎渡田一輪車クラブ 

5 三上 祥穂 (小 4) 佐々木 結羅 (小 4) 3up.UC 

6 小澤 晃人 (小 3) 中森 夏惟 (小 2) KSUC 

7 前野 はな (小 4) 三枝 由芽 (小 4) 伊勢原一輪車クラブ 

8 大澤 結菜 (小 4) 夏目 真心 (小 4) UC Iwata クローバーカイト 

9 鈴木 智子 (小 3) 田中 夏希 (小 3) 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 

 

クラスＢ（小学 4 年生以下エキスパートの部） 

10 高山 明子 (小 4) 野島 優奈 (小 4) 浜松 U.C.フライングカイト 

11 工藤 夕映 (小 4) 川上 彩芽 (小 4) 白百合保育園一輪車クラブ 

12 深津 真彩 (小 4) 藤井 愛巳 (小 4) U.C.藤枝 

13 吉川 朋花 (小 4) 山本 聖華 (小 4) 都筑一輪車クラブ TWO LINK 

 

クラスＣ（小学 5・6年生スタンダードの部） 

14 峯 あすか (小 5) 武久 めぐ (小 5) 佐賀県一輪車協会 

15 井汲 百花 (小 6) 溝口 捺苗 (小 4) 一輪車クラブミルキーズ 

16 松岡 里菜 (小 5) 大橋 咲花 (小 4) 釧路美原一輪車クラブ 

17 中村 華音 (小 6) 飯島 ひの (小 6) 北上一輪車クラブ 

18 高木 結夢 (小 5) 鈴木 悠菜 (小 5) 伊東豆ぞうクラブ 

19 村崎 純音 (小 5) 林 花果 (小 4) 高山輪技団 

20 野島 円 (小 3) 前田 桃香 (小 6) U.C.シューティングスター 

21 斉藤 結夢 (小 5) 髙橋 はる花 (小 5) 伊東豆ぞうクラブ 

22 板倉 桃子 (小 6) 川下 莉奈 (小 6) 松戸一輪車クラブ MIC 

23 吉池 南穂 (小 5) 田中 陽香里 (小 4) 牛込一輪車クラブ 

24 下村 花未 (小 6) 畠山 愛梨 (小 6) ЁHATOV 

25 伊高 由梨奈 (小 5) 斉藤 楓  (小 5) 相模野一輪車クラブ 

26 阿部 詩音 (小 5) 大川 愛理 (小 5) 松戸一輪車クラブ MIC 

27 結城 葉月 (小 6) 照井 未咲 (小 4) ЁHATOV 

28 今井 莉菜 (小 5) 赤平 未帆 (小 4) 平川市平賀一輪車クラブ 

29 深澤 涼介 (小 5) 山梨 葵倫 (小 5) 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 

 

 

③ 



2013 第 1回全国小学生一輪車大会 

プログラム（出場者・クラス別）                   

 

