
NO. 団体名 クラス シード 氏名1 学年1 氏名2 学年2 曲名 曲名カナ

1 ユニサイクルスマイル A 白井　万葉 中2 辻　歩夏 中1 SCREAM スクリーム

2 ユニサイクルのがわ A 近藤　充花 中2 森田　幸乃 中2 Espana Cani エスパーニャ・カーニ

3 Ё HATOV A 塚澤　美妃 中2 馬渕　七海 中2 Tell Me I'm Not Dreaming テル・ミー・アイム・ノット・ドリーミング

4 前沢一輪車クラブ アルスノーバ A 佐藤　知花 中1 渡辺　悠菜 中1 Give Our Love A Fightin Chance ギブ　アワー　ラブ　ア　ファイティン　チャンス

5 茅ケ崎梅田めりーごーらんど A 牛島　千奈 中3 鈴木　ほのか 中3 Older Than My Years オールダー　ザン　マイ　イヤーズ

6 前沢一輪車クラブ アルスノーバ A 阿部　梨乃 中3 佐藤　知乃 中3 Before It Explodes ビフォア　イット　エクスプローズ

7 浜松U.C.フライングカイト A 宮田　有紀乃 中1 川合　充佳乃 中1 Far As The Sky ファー アズ ザ スカイ

8 静岡城内一輪車クラブ A 築山　友姫 中2 佐藤　寧々 中2 Ｇｒａｖｉｔａｔｉｏｎ グラビテイション

9 前沢一輪車クラブ アルスノーバ A 千葉　静奈 中3 橋本　奈緒 中1 Story Of My Life ストーリー　オブ　マイ　ライフ　

10 Ё HATOV A 遠藤　寧々 中2 武田　公佳 中1 Inconsolable インコンソーラブル

11 豊田児童センター　一輪車クラブ A 船水　美里 中3 松田　繭 中2 祈り～未来への歌声 イノリ～ミライヘノウタゴエ

12 IEG一輪車クラブ A 松山　涼音 中1 山崎　栞 中1 Human ヒューマン

13 枡形一輪車クラブ A 甲斐　保羽 中3 星野　美夏 中2 グロテスク グロテスク

14 IEG一輪車クラブ A 小野　文月 中2 小木　真由子 中2 Age of Discovery エイジ オブ ディスカバリー

15 白百合保育園一輪車クラブ A 利部　紗椰 中3 梶谷　優貴 中2 Nｅｘｔ ｔｏ Mｅ ネクスト トゥー ミー

16 前沢一輪車クラブ アルスノーバ A 小岩　実聖 中2 佐藤　里和 中1 False Alarms フォールス　アラームズ

17 Ｕ．Ｃ．藤枝 A 高田　朝日 中3 高田　七海 中2 Volare ヴォラーレ

18 遠野一輪車クラブ A 宮澤　来実香 中2 琴畑　歩美 中1 Let　There　Be　Love レット　ゼア　ビー　ラブ

19 UC Iwata クローバーカイト A 佐藤　彩乃 中2 山口　華野 中2 Kyrie キリエ

20 静岡城内一輪車クラブ A ☆ 山本　珠暉 中3 長島　明歩 中2 Ｉ　Ｄｒｏｖｅ　Ａｌｌ　Ｎｉｇｈｔ アイ　ドロゥブ　オール　ナイト

21 遠野一輪車クラブ A ☆ 菊池　彩純 中3 佐々木　朱理 中2 Grenade グレネイド

22 相模野一輪車クラブ B 冨田　真未 18 鎌田　実奈 16 月光 ゲッコウ

23 枡形一輪車クラブ B 星野　成美 16 平川　優花 16 Naked ネイキッド

24 JUA中野島一輪車クラブ B 清水　香奈 16 亀井　夏子 16 Parler à mon père パリア　モン　ペール

25 牛込一輪車クラブ B 齋藤なつき 中３ 鈴木　佳菜 16 PARTY AT A RICH DUDES' HOUSE パーティ　アット　ア　リッチ　デューズ　ハウス

