
A 氏名1 ふりがな1 学年1 氏名2 ふりがな2 学年2 団体名 ヨミ 曲名 曲名カナ
1 倉澤　春奈 クラサワ　ハルナ 小4 倉澤　由奈 クラサワ　ユナ 小2 Kanon一輪車クラブ カノンイチリンシャクラブ 1 2 3～ 恋がはじまる～ ワン　ツー　スリー　コイガハジマル

2 新井　美利佳 アライ　ミリカ 小4 九日　ひなた クニチ　ヒナタ 小4 高山輪技団 タカヤマリンギダン かざぐるま カザグルマ

3 飯田　優恵 いいだ　ゆめ 小4 満生　美咲 まんしょう　みさき 小4 枡形一輪車クラブ マスガタイチリンシャクラブ 烙印 ラクイン

4 熊澤　七海 クマザワ　ナナミ 小4 田中　あい タナカ　アイ 小4 U.C.ウィズ U.C.ウィズ スターラブレーション スターラブレーション

5 渡邊　葵 わたなべ　あおい 小4 山口　紗和 やまぐち　さわ 小3 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 Sweet Jewel スウィート　ジュエル

6 鈴木　礼愛 スズキ　レイア 小4 飯島　瑠海 イイジマ　ルウ 小4 相模野一輪車クラブ サガミノイチリンシャクラブ ４＋FAN フォーファン

7 瀬川　瑠萌 セガワ　ルモ 小4 菊池　紗樺 キクチ　スズカ 小3 遠野一輪車クラブ トオノイチリンシャクラブ Ｉ’ｍ　Alive アイム　アライヴ

8 谷内　妃那 タニウチ　ヒナ 小4 高橋　春菜 タカハシ　ハルナ 小4 船橋市一輪車協会 フナバシシイチリンシャキョウカイ Believe ビリーブ

9 金井　飛翼 かない　つばさ 小4 鈴木　智子 すずき　ともこ 小4 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 睡蓮花 スイレンカ

10 羽柴　千春 ハシバ　チハル 小4 峰野　公乃加 ミネノ　コノカ 小4 浜松Ｕ.Ｃ.フライングカイト ハママツＵ.Ｃ.フライングカイト mix juice ミックス　ジュース

B 氏名1 ふりがな1 学年1 氏名2 ふりがな2 学年2 団体名 ヨミ 曲名 曲名カナ
11 田中　さくら子 タナカ　サクラコ 小5 宇都宮　彩乃 ウツノミヤ　アヤノ 小5 金沢市立森山児童館　一輪車クラブ　スマイリーズ カナザワシリツモリヤマジドウカン　イチリンシャクラブ　スマイリーズ Follow　Me フォロ　ミー

12 鹿井　聖楽 シカイ　セイラ 小6 木原　里央菜 キハラ　リオナ 小4 堺鈴の宮一輪車クラブ サカイスズノミヤイチリンシャクラブ Star　Line スターライン

13 氏川　祐依 ウジカワユイ 小6 安本　千紗 ヤスモトチサ 小5 UCフロンティア札幌 UCフロンティアサッポロ Let It Go ~ありのままで～ レット　イット　ゴ―　～アリノママデ～

14 中村　碧海 ナカムラ　アミ 小5 一戸　心音 イチノヘ　ココネ 小5 東部児童センター トウブジドウセンター 爆音男 ボンバーマン

15 大澤　結菜 おおさわ　ゆいな 小5 夏目　真心 なつめ　まこ 小5 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 咲き誇れ永久に サキホコレトワニ

16 今井　莉菜 イマイ　リナ 小6 赤平　未帆 アカヒラ　ミホ 小5 平川市平賀一輪車クラブ ヒラカワシヒラカイチリンシャクラブ Ｒｅｄ レッド

17 桑野　凪彩 クワノ　ナギサ 小6 櫻井　舞花 サクライ　マイカ 小5 ユニサイクルスマイル ユニサイクルスマイル プラハの女 プラハノオンナ

18 田辺　梨恵 タナベ　リエ 小5 酒井　絢帆 サカイ　アヤホ 小5 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 まもりたい マモリタイ

19 鈴木　真歩 スズキ　マホ 小6 佐藤　萌絵 サトウ　モエ 小6 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 Let It Go　～ありのままで～ レット　イット　ゴー　アリノママデ

20 山中　李咲 ヤマナカ　リサ 小5 林　寿々花 ハヤシ　スズカ 小4 IEG一輪車クラブ IEGイチリンシャクラブ ありがとう君に出会えたこと アリガトウキミニアエタコト

21 照井　未咲 テルイ　ミサキ 小5 松井　愛美 マツイ　アイミ 小5 ЁHATOV イーハトーヴ レット・イット・ゴー～ありのままで～ レット・イット・ゴー～アリノママデ～

22 三上　拓琉 ミカミ　タクル 小6 三上　祥穂 ミカミ　サチホ 小5 3up.UC スリーアップユーシー アゲハ蝶 アゲハチョウ

23 大野　美咲 オオノ　ミサキ 小6 久保田　彩未 クボタ　アヤミ 小5 船橋市一輪車協会 フナバシシイチリンシャキョウカイ 恋は終わらないずっと コイハオワラナイズット