クラスＤ（小学 5・6年生エキスパートの部） 

30 三浦 涼楓 (小 6) 中島 花音 (小 6) 余目一輪車クラブ 

31 古賀 咲良 (小 6) 古賀 玲奈 (小 5) 佐賀県一輪車協会 

32 一戸 清花 (小 6) 中込 果恋 (小 6) Unicycle 新宿 Azalea 

33 神保 綾子 (小 6) 齋藤 愛莉 (小 5) 余目一輪車クラブ 

34 一戸 真綸 (小 5) 工藤 由鳥 (小 4) 田舎館 U.C 

35 千田 純輝 (小 6) 香野 楽 (小 5) Unicycle Family Oda 

36 小原 乙海 (小 6) 永井 優里 (小 5) Unicycle 新宿 Azalea 

37 三上 拓琉 (小 5) 齋藤 文香 (小 6) 3up.UC 

38 望月 瞳 (小 5) 吉松 涼花 (小 5) 清水ドリームサイクル 

39 神定 寿江 (小 6) 古谷 凪 (小 5) ラビット&マウスⅡ 

40 村田 桃佳 (小 6) 武田 明 (小 6) 白百合保育園一輪車クラブ 

41 本田 真亜里 (小 6) 本田 未依奈 (小 6) 積志ノースカイト 

42 久保田 彩未 (小 4) 大野 美咲 (小 5) 船橋市一輪車協会 

43 鈴木 朋音 (小 5) 増田 莉子 (小 6) U.C.藤枝 

44 福島 瑞生 (小 6) 尾崎 麗羽 (小 5) 豊田児童センタ－ 

45 小笠原 胡桃 (小 6) 河合 紗穂 (小 6) 積志ノースカイト 

46 宮守 杏奈 (小 6) 宮下 奈緒 (小 6) 都筑一輪車クラブ TWO LINK 

47 赤坂 八枝 (小 5) 松田 心菜 (小 4) 遠野一輪車クラブ 

48 橋本 奈緒 (小 6) 鈴木 真歩 (小 5) 前沢一輪車クラブ アルスノーバ 

49 福壽 真優 (小 6) 小出 花菜 (小 6) ラビット&マウスⅡ 

50 井村 沙耶 (小 6) 國金 菜生 (小 5) JUA 中野島一輪車クラブ 

51 山本 佳凜 (小 5) 市川 ひより (小 5) 静岡城内一輪車クラブ 

52 高橋 奈乃穂 (小 6) 松山 涼音 (小 6) IEG 一輪車クラブ 

53 小林 可怜 (小 5) 柴崎 希寧 (小 5) ユニサイクルのがわ 

54 竹原 あかり (小 6) 平野 朱梨 (小 6) UC Iwata クローバーカイト 

55 山崎 栞 (小 6) 青田 香澄 (小 6) IEG 一輪車クラブ 

56 中尾 珠希 (小 6) 石村 未尋 (小 6) ユニサイクルのがわ 

57 寺澤 奏音 (小 6) 清水 美乙 (小 6) 川崎渡田一輪車クラブ 

58 猪股 葵 (小 5) 田中 伶旺 (小 5) 豊田児童センタ－ 

59 宮田 有紀乃 (小 6) 川合 充佳乃 (小 6) 浜松 U.C.フライングカイト 

60 八木 泉咲 (小 5) 太田 結菜 (小 6) 静岡城内一輪車クラブ 

61 辻 歩夏 (小 6) 桑野 凪彩 (小 5) ユニサイクル スマイル 

62 佐藤 知花 (小 6) 佐藤 里和 (小 6) 前沢一輪車クラブ アルスノーバ 

63 伊藤 玲音 (小 6) 琴畑 歩美 (小 6) 遠野一輪車クラブ 

 

 

                                                ④ 



2013 第 1回全国小学生一輪車大会 

プログラム（出場者・クラス別）                   

グループ演技 

クラスＳ （11 人以下の部） 

 

Ｎｏ． グループ名 人数 団体名 

1 豆ぞう J.r 6 伊東豆ぞうクラブ 

2 SAGA ポップテン 8 佐賀県一輪車協会 

3 スマイル♡ガールズチーム 10 余目一輪車クラブ 

4 ドリーミー・レインボー 8 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 

5 円 7 一新 

6 アリコベール J.r 6 伊東豆ぞうクラブ 

7 USHIGOME KIDS 10 牛込一輪車クラブ 

8 ティアラ 7 北上一輪車クラブ 

9 シューティングＪｒ． 5 U.C.シューティングスター 

10 若葉 11 豊田児童センタ－ 

11 Milky Way 6 積志ノースカイト 

12 イチリンジャー 6 3up.UC 

13 Amuse! 11 遠野一輪車クラブ 

14 スマイルメロディ 10 U.C.藤枝 

15 ブルースター 6 中央林間一輪車クラブ 

16 ホワイトアップル 8 平川市平賀一輪車クラブ 

17 ハッピーフェアリー 8 船橋市一輪車協会 

18 スノーホワイト 8 ラビット&マウスⅡ 

19 ☆CRYSTAL 8 川崎渡田一輪車クラブ 

20 COLORS 9 JUA 中野島一輪車クラブ 

21 JAM 9 IEG 一輪車クラブ 

22 ホワイトバルーン 8 前沢一輪車クラブ アルスノーバ 

23 グリーンエンジェルス 9 静岡城内一輪車クラブ 

24 フルール 10 浜松 U.C.フライングカイト 
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2013 第 1回全国小学生一輪車大会 

プログラム（出場者・クラス別）                   

クラスＬ （12 人以上の部） 

 

Ｎｏ． グループ名 人数 団体名 

25 Link 15 松戸一輪車クラブ MIC 

26 プチリリー 12 白百合保育園一輪車クラブ 

27 ブルー・シャイニーズ 12 相模野一輪車クラブ 

28 小粋 12 弘前市東部児童センター 

29 CK A 12 UC Iwata クローバーカイト 

30 れいんぼー 13 ユニサイクルちば 

31 FOO 12 ЁHATOV 

32 PINKY DOLL 14 都筑一輪車クラブ TWO LINK 

33 リトルリリー 12 白百合保育園一輪車クラブ 

34 蕾 16 豊田児童センタ－ 

35 ユニサイクルのがわＢ 14 ユニサイクルのがわ 

36 La Mer 13 積志ノースカイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