26 田舎館U.C B 葛西　夏輝 16 肥後　有紗 17 This Song For You ディスソングフォーユー

27 IEG一輪車クラブ B 茨木　麻衣 19 高橋　穂乃実 16 The Guardian ザ　ガーディアン

28 白百合保育園一輪車クラブ B 小玉　藍里 16 藤盛　真佑 16 Bｒａｖｅ ブレイブ

29 都筑一輪車クラブTWOLINK B 芦田　紗恵子 15 手塚　真唯 中２ Let Go for Tonight レットゴー　フォー　トゥナイト

30 3up.UC B 三上　るあ 15 三上　りる 中2 Hey Brother ヘイ　ブラザー

31 新百合ヶ丘一輪車クラブ B 鈴木　ちひろ 16 馬場　瑞希 中2 Part Of Me パート　オブ　ミー

32 枡形一輪車クラブ B 井田　琴音 19 井田　茜音 18 PARADIＳE パラダイス

33 豊田児童センター　一輪車クラブ B 猪股　南 21 豊澤　賢也 20 おくりびと オクリビト

34 静岡城内一輪車クラブ B 山本　夏夢 16 渡辺　南望 17 ＷＡＲ　ＯＮ　ＬＯＶＥ ワァ　オン　ラブ

35 一輪車クラブひの B 浦島　彩音 18 岩柳　美希 18 Somebody Loves Somebody サムバディ　ラヴズ　サムバディ

36 白百合保育園一輪車クラブ B 薄田　澄子 15 斉藤　美佳 15 陽炎 カゲロウ

37 伊勢原一輪車クラブ B 山口　詩織 17 雪田　舞花 中3 Never Go Back ネヴァー ゴー バック

38 静岡城内一輪車クラブ B 長坂　綾 15 滝口　夏緒 中３ Somebody Loves Somebody サムバディ　ラヴズ　サムバディ

39 川崎渡田一輪車クラブ B ☆ 玉橋　美香 21 野尻　彩加 21 La Vie Est La' ラ　ヴィ　エ　ラ　

40 川崎渡田一輪車クラブ B ☆ 松田　悠 21 寺澤　瑞香 18 Take Me Ａs I Ａm テイク　ミー　アズ　アイ　アム

41 白百合保育園一輪車クラブ B ☆ 佐藤　春佳 19 山田　華子 18 糸 イト

2014さわやか全日本一輪車競技大会　ペア演技部門　エントリー順



NO. 団体名 クラス シード グループ名 グループ名カナ 曲名 曲名カナ

1 相模野一輪車クラブ Ｓ ブルー・サンダース ブルー・サンダース ブラッディマンディ ブラッディマンディ

2 ＵCフロンティア札幌 Ｓ ティアーズ ティアーズ LOVE PHANTOM ラブファントム

3 佐賀県一輪車クラブ Ｓ ファンキーサガン ファンキーサガン Who are you フー　アー　ユー

4 Ё HATOV Ｓ KOO クウ 希望 キボウ

5 中央林間一輪車クラブ Ｓ フェニックス フェニックス Paradiso パラディーゾ

6 船橋市一輪車協会 Ｓ ハッピースター ハッピースター Moonrise...Moonset ムーンライズ　ムーンセット

7 Ｕ．Ｃ．藤枝 Ｓ マジカル☆ポップスター マジカル☆ポップスター At the End of the Day アット　ザ　エンド　オヴ　ザ　デイ

8 ユニサイクルのがわ Ｓ ユニサイクルのがわA ユニサイクルノガワA ＺＩＰＡＮＧＵ ジパング

9 ユニサイクルチーム・ポリクローム Ｓ ラ・フィーユ ラ・フィーユ Seven Devils セブン　デビルズ

10 浜松積志ノースカイト Ｓ ASPIRATION アスピラシオン Mysterious Masquerade ミステリアス　マスカレード

11 静岡城内一輪車クラブ Ｓ メイプルシュガー メイプルシュガー Burlesque バーレスク

12 白百合保育園一輪車クラブ Ｓ ホワイトリリー ホワイトリリー Lｅｔ　Iｔ　Gｏ レット イット ゴー

13 JUA中野島一輪車クラブ Ｓ フォルテ フォルテ MIDNIGHT FOREST ミッドナイト・フォレスト

14 枡形一輪車クラブ Ｓ 枡形一輪車クラブ マスガタイチリンシャクラブ 情熱大陸 ジョウネツタイリク

15 一輪車クラブひの Ｓ ユニバース ユニバース 伝承 スリロス

16 遠野一輪車クラブ Ｓ Ｓａｌｔｏ サルト Ａｍｏｒｅｓ　ｄｅｌ　ｓｕｒ アモーレ　デル　スー

17 浜松U.C.フライングカイト Ｓ ファンタジア ファンタジア ＳＴＲＥＮＧＴＨ　ＯＦ　A　ＴＨＯＵＳＡＮＤ　ＭＥＮ　 ストレングス　オブ　ア　サウザンド　メン

18 かまくら一輪車クラブ Ｓ ☆ OZONE オゾン Bon Bon Villa ボン　ボン　ビラ

19 一輪車クラブひの Ｓ ☆ レインボー レインボー 亜蟻人 アギト

20 IEG一輪車クラブ Ｓ ☆ Blossoms ブロッサムズ 謳う丘 ウタウ オカ

21 IEG一輪車クラブ Ｓ ☆ 柘榴's ザクロス Triumph トライアンフ

22 川崎渡田一輪車クラブ Ｓ ☆ MIRACLE ミラクル All' Improvviso Amore アル・インプロヴィッソ　・アモーレ

23 ラビット＆マウスⅡ Ｌ スノーホワイト スノーホワイト Paradise パラダイス

24 相模野一輪車クラブ Ｌ ブルー・エンジェルス ブルー・エンジェルス Wonderland ワンダーランド

25 前沢一輪車クラブ アルスノーバ Ｌ VICTORIA ヴィクトリア Something In The Air サムシング　イン　ジ　エアー

26 豊田児童センター　一輪車クラブ Ｌ 木村組 キムラグミ Princess Toyotomi～永遠の絆 プリンセストヨトミ～エイエンノキズナ

27 UC Iwata クローバーカイト Ｌ CK　ジャック シーケー　ジャック Ｔｉｔａｎｉｃ タイタニック

28 静岡城内一輪車クラブ Ｌ ブルーリボン ブルーリボン God　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｆorest ゴッド　オブ　ザ　フォレスト