24 国近　澪 クニチカ　ミオ 小5 森田　果歩 モリタ　カホ 小5 ユニサイクルのがわ ユニサイクルノガワ Endless　Road ｴﾝﾄﾞﾚｽ ﾛｰﾄﾞ

25 斉藤　楓 サイトウ　カエデ 小6 伊高　由梨奈 イコウ　ユリナ 小6 相模野一輪車クラブ サガミノイチリンシャクラブ LOVE＆GIRLS ラブアンドガールス

26 工藤　夕映 くどう　ゆうは 小5 川上　彩芽 かわかみ　あやめ 小5 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 Gift of a friend ギフト　オブ　ア　フレンド

27 千代島　おと羽 チヨジマ　オトハ 小5 宮崎　佑月 ミヤザキ　ユヅキ 小5 浜松積志ノースカイト ハママツセキシノースカイト 桜モダン サクラモダン

28 木原　悠那 キハラ　ユナ 小5 多田　優衣 タダ　ユイ 小4 東部児童センター トウブジドウセンター 自由への扉 ジユウヘノトビラ

29 鈴木　朋音 スズキ　トモネ 小6 大塚　涼加 オオツカ　スズカ 小6 U.C.藤枝 U.C.フジエダ あなたにサラダ アナタニサラダ

30 吉川　朋花 よしかわ　ともか 小5 山本　聖華 やまもと　せいは 小5 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 HOPE&DREAMS ホープアンドドリーム

31 齋藤　千帆 サイトウ　チホ 小5 今田　花琳 イマダ　カリン 小5 浜松Ｕ.Ｃ.フライングカイト ハママツＵ.Ｃ.フライングカイト Ｙou & I ユー　アンド　アイ

32 田中　伶旺 たなか　れお 小6 棟方　翔也 むなかた　しょうや 小5 豊田児童センター　　 トヨダジドウセンター　　 覚醒 カクセイ

33 柴崎　希寧 シバザキ ネネ 小6 生田　紅音 イクタ　アカネ 小5 ユニサイクルのがわ ユニサイクルノガワ 今、咲き誇る花たちよ ｲﾏ､ｻｷﾎｺﾙﾊﾅﾀﾁﾖ

34 藤井　愛巳 フジイ　マナミ 小5 深津　真彩 フカツ　マヤ 小5 U.C.藤枝 U.C.フジエダ メリーポピンズメドレー メリーポピンズメドレー

35 ヨコミゾ　玲菜 よこみぞ　れな 小6 小野寺　可菜 おのでら　かな 小5 一関一輪車クラブ イチノセキイチリンシャクラブ Shot In The Dark ショット　イン　ザ　ダーク

36 野島　優奈 ノジマ　ユウナ 小5 高山　明子 タカヤマ　アコ 小5 浜松Ｕ.Ｃ.フライングカイト ハママツＵ.Ｃ.フライングカイト フレンズ フレンズ

37 喜多川　綾華 きたがわ　あやか 小6 平野　藍梨 ひらの　あいり 小5 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 close your eyes クローズ　ユア　アイズ

38 池田　実咲 イケダ　ミサキ 小6 伊澤　彩葉 イザワ　アヤハ 小6 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 cassanova カサノバ

39 市川　ひより いちかわ　ひより 小6 山本　佳凜 やまもと　かりん 小6 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 Ｙｏｕ'ｅｒ　Ｍｙ　ｏｎｌｙ　ＳＨＩＮＩＮ’ＳＴＡＲ ユア　マイ　オンリィ　シャイニンスター

40 赤坂　八枝 アカサカ　ヤエ 小6 松田　心菜 マツダ　ココナ 小5 遠野一輪車クラブ トオノイチリンシャクラブ 미치도록(MADLY) ミチドロク
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Ｓ グループ名 グループ名カナ 団体名 ヨミ 曲名 曲名カナ

1 キッズサンガ　和光 キッズサンガ　ワコウ 和光一輪車クラブ ワコウイチリンシャクラブ おどるポンポコリン オドルポンポコリン

2 ラッキースマイル（＾＾）vガールズ ラッキースマイルガールズ 余目一輪車クラブ アマルメイチリンシャクラブ リトルマーメイド＆アンダーザシー リトルマーメイド＆アンダーザシー

3 Wing　of　Dress ウイング　オブ　ドレス 飯山満南小学校一輪車部 はさまみなみしょうがっこういちりんんしゃぶ Stardust Chant ～かたちなき星座～ スターダストチャント　かたちなきせいざ

4 USHIGOME'X Jr. ウシゴメックス　ジュニア 牛込一輪車クラブ ウシゴメイチリンシャクラブ にんじゃりばんばん ニンジャリバンバン

5 アンジュ アンジュ 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 Telepathy テレパシー

6 タイニーファルコン タイニーファルコン 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 Ｄｏｃｔａｒ　Ｊｏｎｅｓ ドクター　ジョーンズ

7 ミルフィーユ ミルフィーユ ユニサイクルちば ユニサイクルチバ ありのままで アリノママデ

8 アイリス アイリス 一関一輪車クラブ イチノセキイチリンシャクラブ Taste The Tears テイスト　ザ　テアズ

9 Bloom ブルーム 麻生一輪車クラブ アサオイチリンシャクラブ スターラブレイション スターラブレイション

10 若葉 ワカバ 豊田児童センター　　 トヨダジドウセンター　　 乙女座宮 オトメザキュウ

11 インディペンデンス インディペンデンス 一輪車クラブひの イチリンシャクラブヒノ ダンデライオン ダンデライオン

12 ハッピーサプライズ ハッピーサプライズ 静岡市西奈児童館一輪車クラブ シズオカシニシナジドウカンイチリンシャクラブ Ｉ　Ｗａｓ　Ｂｏｒｎ　Ｔｏ　Ｌｏｖｅ　Ｙｏｕ アイ　ワズ　ボーン　トゥー　ラブ　ユー