29 白百合保育園一輪車クラブ Ｌ リリードールズ リリードールズ Sａｖａｎｎａ サバンナ

30 都筑一輪車クラブTWOLINK Ｌ ☆ ciel シエル Golden　Globe　Theme ゴールデン　グローブ　テーマ

2014さわやか全日本一輪車競技大会　グループ演技部門　エントリー順



団体名 グループ名 選手氏名 選手ﾖﾐ 学齢
1 IEG一輪車クラブ 柘榴's 茨木　麻衣 イバラキ　マイ 19
2 IEG一輪車クラブ 柘榴's 松山　波音 マツヤマ　ハネ 17
3 IEG一輪車クラブ 柘榴's 渋川　綾子 シブカワ　アヤコ 16
4 IEG一輪車クラブ 柘榴's 高橋　穂乃実 タカハシ　ホノミ 16
5 IEG一輪車クラブ 柘榴's 前田　奈緒 マエダ　ナオ 15
6 IEG一輪車クラブ 柘榴's 浅野　由佳 アサノ　ユウカ 中3
7 IEG一輪車クラブ 柘榴's 前田　紗貴 マエダ　サキ 中２
8 IEG一輪車クラブ 柘榴's 小野　文月 オノ　フヅキ 中２
9 IEG一輪車クラブ 柘榴's 小木　真由子 コギ　マユコ 中２
1 IEG一輪車クラブ Blossoms 古賀　ゆめ コガ　ユメ 中２
2 IEG一輪車クラブ Blossoms 今朝丸　雪子 ケサマル　ユキコ 中２
3 IEG一輪車クラブ Blossoms 青山　奈央 アオヤマ　ナオ 中２
4 IEG一輪車クラブ Blossoms 山中　凜桜 ヤマナカ　リオ 中２
5 IEG一輪車クラブ Blossoms 青田　香澄 アオタ　カスミ 中１
6 IEG一輪車クラブ Blossoms 高橋　奈乃穂 タカハシ　ナノホ 中１
7 IEG一輪車クラブ Blossoms 林　萌々花 ハヤシ　モモカ 中１
8 IEG一輪車クラブ Blossoms 松山　涼音 マツヤマ　スズネ 中１
9 IEG一輪車クラブ Blossoms 山崎　栞 ヤマザキ　シオリ 中１
1 JUA中野島一輪車クラブ フォルテ 矢津田　拓也 ヤツダ　タクヤ 20
2 JUA中野島一輪車クラブ フォルテ 菅原　亜沙美 スガワラ　アサミ 19
3 JUA中野島一輪車クラブ フォルテ 清水　香奈 シミズ　カナ 16
4 JUA中野島一輪車クラブ フォルテ 亀井　夏子 カメイ　ナツコ 16
5 JUA中野島一輪車クラブ フォルテ 石井　実里 イシイ　ミサト 16
6 JUA中野島一輪車クラブ フォルテ 亀井　葉月 カメイ　ハヅキ 中２
7 JUA中野島一輪車クラブ フォルテ 井村　沙耶 イムラ　サヤ 中１
8 JUA中野島一輪車クラブ フォルテ 小林　穂乃果 コバヤシ　ホノカ 中１
9 JUA中野島一輪車クラブ フォルテ 島田　葵衣 シマダ　アオイ 中１

10 JUA中野島一輪車クラブ フォルテ 久保田　菜々 クボタ　ナナ 中１
1 Ｕ．Ｃ．藤枝 マジカル☆ポップスター 高田　朝日 タカダ　アサヒ 中３
2 Ｕ．Ｃ．藤枝 マジカル☆ポップスター 永田　沙耶香 ナガタ　サヤカ 中３
3 Ｕ．Ｃ．藤枝 マジカル☆ポップスター 谷本　夏実 タニモト　ナツミ 中３
4 Ｕ．Ｃ．藤枝 マジカル☆ポップスター 高田　七海 タカダ　ナナミ 中２
5 Ｕ．Ｃ．藤枝 マジカル☆ポップスター 鈴木　杏奈 スズキ　キョウナ 中２
6 Ｕ．Ｃ．藤枝 マジカル☆ポップスター 千葉　綾音 チバ　アヤネ 中２
7 Ｕ．Ｃ．藤枝 マジカル☆ポップスター 増田　莉子 マスダ　リコ 中１
8 Ｕ．Ｃ．藤枝 マジカル☆ポップスター 水上　由美子 ミズカミ　ユミコ 中１
1 UC Iwata クローバーカイト CK　ジャック 寺澤　季恵 　テラサワ　キエ 17
2 UC Iwata クローバーカイト CK　ジャック 内山　東香 　ウチヤマ　ハルカ 16
3 UC Iwata クローバーカイト CK　ジャック 百鬼　妙 　ナキリ　タエ 15
4 UC Iwata クローバーカイト CK　ジャック 鈴木　香夏 　スズキ　コナツ 中3
5 UC Iwata クローバーカイト CK　ジャック 大澤　夢香 　オオサワ　ユメカ 中2
6 UC Iwata クローバーカイト CK　ジャック 奥村　祐菜 　オクムラ　ユウナ 中2
7 UC Iwata クローバーカイト CK　ジャック 喜多川　舞華 　キタガワ　マイカ 中2
8 UC Iwata クローバーカイト CK　ジャック 佐藤　彩乃 　サトウ　アヤノ 中2
9 UC Iwata クローバーカイト CK　ジャック 宮崎　風花 　ミヤザキ　フウカ 中2

10 UC Iwata クローバーカイト CK　ジャック 山内　紗愛 　ヤマウチ　サエ 中2
11 UC Iwata クローバーカイト CK　ジャック 山口　華野 　ヤマグチ　カノ 中2
12 UC Iwata クローバーカイト CK　ジャック 菊池　茉優 　キクチ　マユ 中1
13 UC Iwata クローバーカイト CK　ジャック 竹原　あかり 　タケハラ　アカリ 中1
14 UC Iwata クローバーカイト CK　ジャック 平野　朱梨 　ヒラノ　アカリ 中1
1 ＵCフロンティア札幌 ティアーズ 岡部　莉奈 オカベ　リナ 16
2 ＵCフロンティア札幌 ティアーズ 明井　楓 ミョウイ　カエデ 15
3 ＵCフロンティア札幌 ティアーズ 高橋　優妃 タカハシ　ユウヒ 中3
4 ＵCフロンティア札幌 ティアーズ 永岩　香純 ナガイワ　カスミ 中3
5 ＵCフロンティア札幌 ティアーズ 山田　夏穂 ヤマダ　カホ 中3
6 ＵCフロンティア札幌 ティアーズ 石田　空実 イシダ　アミ 中2
7 ＵCフロンティア札幌 ティアーズ 北川　あい キタガワ　アイ 中2
8 ＵCフロンティア札幌 ティアーズ 明井　一華 ミョウイ　イチカ 中2
9 ＵCフロンティア札幌 ティアーズ 川畑　愛心 カワハタ　アコ 中1

10 ＵCフロンティア札幌 ティアーズ 中川　朋萌 ナカガワ　トモエ 中1

2014さわやか全日本一輪車競技大会　グループ演技　メンバー表
氏名・学年（年齢）のご確認をお願いいたします。



1 Ё HATOV KOO 佐々木　天音 ササキ　アマネ 中3
2 Ё HATOV KOO 山﨑　涼 ヤマザキ　スズ 中3
3 Ё HATOV KOO 漆澤　奈々 ウルシサワ　ナナ 中3
4 Ё HATOV KOO 遠藤　寧々 エンドウ　ネネ 中2
5 Ё HATOV KOO 塚澤　美妃 ツカザワ　ミキ 中2
6 Ё HATOV KOO 馬渕　七海 マブチ　ナナミ 中2
7 Ё HATOV KOO 梅澤　七海 ウメザワ　ナナミ 中2
8 Ё HATOV KOO 武田　公佳 タケタ　キミカ 中1
9 Ё HATOV KOO 畠山　愛梨 ハタケヤマ　アイリ 中1

10 Ё HATOV KOO 下村　花未 シモムラ　ハナミ 中1
11 Ё HATOV KOO 結城　葉月 ユウキ　ハヅキ 中1
1 かまくら一輪車クラブ OZONE 鈴木　旺子 スズキ　オコ 中3
2 かまくら一輪車クラブ OZONE 大久保　萌 オオクボ　モエ 中3
3 かまくら一輪車クラブ OZONE 坂齋　綾音 バンサイ　アヤネ 中3
4 かまくら一輪車クラブ OZONE 戸村　由来 トムラ　ユラ 中2
5 かまくら一輪車クラブ OZONE 小田部　帆夏 コタベ　ホノカ 10
6 かまくら一輪車クラブ OZONE 田中　美咲 タナカ　ミサキ 中2
1 ユニサイクルチーム・ポリクローム ラ・フィーユ 金井　愛海 カナイ　アミ 17
2 ユニサイクルチーム・ポリクローム ラ・フィーユ 高橋　遥花 タカハシ　ハルカ 16
3 ユニサイクルチーム・ポリクローム ラ・フィーユ 本木　花織 モトキ　カオリ 16
4 ユニサイクルチーム・ポリクローム ラ・フィーユ 谷口　しおり タニグチ　シオリ 16
5 ユニサイクルチーム・ポリクローム ラ・フィーユ 清澤　舞華 キヨサワ　マイカ 16
6 ユニサイクルチーム・ポリクローム ラ・フィーユ 有坂　麻里 アリサカ　マリ 中３
7 ユニサイクルチーム・ポリクローム ラ・フィーユ 後藤　怜奈 ゴトウ　レナ 中３
8 ユニサイクルチーム・ポリクローム ラ・フィーユ 矢花　瑞希 ヤバナ　ミズキ 中２
9 ユニサイクルチーム・ポリクローム ラ・フィーユ 松井　未来 マツイ　ミク 中２

10 ユニサイクルチーム・ポリクローム ラ・フィーユ 金井　瑠海 カナイ　ルミ 中２
11 ユニサイクルチーム・ポリクローム ラ・フィーユ 高橋　悠里 タカハシ　ユリ 中２
1 ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわA 和田　千明 ワダ　チアキ 26
2 ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわA 井岡　知美 イオカ　トモミ 21
3 ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわA 高山　詩穂 タカヤマ　シホ 18
4 ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわA 小川　未来 オガワ　ミク 17
5 ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわA 小川　珠璃 オガワ　ジュリ 中3
6 ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわA 近藤　充花 コンドウ　ミチカ 中２
7 ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわA 森田　幸乃 モリタ　ユキノ 中２
8 ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわA 赤坂　佳沙未 アカサカ　カスミ 中２
9 ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわA 中尾　珠希 ナカオ　タマキ 中１

10 ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわA 柴崎　希寧 シバザキ　ネネ 小６
1 ラビット＆マウスⅡ スノーホワイト 須賀　友美 スガ　トモミ 15
2 ラビット＆マウスⅡ スノーホワイト 野村　睦季 ノムラ　ムツキ 15
3 ラビット＆マウスⅡ スノーホワイト 溝口　麻也 ミゾグチ　マヤ 15
4 ラビット＆マウスⅡ スノーホワイト 星野　天音 ホシノ　アマネ 3
5 ラビット＆マウスⅡ スノーホワイト 福壽　美優 フクジュ　ミユ 2
6 ラビット＆マウスⅡ スノーホワイト 古谷　萌 フルヤ　モエ 2
7 ラビット＆マウスⅡ スノーホワイト 佐藤　璃音 サトウ　リオン 2
8 ラビット＆マウスⅡ スノーホワイト 染谷　愛莉 ソメヤ　アイリ 1
9 ラビット＆マウスⅡ スノーホワイト 福壽　真優 フクジュ　マユ 1