13 Milky Way ミルキー　ウェイ 浜松積志ノースカイト ハママツセキシノースカイト Never ending story ネバー　エンディング　ストーリー

14 ＳＡＧＡ　ポップテン サガ　ポップテン 佐賀県一輪車クラブ サガケンイチリンシャクラブ ｲﾝﾍﾞーﾀﾞｰｲﾝﾍﾞーﾀﾞｰ ｲﾝﾍﾞーﾀﾞｰｲﾝﾍﾞーﾀﾞｰ

15 枡形一輪車クラブＣ マスガタイチリンシャクラブシー 枡形一輪車クラブ マスガタイチリンシャクラブ I  BELIEVE アイ・ビリーヴ

16 PINKYS ピンキーズ かまくら一輪車クラブ カマクライチリンシャクラブ 止まらないHa～Ha トマラナイ　ハ～ハ

17 Melody♪Pops メロディーポップス 伊勢原一輪車クラブ イセハライチリンシャクラブ アイスのくちづけ アイスノクチヅケ

18 Bond　of　the　SOUL ﾎﾞﾝﾄﾞ　ｵﾌﾞ　ｻﾞ　ｿｳﾙ KSUC ケーエスユーシー EXILE　PRIDE ｴｸﾞｻﾞｲﾙ　ﾌﾟﾗｲﾄﾞ

19 JAM ジャム IEG一輪車クラブ IEGイチリンシャクラブ 小さな世界 チイサナセカイ

20 芽吹 イブキ 東部児童センター トウブジドウセンター Ｆｏｌｌｏｗ　Ｍｅ フォロウ　ミー

21 COLORS カラーズ 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 僕はペガサス　君はポラリス ボクハペガサス　キミハポラリス

22 イチリンジャー イチリンジャー 3up.UC スリーアップユーシー Ｃｏｕｎｔ　ＺＥＲＯ カウント　ゼロ
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23 ★CRYSTAL クリスタル 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 number one ナンバーワン

24 ＬＵＸ ルークス 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 Camellia カメリヤ

25 ハッピーフェアリー ハッピーフェアリー 船橋市一輪車協会 フナバシシイチリンシャキョウカイ You'll Be In My Heart ユールビーインマイハート

26 PINKY　DOLL ピンキードール 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 爽涼鼓舞 ソウリョウコブ

27 スマイル　メロディー スマイル　メロディー U.C.藤枝 U.C.フジエダ Joyful Jyoyful ジョイフル　ジョイフル

28 トライスターズ トライスターズ ユニサイクルスマイル ユニサイクルスマイル 夢の大地 ユメノダイチ

29 Amuse! アミューズ 遠野一輪車クラブ トオノイチリンシャクラブ Child　of the Universe チャイルド　オブザ　ユニバース

30 ブルースター ブルースター 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 Fuego フエゴ

31 フルール フルール 浜松Ｕ.Ｃ.フライングカイト ハママツＵ.Ｃ.フライングカイト friends フレンズ

32 ホワイト　アップル ホワイト　アップル 平川市平賀一輪車クラブ ヒラカワシヒラカイチリンシャクラブ Ｌｅｔ　Ｉｔ　Ｇｏ レット　イット　ゴー

33 La Mer ラ　メール 浜松積志ノースカイト ハママツセキシノースカイト Hooked On Tchaikovsky フックト　オン　チャイコフスキー

34 ザ・クローバーズ ザ・クローバーズ 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 もののけ姫 モノノケヒメ

Ｌ グループ名 グループ名カナ 団体名 ヨミ 曲名 曲名カナ

35 Frontier　Spirit’z フロンティア　スピリッツ 飯山満南小学校一輪車部 はさまみなみしょうがっこういちりんんしゃぶ この想いを… このおもいを

36 ＬＩＮＫ リンク 松戸一輪車クラブＭＩＣ マツドイチリンシャクラブミック かざぐるま カザグルマ

37 ＲＢＧ☆ アールビージー ラビット＆マウスⅡ ラビットアンドマウスツー 太陽の地図 たいようのちず

38 ブルー・シャイニーズ ブルー・シャイニーズ 相模野一輪車クラブ サガミノイチリンシャクラブ カーニバる？ カーニバル

39 リトルリリー りとるりりー 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 Thank you サンキュー

40 FOO ふう ЁHATOV イーハトーヴ Happiness ハッピネス

41 グリーンエンジェルス グリーンエンジェルス 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 今、咲き誇る花たちよ イマ、サキホコルハナタチヨ