10 ラビット＆マウスⅡ スノーホワイト 神定　寿江 カンジョウ　トシエ 1
11 ラビット＆マウスⅡ スノーホワイト 小出　花菜 コイデ　カナ 1
12 ラビット＆マウスⅡ スノーホワイト 持田　いず美 モチダ　イズミ 1
13 ラビット＆マウスⅡ スノーホワイト 林　百合菜 ハヤシ　ユリナ 1
14 ラビット＆マウスⅡ スノーホワイト 水村　美結 ミズムラ　ミユウ 1
15 ラビット＆マウスⅡ スノーホワイト 古谷　凪 フルヤ　ナギ 小6
1 一輪車クラブひの レインボー 青柳　寧花 アオヤギ　ネイカ 中３
2 一輪車クラブひの レインボー 川口　愛裕 カワグチ　アユ 中２
3 一輪車クラブひの レインボー 白倉　阿未 シラクラ　アミ 中２
4 一輪車クラブひの レインボー 天野　理那 アマノ　リナ 中１
5 一輪車クラブひの レインボー 東　舞 アズマ　マイ 中１
1 一輪車クラブひの ユニバース 浦島　彩音 ウラシマ　アヤネ 18
2 一輪車クラブひの ユニバース 岩柳　美希 イワヤナギ　ミキ 18
3 一輪車クラブひの ユニバース 大後　加弥子 オオゴ　カヤコ 17
4 一輪車クラブひの ユニバース 東郷　咲希 トウゴウ　サキ 16
5 一輪車クラブひの ユニバース 白河　歩 シラカワ　アユミ 16
6 一輪車クラブひの ユニバース 柳田　知美 ヤナギダ　トモミ 16
7 一輪車クラブひの ユニバース 今井　祥子 イマイ　ショウコ 16
8 一輪車クラブひの ユニバース 柳田　美咲 ヤナギダ　ミサキ 15



1 遠野一輪車クラブ Ｓａｌｔｏ 脇山　夏奈 ワキヤマ　カナ 16
2 遠野一輪車クラブ Ｓａｌｔｏ 菊池　悠李 キクチ　ユウリ 16
3 遠野一輪車クラブ Ｓａｌｔｏ 菊池　彩純 キクチ　アスミ 中３
4 遠野一輪車クラブ Ｓａｌｔｏ 琴畑　澄玲 コトハタ　スミレ 中３
5 遠野一輪車クラブ Ｓａｌｔｏ 田中　愛永 タナカ　マナエ 中３
6 遠野一輪車クラブ Ｓａｌｔｏ 佐々木　朱理 ササキ　シュリ 中２
7 遠野一輪車クラブ Ｓａｌｔｏ 宮澤　来実香 ミヤザワ　クミカ 中２
8 遠野一輪車クラブ Ｓａｌｔｏ 伊藤　玲音 イトウ　レネ 中１
9 遠野一輪車クラブ Ｓａｌｔｏ 琴畑　歩美 コトハタ　アユミ 中１
1 佐賀県一輪車クラブ ファンキーサガン 野中　美吹 ノナカ　ミブキ 16
2 佐賀県一輪車クラブ ファンキーサガン 野中　柚希 ノナカ　ユズキ 中３
3 佐賀県一輪車クラブ ファンキーサガン 鶴田　奈央 ツルタ　ナオ 中３
4 佐賀県一輪車クラブ ファンキーサガン 北島　初華 キタジマ　ウイカ 中３
5 佐賀県一輪車クラブ ファンキーサガン 山口　智生 ヤマグチ　トモキ 中２
6 佐賀県一輪車クラブ ファンキーサガン チャップマン　まりさ チャップマン　マリサ 中２
1 静岡城内一輪車クラブ メイプルシュガー 金井　優 カナイ　ユウ 中２
2 静岡城内一輪車クラブ メイプルシュガー 杉本　紗亜弥 スギモト　サアヤ 中２
3 静岡城内一輪車クラブ メイプルシュガー 築山　友姫 ツキヤマ　ユキ 中２
4 静岡城内一輪車クラブ メイプルシュガー 山本　杏莉 ヤマモト　アンリ 中２
5 静岡城内一輪車クラブ メイプルシュガー 小山　紗季 コヤマ　サキ 中２
6 静岡城内一輪車クラブ メイプルシュガー 榊　優衣 サカキ　ユイ 中２
7 静岡城内一輪車クラブ メイプルシュガー 長谷川　紗希 ハセガワ　サキ 中２
8 静岡城内一輪車クラブ メイプルシュガー 太田　結菜 オオタ　ユナ 中１
1 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン 片山　留理子 カタヤマ　ルリコ 20
2 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン 足立　恵菜 アダチ　エナ 18
3 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン 山本　美月 ヤマモト　ミツキ 18
4 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン 山本　夏夢 ヤマモト　ナツメ 17
5 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン 渡辺　南望 ワタナベ　ミナミ 17
6 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン 堀池　美有 ホリイケ　ミユ 16
7 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン 青木　咲織 アオキ　サオリ 17
8 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン 菅原　唯 スガハラ　ユイ 16
9 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン 長坂　綾 ナガサカ　アヤ 15

10 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン 山本　珠暉 ヤマモト　タマキ 中３
11 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン 市川　ひなた イチカワ　ヒナタ 中３
12 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン 吉本　奈生 ヨシモト　ナオ 中３
13 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン 滝口　夏緒 タキグチ　ナオ 中３
14 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン 酒井　美玖 サカイ　ミク 中３
15 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン 長島　明歩 ナガシマ　アキホ 中２
16 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン 佐藤　寧々 サトウ　ネネ 中２
1 川崎渡田一輪車クラブ MIRACLE 玉橋　美香 タマハシ　ミカ 21
2 川崎渡田一輪車クラブ MIRACLE 野尻　彩加 ノジリ　アヤカ 21
3 川崎渡田一輪車クラブ MIRACLE 松田　悠 マツダ　ハルカ 21
4 川崎渡田一輪車クラブ MIRACLE 今野　春希 コンノ　ハルキ 19
5 川崎渡田一輪車クラブ MIRACLE 寺澤　瑞香 テラサワ　ミズカ 18
6 川崎渡田一輪車クラブ MIRACLE 大鋸　咲奈 オオノコ　サキナ 18
7 川崎渡田一輪車クラブ MIRACLE 和田　夏穂 ワダ　カホ 16
8 川崎渡田一輪車クラブ MIRACLE 神埼　絵里 カンザキ　エリ 16
1 船橋市一輪車協会 ハッピースター 峰島　真奈美 ミネシマ　マナミ 16
2 船橋市一輪車協会 ハッピースター 白鳥　翔子 シラトリ　ショウコ 16
3 船橋市一輪車協会 ハッピースター 松永　彩那 マツナガ　アヤナ 16
4 船橋市一輪車協会 ハッピースター 市橋　理江 イチハシ　コトエ 15
5 船橋市一輪車協会 ハッピースター 小林　実代 コバヤシ　ミヨ 15
6 船橋市一輪車協会 ハッピースター 西原　未来子 ニシハラ　ミキコ 15
7 船橋市一輪車協会 ハッピースター 市川　汐音 イチカワ　シオン 中３
8 船橋市一輪車協会 ハッピースター 久保田　一輝 クボタ　カズキ 中２
9 船橋市一輪車協会 ハッピースター 松永　和加那 マツナガ　ワカナ 中１
1 前沢一輪車クラブ アルスノーバ VICTORIA 阿部　玖美 アベ　クミ 17
2 前沢一輪車クラブ アルスノーバ VICTORIA 初貝　杏美 ハツガイ　アミ 16
3 前沢一輪車クラブ アルスノーバ VICTORIA 阿部　梨乃 アベ　リノ 中3
4 前沢一輪車クラブ アルスノーバ VICTORIA 佐藤　知乃 サトウ　チノ 中3
5 前沢一輪車クラブ アルスノーバ VICTORIA 千葉　静奈 チバ　セイナ 中3
6 前沢一輪車クラブ アルスノーバ VICTORIA 保坂　葉月 ホサカ　ハヅキ 中3
7 前沢一輪車クラブ アルスノーバ VICTORIA 小岩　実聖 コイワ　ミサト 中2
8 前沢一輪車クラブ アルスノーバ VICTORIA 千葉　楓香 チバ　フウカ 中2
9 前沢一輪車クラブ アルスノーバ VICTORIA 菅野　京香 カンノ　キョウカ 中1

10 前沢一輪車クラブ アルスノーバ VICTORIA 橋本　奈緒 ハシモト　ナオ 中1
11 前沢一輪車クラブ アルスノーバ VICTORIA 渡辺　悠菜 ワタナベ　ハルナ 中1
12 前沢一輪車クラブ アルスノーバ VICTORIA 佐藤　里和 サトウ　リオ 中1
13 前沢一輪車クラブ アルスノーバ VICTORIA 佐藤　知花 サトウ　チカ 中1
14 前沢一輪車クラブ アルスノーバ VICTORIA 鈴木　真歩 スズキ　マホ 小6



1 相模野一輪車クラブ ブルー・サンダース 鈴木　裕紀子 スズキ　ユキコ 中3
2 相模野一輪車クラブ ブルー・サンダース 根本　真衣 ネモト　マイ 中3
3 相模野一輪車クラブ ブルー・サンダース 久保　瑛美 クボ　テルミ 中2
4 相模野一輪車クラブ ブルー・サンダース 酒井　美樹 サカイ　ミキ 中2
5 相模野一輪車クラブ ブルー・サンダース 佐藤　涼果 サトウ　スズカ 中2
6 相模野一輪車クラブ ブルー・サンダース 松木　彩華 マツキ　アヤカ 中2
7 相模野一輪車クラブ ブルー・サンダース 藤原　諒 フジワラ　アキ 中2
8 相模野一輪車クラブ ブルー・サンダース 渥美　澪香 アツミ　レイカ 中1
9 相模野一輪車クラブ ブルー・サンダース 花澤　美樹 ハナザワ　ミキ 中1
1 相模野一輪車クラブ ブルー・エンジェルス 吉田　千穂 ヨシダ　チホ 20
2 相模野一輪車クラブ ブルー・エンジェルス 村上　奈津実 ムラカミ　ナツミ 19
3 相模野一輪車クラブ ブルー・エンジェルス 冨田　真未 トミタ　マミ 18
4 相模野一輪車クラブ ブルー・エンジェルス 吉田　瑞季 ヨシダ　ミズキ 18
5 相模野一輪車クラブ ブルー・エンジェルス 伊高　依里那 イタカ　エリナ 17
6 相模野一輪車クラブ ブルー・エンジェルス 小澤　澪 オザワ　ミオ 16
7 相模野一輪車クラブ ブルー・エンジェルス 鈴木　梨子 スズキ　リコ 16
8 相模野一輪車クラブ ブルー・エンジェルス 矢川　希咲 ヤガワ　キサ 16
9 相模野一輪車クラブ ブルー・エンジェルス 鈴木　百葉 スズキ　モモハ 16