42 ユニサイクルのがわB ﾕﾆｻｲｸﾙﾉｶﾞﾜﾋﾞｰ ユニサイクルのがわ ユニサイクルノガワ Memory ﾒﾓﾘｰ

43 蕾 ツボミ 豊田児童センター　　 トヨダジドウセンター　　 Exodus エクソダス

44 小粋 コイキ 東部児童センター トウブジドウセンター Strength of a Thousand Men ストレングス　オブ　ア　サウザンド　メン



団体名 グループ名 選手氏名 選手ﾖﾐ 性別 学齢 会員番号
Ё HATOV FOO 石田　花音 イシダ　カノン 女 小6 14391

Ё HATOV FOO 馬渕　葵 マブチ　アオイ 女 小6 14388

Ё HATOV FOO 照井　未咲 テルイ　ミサキ 女 小5 14761

Ё HATOV FOO 松井　愛美 マツイ　アイミ 女 小5 15286

Ё HATOV FOO 稲田　輝良里 イナタ　キラリ 女 小5 15285

Ё HATOV FOO 及川　心 オイカワ　ココロ 女 小5 15486

Ё HATOV FOO 佐々木　希美 ササキ　ノゾミ 女 小5 15277

Ё HATOV FOO 三ツ谷　綾香 ミツタニ　アヤカ 女 小5 15716

Ё HATOV FOO 塚澤　早紀 ツカザワ　サキ 女 小4 15722

Ё HATOV FOO 菊地　莉帆 キクチ　リホ 女 小4 15717

Ё HATOV FOO 遠藤　藍奈 エンドウ　アイナ 女 小4 15718

Ё HATOV FOO 畠山　風香 ハタケヤマ　フウカ 女 小4 15721

Ё HATOV FOO 小川　和結 オガワ　ワユ 女 小4 15715

Ё HATOV FOO 武田　乃愛 タケタ　ノア 女 小4 15720

Ё HATOV FOO 工藤　奈々実 クドウ　ナナミ 女 小4 15724

Ё HATOV FOO 照井　麻奈 テルイ　マナ 女 小3 15723

都筑一輪車クラブTWOLINK PINKY　DOLL 河合　萌瑛 かわい　もえ 女 小6 15119

都筑一輪車クラブTWOLINK PINKY　DOLL 相原　梨乃 あいはら　りの 女 小5 15120

都筑一輪車クラブTWOLINK PINKY　DOLL 吉川　朋花 よしかわ　ともか 女 小5 15121

都筑一輪車クラブTWOLINK PINKY　DOLL 椿　夏華 つばき　なつか 女 小5 15122

都筑一輪車クラブTWOLINK PINKY　DOLL 沖見　璃華 おきみ　りこ 女 小5 15123

都筑一輪車クラブTWOLINK PINKY　DOLL 山本　聖華 やまもと　せいは 女 小5 15124

ユニサイクルチーム・ポリクローム アンジュ 宮嶋　のど佳 ミヤジマ　ノドカ 女 小6 15773

ユニサイクルチーム・ポリクローム アンジュ 前田　美月 マエダ　ミツキ 女 小6 15771

ユニサイクルチーム・ポリクローム アンジュ 百瀬　綾香　 モモセ　アヤカ　 女 小5 15770

ユニサイクルチーム・ポリクローム アンジュ 尾上　さくら オノウエ　サクラ 女 小5 15772

ユニサイクルチーム・ポリクローム アンジュ 飯嶌　七虹 イイジマ　ナナコ 女 小4 15423

一関一輪車クラブ アイリス ヨコミゾ　玲菜 よこみぞ　れな 女 小6 15517

一関一輪車クラブ アイリス 佐藤　亜和佳 さとう　あやか 女 小6 15551

一関一輪車クラブ アイリス 佐々木　亜花莉 ささき　あかり 女 小6 15553

一関一輪車クラブ アイリス 菅原　愛子 すがわら　あいこ 女 小6 15552

一関一輪車クラブ アイリス 髙橋　朋花 たかはし　ともか 女 小5 15554

一関一輪車クラブ アイリス 小舘　彩 こだて　あや 女 小5 15557

一関一輪車クラブ アイリス 鈴木　奈優 すずき　なゆ 女 小5 15555

一関一輪車クラブ アイリス 小野寺　可菜 おのでら　かな 女 小5 15556

一関一輪車クラブ アイリス 小野寺　亜莉彩 おのでら　ありさ 女 小4 15558

浜松Ｕ.Ｃ.フライングカイト フルール 峰野　公乃加 ミネノ　コノカ 女 小4 15235

浜松Ｕ.Ｃ.フライングカイト フルール 羽柴　千春 ハシバ　チハル 女 小4 15231

浜松Ｕ.Ｃ.フライングカイト フルール 今田　花琳 イマダ　カリン 女 小5 15600

浜松Ｕ.Ｃ.フライングカイト フルール 齋藤　千帆 サイトウ　チホ 女 小5 15601

浜松Ｕ.Ｃ.フライングカイト フルール 袴田　奈央 ハカマタ　ナオ 女 小5 15599

浜松Ｕ.Ｃ.フライングカイト フルール 浅井　舞弓 アサイ　マユミ 女 小5 15598

浜松Ｕ.Ｃ.フライングカイト フルール 高山　明子 タカヤマ　アコ 女 小5 15237

浜松Ｕ.Ｃ.フライングカイト フルール 野島　優奈 ノジマ　ユウナ 女 小5 15239

船橋市一輪車協会 ハッピーフェアリー 大野　美咲 オオノ　ミサキ 女 小6 13937

船橋市一輪車協会 ハッピーフェアリー 川口　雛 カワグチ　ヒナ 女 小6 15351

船橋市一輪車協会 ハッピーフェアリー 前岸　利奈 マエギシ　リナ 女 小6 15354

船橋市一輪車協会 ハッピーフェアリー 久保田　彩未 クボタ　アヤミ 女 小5 13923

船橋市一輪車協会 ハッピーフェアリー 湯上　真央 ユノウエ　マオ 女 小5 15768

船橋市一輪車協会 ハッピーフェアリー 吉本　紗彩 ヨシモト　サヤ 女 小5 15769

船橋市一輪車協会 ハッピーフェアリー 谷内　妃那 タニウチ　ヒナ 女 小4 15348

船橋市一輪車協会 ハッピーフェアリー 高橋　春菜 タカハシ　ハルナ 女 小4 15349

グループメンバー一覧（順不同）



団体名 グループ名 選手氏名 選手ﾖﾐ 性別 学齢 会員番号
グループメンバー一覧（順不同）