10 相模野一輪車クラブ ブルー・エンジェルス 草間　恵海 クサマ　メグミ 16
11 相模野一輪車クラブ ブルー・エンジェルス 斉藤　舞 サイトウ　マイ 16
12 相模野一輪車クラブ ブルー・エンジェルス 鎌田　実奈 カマタ　ミナ 16
13 相模野一輪車クラブ ブルー・エンジェルス 佐藤　瑞穂 サトウ　ミズホ 16
14 相模野一輪車クラブ ブルー・エンジェルス 酒井　佑奈 サカイ　ユナ 15
15 相模野一輪車クラブ ブルー・エンジェルス 望月　香織 モチヅキ　カオリ 15
1 中央林間一輪車クラブ フェニックス 本間　郁 ホンマ　イク 17
2 中央林間一輪車クラブ フェニックス 大堀　七海 オオホリ　ナナミ 中3
3 中央林間一輪車クラブ フェニックス 伊澤　成葉 イザワ　ナルハ 中2
4 中央林間一輪車クラブ フェニックス 大堀　希海 オオホリ　ノゾミ 中1
5 中央林間一輪車クラブ フェニックス 川上　夢波 カワカミ　ユナ 中1
1 都筑一輪車クラブTWOLINK ciel 芦田　紗恵子 アシダ　サエコ 15
2 都筑一輪車クラブTWOLINK ciel 手塚　真唯 テヅカ　マイ 中２
3 都筑一輪車クラブTWOLINK ciel 三澤　良夢 ミサワ　ラム 中２
4 都筑一輪車クラブTWOLINK ciel 宮守　杏奈 ミヤモリ　アンナ 中１
5 都筑一輪車クラブTWOLINK ciel 手塚　聖羅 テヅカ　セイラ 中１
6 都筑一輪車クラブTWOLINK ciel 手塚　愛羅 テヅカ　アイラ 中１
7 都筑一輪車クラブTWOLINK ciel 森　優花 モリ　ユウカ 中１
8 都筑一輪車クラブTWOLINK ciel 三澤　女流 ミサワ　メル 中１
9 都筑一輪車クラブTWOLINK ciel 宮下　奈緒 ミヤシタ　ナオ 中１

10 都筑一輪車クラブTWOLINK ciel 熊谷　佳歩 クマガイ　カホ 中１
11 都筑一輪車クラブTWOLINK ciel 河合　萌瑛 カワイ　モエ 小６
12 都筑一輪車クラブTWOLINK ciel 吉川　朋花 ヨシカワ　トモカ 小５
1 白百合保育園一輪車クラブ ホワイトリリー 佐藤　優奈 サトウ　ユウナ 中3
2 白百合保育園一輪車クラブ ホワイトリリー 三平　悠乃 ミヒラ　ユウノ 中2
3 白百合保育園一輪車クラブ ホワイトリリー 鎌田　朝妃 カマダ　アサヒ 中2
4 白百合保育園一輪車クラブ ホワイトリリー 赤川　佳乃子 アカガワ　カノコ　 中2
5 白百合保育園一輪車クラブ ホワイトリリー 河村　歩 カワムラ　アユミ 中2
6 白百合保育園一輪車クラブ ホワイトリリー 森沢　愛菜 モリサワ　マナ 中2
7 白百合保育園一輪車クラブ ホワイトリリー 渡部　夏穂 ワタナベ　カホ 中1
8 白百合保育園一輪車クラブ ホワイトリリー 若林　真陽 ワカバヤシ　マヒル 中1
9 白百合保育園一輪車クラブ ホワイトリリー 工藤　夕映 クドウ　ユウハ 11

10 白百合保育園一輪車クラブ ホワイトリリー 川上　彩芽 カワカミ　アヤメ 10
1 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ 佐藤　春佳 サトウ　ハルカ 19
2 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ 利部　華椰 カガブ　カヤ 18
3 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ 小玉　藍里 コダマ　アイリ 16
4 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ 赤石　成美 アカイシ　ナルミ 17
5 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ 藤盛　真佑 フジモリ　マユ 17
6 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ 若林　南実 ワカバヤシ　ミナミ 16
7 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ 山田　華子 ヤマダ　ハナコ 18
8 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ 保坂　麻里菜 ホサカ　マリナ 17
9 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ 薄田　澄子 ススキダ　スミコ 15

10 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ 斉藤　美佳 サイトウ　ミカ 15
11 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ 利部　紗椰 カガブ　サヤ 中3
12 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ 高橋　愛美 タカハシ　アミ 中3
13 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ 酒井　晴菜 サカイ　ハルナ 中3
14 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ 杉本　日和 スギモト　ヒヨリ 中2
15 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ 梶谷　優貴 カジタニ　ユウキ 中2
16 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ 村田　桃佳 ムラタ　モモカ 中1



1 浜松U.C.フライングカイト ファンタジア 長谷川　美波 ハセガワ　ミナミ 17
2 浜松U.C.フライングカイト ファンタジア 佐々木　理冴 ササキ　リコ 中２
3 浜松U.C.フライングカイト ファンタジア 飯田　真琴 イイダ　マコト 中２
4 浜松U.C.フライングカイト ファンタジア 宮田　有紀乃 ミヤタ　ユキノ 中１
5 浜松U.C.フライングカイト ファンタジア 川合　充佳乃 カワイ　ミカノ 中１
6 浜松U.C.フライングカイト ファンタジア 佐藤　未悠 サトウ　ミチカ 中１
7 浜松U.C.フライングカイト ファンタジア 高山　奈々 タカヤマ　ナナ 中１
8 浜松U.C.フライングカイト ファンタジア 峰野　光月杏 ミネノ　ミツキ 中１
1 浜松積志ノースカイト ASPIRATION 鈴木　伽菜 スズキ　カナ 15
2 浜松積志ノースカイト ASPIRATION 小笠原　みく オガサワラ　ミク 中3
3 浜松積志ノースカイト ASPIRATION 宮田　歩奈 ミヤタ　アユナ 中3
4 浜松積志ノースカイト ASPIRATION 中村　真己 ナカムラ　マキ 中2
5 浜松積志ノースカイト ASPIRATION 小笠原　胡桃 オガサワラ　クルミ 中1
6 浜松積志ノースカイト ASPIRATION 河合　紗穂 カワイ　サホ 中1
7 浜松積志ノースカイト ASPIRATION 佐藤　里梨子 サトウ　リリコ 中1
8 浜松積志ノースカイト ASPIRATION 西村　梨那 ニシムラ　リナ 中1
9 浜松積志ノースカイト ASPIRATION 本田　真亜里 ホンダ　マアリ 中1

10 浜松積志ノースカイト ASPIRATION 本田　未依奈 ホンダ　ミイナ 中1
1 豊田児童センター　一輪車クラブ 木村組 猪股　南 イノマタ　ミナミ 21
2 豊田児童センター　一輪車クラブ 木村組 豊澤　賢也 トヨサワ　ケンヤ 20
3 豊田児童センター　一輪車クラブ 木村組 渡邊　夏帆 ワタナベ　カホ 19
4 豊田児童センター　一輪車クラブ 木村組 工藤　明 クドウ　アキラ 17
5 豊田児童センター　一輪車クラブ 木村組 倉内　彩嘉 クラウチ　サイカ 16
6 豊田児童センター　一輪車クラブ 木村組 西塚　萌友 ニシヅカ　モユ 　中3
7 豊田児童センター　一輪車クラブ 木村組 齊藤　桃伽 サイトウ　モモカ 　中3
8 豊田児童センター　一輪車クラブ 木村組 船水　美里 フナミズ　ミサト 　中3
9 豊田児童センター　一輪車クラブ 木村組 吉川　愛里 ヨシカワ　アイリ 　中3

10 豊田児童センター　一輪車クラブ 木村組 鎌田　菜乃 カマタ　ナノ 　中2
11 豊田児童センター　一輪車クラブ 木村組 西谷　萌 ニシヤ　モエ 　中2
12 豊田児童センター　一輪車クラブ 木村組 松田　繭 マツダ　マユ 　中2
1 枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブ 井田　琴音 イダ　　コトネ 19
2 枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブ 井田　茜音 イダ　　アカネ 18
3 枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブ 星野　成美 ホシノ　ナルミ 16
4 枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブ 平川　優花 ヒラカワ　ユウカ 16
5 枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブ 星野　美波 ホシノ　ミナミ 15
6 枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブ 甲斐　保羽 カイ　　ヤスハ 中３
7 枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブ 星野　美夏 ホシノ　ミカ 中２
8 枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブ 山田　沙織 ヤマダ　サオリ 中２
9 枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブ 関谷　満里奈 セキヤ　マリナ 中２

10 枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブ 槙井　　涼 マキイ　　スズ 中２



団体名 ヨミ 都道府県 市町村
ＵCフロンティア札幌 ＵCフロンティアサッポロ 北海道 札幌市
田舎館U.C イナカダテU.C 青森県 田舎館村
豊田児童センター　一輪車クラブ トヨダジドウセンター　イチリンシャクラブ 青森県　 弘前市
3up.UC スリーアップユーシー 岩手県 下閉伊郡岩泉町
Ё HATOV イーハトーヴ 岩手県 滝沢市
前沢一輪車クラブ アルスノーバ マエサワイチリンシャクラブ アルスノーバ 岩手県 奥州市
遠野一輪車クラブ トオノイチリンシャクラブ 岩手県 遠野市
白百合保育園一輪車クラブ シラユリホイクエンイチリンシャクラブ 秋田県 秋田市
ラビット＆マウスⅡ ラビット　アンド　マウス　ツゥー 東京都 足立区
一輪車クラブひの イチリンシャクラブヒノ 東京都 日野市
牛込一輪車クラブ ウシゴメイチリンシャクラブ 東京都 新宿区
船橋市一輪車協会 フナバシシイチリンシャキョウカイ 千葉県 船橋市
都筑一輪車クラブTWOLINK ツヅキイチリンシャクラブトゥリンク 神奈川県 横浜市
IEG一輪車クラブ IEGイチリンシャクラブ 神奈川県 川崎市
かまくら一輪車クラブ カマクライチリンシャクラブ 神奈川県 鎌倉市
ユニサイクルのがわ ユニサイクルノガワ 神奈川県 川崎市
JUA中野島一輪車クラブ JUAナカノシマイチリンシャクラブ 神奈川県 川崎市
中央林間一輪車クラブ チュウオウリンカンイチリンシャクラブ 神奈川県 大和市
伊勢原一輪車クラブ イセハライチリンシャクラブ 神奈川県 伊勢原市
川崎渡田一輪車クラブ カワサキワタリダイチリンシャクラブ 神奈川県 川崎市
枡形一輪車クラブ マスガタイチリンシャクラブ 神奈川県 川崎市
相模野一輪車クラブ サガミノイチリンシャクラブ 神奈川県 座間市
ユニサイクルスマイル ユニサイクルスマイル 神奈川県 座間市
茅ケ崎梅田めりーごーらんど チガサキウメダメリーゴーランド 神奈川県 茅ケ崎市
ユニサイクルチーム・ポリクローム ユニサイクルチーム・ポリクローム 長野県 松本市
Ｕ．Ｃ．藤枝 Ｕ．Ｃ．フジエダ 静岡県 藤枝市
UC Iwata クローバーカイト ユーシー　イワタ　クローバーカイト 静岡県 磐田市
浜松U.C.フライングカイト ハママツユーシーフライングカイト 静岡県 浜松市
浜松積志ノースカイト ハママツセキシノースカイト 静岡県 浜松市
静岡城内一輪車クラブ シズオカジョウナイイチリンシャクラブ 静岡県 静岡市
佐賀県一輪車クラブ サガケンイチリンシャクラブ 佐賀県 佐賀市