静岡市西奈児童館一輪車クラブ ハッピーサプライズ 深澤　涼介 フカザワ　リョウスケ 男 小6 13718

静岡市西奈児童館一輪車クラブ ハッピーサプライズ 今戸　英恵 イマド　ハナエ 女 小6 14544

静岡市西奈児童館一輪車クラブ ハッピーサプライズ 岩井　雅充 イワイ　マサミチ 男 小5 14546

静岡市西奈児童館一輪車クラブ ハッピーサプライズ 塩澤　日和 シオザワ　ヒヨリ 女 小5 11850

静岡市西奈児童館一輪車クラブ ハッピーサプライズ 山﨑　真江 ヤマザキ　マエ 女 小5 15178

静岡市西奈児童館一輪車クラブ ハッピーサプライズ 森山　彩奈 モリヤマ　アヤナ 女 小5 15179

静岡市西奈児童館一輪車クラブ ハッピーサプライズ 鈴木　まい スズキ　マイ 女 小5 15177

静岡市西奈児童館一輪車クラブ ハッピーサプライズ 田中　夏希 タナカ　ナツキ 女 小4 15175

3up.UC イチリンジャー 三上　拓琉 ミカミ　タクル 男 小6 12513

3up.UC イチリンジャー 菊地　菜々 キクチ　ナナ 女 小6 14393

3up.UC イチリンジャー 三上　祥穂 ミカミ　サチホ 女 小5 14795

3up.UC イチリンジャー 佐々木　結羅 ササキ　ユラ 女 小5 14797

3up.UC イチリンジャー 三上　湧矢 ミカミ　ユウヤ 男 小4 14796

3up.UC イチリンジャー 竹花　真穂 タケハナ　マホ 女 小3 15561

ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわB 近藤　由基 コンドウ　ヨシキ 男 小6 15505

ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわB 柴崎　希寧 シバザキ　ネネ 女 小6 14776

ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわB 本田　エレナ ホンダ　エレナ 女 小6 15506

ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわB 松本　くるみ マツモト　クルミ 女 小6 15507

ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわB 生田　紅音 イクタ　アカネ 女 小5 15508

ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわB 岩本　清楓 イワモト　サヤカ 女 小5 15595

ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわB 小川　華南絵 オガワ　カナエ 女 小5 15509

ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわB 菊島　恵那 キクシマ　ケイナ 女 小5 15510

ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわB 国近　澪 クニチカ　ミオ 女 小5 15511

ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわB 水津　綾 スイヅ　アヤ 女 小5 15513

ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわB 田中　りな タナカ　リナ 女 小5 15512

ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわB 森田　果歩 モリタ　カホ 女 小5 15514

平川市平賀一輪車クラブ ホワイト　アップル 今井　莉奈 イマイ　リナ 女 小6 14382

平川市平賀一輪車クラブ ホワイト　アップル 熊澤　璃々 クマザワ　リリ 女 小6 14381

平川市平賀一輪車クラブ ホワイト　アップル 赤平　未帆 アカヒラ　ミホ 女 小5 14383

平川市平賀一輪車クラブ ホワイト　アップル 千葉　咲奈 チバ　サキナ 女 小5 14752

平川市平賀一輪車クラブ ホワイト　アップル 對馬　美結 ツシマ　ミユウ 女 小5 14751

平川市平賀一輪車クラブ ホワイト　アップル 比内　千聖 ヒナイ　チサト 女 小5 14454

平川市平賀一輪車クラブ ホワイト　アップル 鹿内　蒼生 シカナイ　アオイ 女 小4 14753

平川市平賀一輪車クラブ ホワイト　アップル 伊藤　鈴菜 イトウ　スズナ 女 小4 14767

一輪車クラブひの インディペンデンス 小松　萌子 コマツ　モエコ 女 小6 15058

一輪車クラブひの インディペンデンス 加澤　唯 カザワ　ユイ 女 小6 15059

一輪車クラブひの インディペンデンス 斎藤　茉那 サイトウ　マナ 女 小6 15056

一輪車クラブひの インディペンデンス 柳澤　萌里 ヤナギサワ　モエリ 女 小6 15255

一輪車クラブひの インディペンデンス 亀田　佳奈海 カメダ　カナミ 女 小6 15256

一輪車クラブひの インディペンデンス 北島　らら キタジマ　ララ 女 小5 15060

一輪車クラブひの インディペンデンス 飯島　奏美 イイジマ　カナミ 女 小5 15061

一輪車クラブひの インディペンデンス 岩川　瑞季 イワカワ　ミズキ 女 小5 15257

一輪車クラブひの インディペンデンス 加澤　咲 カザワ　サキ 女 小4 15258

一輪車クラブひの インディペンデンス 小松　藍子 コマツ　アイコ 女 小4 15259

枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブＣ 山田　藍子 やまだ　あいこ 女 小6 14782

枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブＣ 松川　慶乃 まつかわ　よしの 女 小5 15730

枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブＣ 西村　優那 にしむら　ゆな 女 小5 15081

枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブＣ 飯田　優恵 いいだ　ゆめ 女 小4 15732

枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブＣ 井戸原　夏 いどはら　なつ 女 小4 15733

枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブＣ 山本　玲実 やまもと　れみ 女 小4 15734

枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブＣ 満生　美咲 まんしょう　みさき 女 小4 15735

枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブＣ 満生　千寛 まんしょう　ちひろ 女 小3 15736

枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブＣ 奥田　穂香 おくだ　ほのか 女 小3 15737

IEG一輪車クラブ JAM 山中　李咲 ヤマナカ　リサ 女 小5 14182

IEG一輪車クラブ JAM 林　寿々花 ハヤシ　スズカ 女 小4 14403

IEG一輪車クラブ JAM 佐藤　小雪 サトウ　コユキ 女 小4 14689

IEG一輪車クラブ JAM 鈴木　胡春 スズキ　コハル 女 小4 15051

IEG一輪車クラブ JAM 池田　百合子 イケダ　ユリコ 女 小3 15052

IEG一輪車クラブ JAM 新屋　遥 シンヤ　ハルカ 女 小3 14943

IEG一輪車クラブ JAM 比留間　日和子 ヒルマ　ヒナコ 女 小3 15113



団体名 グループ名 選手氏名 選手ﾖﾐ 性別 学齢 会員番号
グループメンバー一覧（順不同）

JUA中野島一輪車クラブ COLORS 國金菜生 くにかね　なつき 女 小6 14263

JUA中野島一輪車クラブ COLORS 乾　立弥 いぬい　りゅうや 男 小6 15695

JUA中野島一輪車クラブ COLORS 武内大晴 たけうち　たいせい 男 小5 15252

JUA中野島一輪車クラブ COLORS 菅原百夏 すがわら　ももか 女 小5 15253

JUA中野島一輪車クラブ COLORS 穴吹真湖 あなぶき　まこ 女 小5 15254

JUA中野島一輪車クラブ COLORS 石井麻唯 いしい　まい 女 小5 15696

JUA中野島一輪車クラブ COLORS 太田茉佑 おおた　まゆ 女 小4 15697

JUA中野島一輪車クラブ COLORS 石黒　萌 いしぐろ　もえ 女 小4 15698

JUA中野島一輪車クラブ COLORS 丹野優羽 たんの　ゆうは 女 小4 15699

JUA中野島一輪車クラブ COLORS 若井愛真音 わかい　あまね 女 小4 15700

JUA中野島一輪車クラブ COLORS 石井亜未 いしい　あみ 女 小2 15702

KSUC Bond　of　the　SOUL 中森　夏惟 なかもり　かい 男 小3 14823

KSUC Bond　of　the　SOUL 佐藤　蘭 さとう　らん 女 小4 15400

KSUC Bond　of　the　SOUL 福原　睦 ふくはら　むつみ 女 小5 14503

KSUC Bond　of　the　SOUL 土居　かほる どい　かおる 女 小5 14152

KSUC Bond　of　the　SOUL 矢萩　凜子 ははぎ　りんこ 女 小5 15407

KSUC Bond　of　the　SOUL 村澤　優貴 むらさわ　ゆうき 女 小5 15403

U.C.藤枝 スマイル　メロディー 鈴木　朋音 スズキ　トモネ 女 小6 13847

U.C.藤枝 スマイル　メロディー 大塚　涼加 オオツカ　スズカ 女 小6 13745

U.C.藤枝 スマイル　メロディー 山田　果歩 ヤマダ　カホ 女 小6 14816

U.C.藤枝 スマイル　メロディー 深津　真彩 フカツ　マヤ 女 小5 13848

U.C.藤枝 スマイル　メロディー 藤井　愛巳 フジイ　マナミ 女 小5 14310

U.C.藤枝 スマイル　メロディー 増田　詩穂 マスダ　シホ 女 小5 14314

U.C.藤枝 スマイル　メロディー 荒木　咲美 アラキ　エミ 女 小5 14658

U.C.藤枝 スマイル　メロディー 大西　奈波 オオニシ　ナナミ 女 小5 14659

U.C.藤枝 スマイル　メロディー 鈴木　瀬里奈 スズキ　セリナ 女 小4 14660

UC Iwata クローバーカイト ザ・クローバーズ 兼子　萌乃香 かねこ　ほのか 女 小6 15146

UC Iwata クローバーカイト ザ・クローバーズ 喜多川　綾華 きたがわ　あやか 女 小6 14402

UC Iwata クローバーカイト ザ・クローバーズ 澤口　祐衣 さわぐち　ゆい 女 小6 15147

UC Iwata クローバーカイト ザ・クローバーズ 山下　阿美 やました　あみ 女 小6 15612

UC Iwata クローバーカイト ザ・クローバーズ 大澤　結菜 おおさわ　ゆいな 女 小5 15148

UC Iwata クローバーカイト ザ・クローバーズ 鈴木　那奈帆 すずき　ななほ 女 小5 15613

UC Iwata クローバーカイト ザ・クローバーズ 内藤　結菜 ないとう　ゆうな 女 小5 15149

UC Iwata クローバーカイト ザ・クローバーズ 夏目　真心 なつめ　まこ 女 小5 15150

UC Iwata クローバーカイト ザ・クローバーズ 平野　藍梨 ひらの　あいり 女 小5 15152

UC Iwata クローバーカイト ザ・クローバーズ 望月　彩華 もちづき　あやか 女 小5 15151

静岡城内一輪車クラブ タイニーファルコン 浜田　悠亜 はまだ　はるあ 女 小4 15261

静岡城内一輪車クラブ タイニーファルコン 大橋　佳那子 おおはし　かなこ 女 小4 15266

静岡城内一輪車クラブ タイニーファルコン 橋元　伶奈 はしもと　れいな 女 小4 15382

静岡城内一輪車クラブ タイニーファルコン 仙洞田　葉月 せんどうだ　はずき 女 小4 15666

静岡城内一輪車クラブ タイニーファルコン 太田　沙希 おおた　さき 女 小3 14106

静岡城内一輪車クラブ タイニーファルコン 仙洞田　長月 せんどうだ　なづき 女 小3 15665

静岡城内一輪車クラブ タイニーファルコン 築山　亜弥 つきやま　あみ 女 小2 14469

静岡城内一輪車クラブ グリーンエンジェルス 市川　ひより いちかわ　ひより 女 小6 14087

静岡城内一輪車クラブ グリーンエンジェルス 八木　泉咲 やぎ　みさき 女 小6 14078

静岡城内一輪車クラブ グリーンエンジェルス 山本　佳凜 やまもと　かりん 女 小6 14085

静岡城内一輪車クラブ グリーンエンジェルス 酒井　雪乃 さかい　ゆきの 女 小6 14086

静岡城内一輪車クラブ グリーンエンジェルス 秋山　愛加 あきやま　あいか 女 小6 14275

静岡城内一輪車クラブ グリーンエンジェルス 漆畑　美南海 うるしばた　みなみ 女 小6 14892

静岡城内一輪車クラブ グリーンエンジェルス 大橋　知紗子 おおはし　ちさこ 女 小6 15265

静岡城内一輪車クラブ グリーンエンジェルス 橋元　優奈 はしもと　ゆうな 女 小6 15381

静岡城内一輪車クラブ グリーンエンジェルス 杉本　海彩希 すぎもと　みさき 女 小5 14076

静岡城内一輪車クラブ グリーンエンジェルス 山田　唯菜 やまだ　ゆいな 女 小5 15269

静岡城内一輪車クラブ グリーンエンジェルス 八木　杏彩 やぎ　ありさ 女 小4 14084

静岡城内一輪車クラブ グリーンエンジェルス 金井　飛翼 かない　つばさ 男 小4 14083

静岡城内一輪車クラブ グリーンエンジェルス 長谷川　莉帆 はせがわ　りほ 女 小4 14924

静岡城内一輪車クラブ グリーンエンジェルス 鈴木　智子 すずき　ともこ 女 小4 14861



団体名 グループ名 選手氏名 選手ﾖﾐ 性別 学齢 会員番号
グループメンバー一覧（順不同）

かまくら一輪車クラブ PINKYS 鈴木　栞羅 スズキ　カンラ 女 小4 13557

かまくら一輪車クラブ PINKYS 和久田　鈴子 ワクダ　スズコ 女 小5 14405

かまくら一輪車クラブ PINKYS 小田部　帆夏 コタベ　ホノカ 女 小5 14407

かまくら一輪車クラブ PINKYS 茂木　彩名 モギ　アヤナ 女 小6 14541

かまくら一輪車クラブ PINKYS 曽根　萌那 ソネ　モエナ 女 小5 15116

かまくら一輪車クラブ PINKYS 永井　久瑠美 ナガイ　クルミ 女 小3 15683

かまくら一輪車クラブ PINKYS 横山　あずさ ヨコヤマ　アズサ 女 小4 15684

かまくら一輪車クラブ PINKYS 友松　莉子 トモマツ　リコ 女 小4 15685

ユニサイクルちば ミルフィーユ 青田　春菜 アオタ　ハルナ 女 小3 14798

ユニサイクルちば ミルフィーユ 西原　萌栞 ニシハラ　モエカ 女 小3 15215

ユニサイクルちば ミルフィーユ 益満　琴和 マスミツ　コトワ 女 小3 15210

ユニサイクルちば ミルフィーユ 玉川　真琴 タマガワ　マコト 女 小4 15213

ユニサイクルちば ミルフィーユ 柄津　沙綾 カラツ　サアヤ 女 小5 15214

ユニサイクルちば ミルフィーユ 益満　陽和 マスミツ　ヒヨリ 女 小5 15209

ユニサイクルちば ミルフィーユ 竹田　遥 タケダ　ハルカ 女 小6 14800

ユニサイクルちば ミルフィーユ 玉川　菜月 タマガワ　ナツキ 女 小6 14799

ユニサイクルスマイル トライスターズ 桑野　凪彩 クワノ　ナギサ 女 小6 13562

ユニサイクルスマイル トライスターズ 小暮　春吹 コグレ　イブキ 女 小6 申

ユニサイクルスマイル トライスターズ 櫻井　舞花 サクライ　マイカ 女 小5 15096

ユニサイクルスマイル トライスターズ 佐藤　源輝 サトウ　ゲンキ 男 小4 14903

ユニサイクルスマイル トライスターズ 櫻井　陽花 サクライ　ハルカ 女 小4 15097

ユニサイクルスマイル トライスターズ 辻　夏芽 ツジ　ナツメ 女 小3 14902

ユニサイクルスマイル トライスターズ 小暮　瑚雪 コグレ　コユキ 女 小3 申

ユニサイクルスマイル トライスターズ 矢田　美海 ヤダ　ミナミ 女 小3 申

ラビット＆マウスⅡ ＲＢＧ☆ 古谷 凪 ふるや なぎ 女 小6 15014

ラビット＆マウスⅡ ＲＢＧ☆ 安藤 海月 あんどう みつき 女 小6 15627

ラビット＆マウスⅡ ＲＢＧ☆ 鈴木　遥々 すずき　はるる 女 小6 15868

ラビット＆マウスⅡ ＲＢＧ☆ 富永　梨月 とみなが　りつき 女 小6 15869

ラビット＆マウスⅡ ＲＢＧ☆ 川島　香澄 かわしま　かすみ 女 小6 15870

ラビット＆マウスⅡ ＲＢＧ☆ 村林　咲良 むらばやし　さら 女 小5 15871

ラビット＆マウスⅡ ＲＢＧ☆ 行木　梓紗 なめき　あずさ 女 小6 15872

ラビット＆マウスⅡ ＲＢＧ☆ 三木　二葉 みき　ふたば 女 小6 15873

ラビット＆マウスⅡ ＲＢＧ☆ 島田　ひなた しまだ　ひなた 女 小6 15874

ラビット＆マウスⅡ ＲＢＧ☆ 木暮　柚花 こぐれ　ゆずか 女 小6 15875

ラビット＆マウスⅡ ＲＢＧ☆ 小山　楓 おやま　かえで 女 小6 15876

ラビット＆マウスⅡ ＲＢＧ☆ 縄田　彩貴 なわた　さき 女 小6 15877

ラビット＆マウスⅡ ＲＢＧ☆ 佐々木　栄香 ささき　はるか 女 小6 15878

中央林間一輪車クラブ ブルースター 池田　実咲 イケダ　ミサキ 女 小6 14587

中央林間一輪車クラブ ブルースター 伊澤　彩葉 イザワ　アヤハ 女 小6 14918

中央林間一輪車クラブ ブルースター 加藤　美峰 カトウ　ミホ 女 小6 14919

中央林間一輪車クラブ ブルースター 今井　美香 イマイ　ミカ 女 小6 15686

中央林間一輪車クラブ ブルースター 井村　麻花 イムラ　アサカ 女 小5 15196

中央林間一輪車クラブ ブルースター 草信　里奈 クサノブ　リナ 女 小4 15687

余目一輪車クラブ ラッキースマイル（＾＾）vガールズ 齋藤　愛莉 さいとう　あいり 女 小6 15385

余目一輪車クラブ ラッキースマイル（＾＾）vガールズ 藤田　紗也香 ふじた　さやか 女 小5 15390

余目一輪車クラブ ラッキースマイル（＾＾）vガールズ 大内　美沙季 おおうち　みさき 女 小5 15389

余目一輪車クラブ ラッキースマイル（＾＾）vガールズ 齋藤　あかり さいとう　あかり 女 小4 15392

余目一輪車クラブ ラッキースマイル（＾＾）vガールズ 中島　莉瑚 なかじま　りこ 女 小4 15388

余目一輪車クラブ ラッキースマイル（＾＾）vガールズ 國分　陽菜 こくぶん　はるな 女 小4 15394

余目一輪車クラブ ラッキースマイル（＾＾）vガールズ 藤田　美優 ふじた　みゆ 女 小2 15391

前沢一輪車クラブ アルスノーバ ＬＵＸ 佐藤　いづみ サトウ　イヅミ 女 小6 15192

前沢一輪車クラブ アルスノーバ ＬＵＸ 佐藤　萌絵 サトウ　モエ 女 小6 15193

前沢一輪車クラブ アルスノーバ ＬＵＸ 保坂　悠月 ホサカ　ユヅキ 女 小5 15744

前沢一輪車クラブ アルスノーバ ＬＵＸ 佐藤　眞琴 サトウ　マコト 女 小5 15743

前沢一輪車クラブ アルスノーバ ＬＵＸ 園　ひより ソノ　ヒヨリ 女 小5 15745

前沢一輪車クラブ アルスノーバ ＬＵＸ 渡辺　愛梨 ワタナベ　アイリ 女 小4 15746

前沢一輪車クラブ アルスノーバ ＬＵＸ 及川　莉子 オイカワ　リコ 女 小4 15747

前沢一輪車クラブ アルスノーバ ＬＵＸ 小野寺　寧 オノデラ　シズカ 女 小3 15748



団体名 グループ名 選手氏名 選手ﾖﾐ 性別 学齢 会員番号
グループメンバー一覧（順不同）

和光一輪車クラブ キッズサンガ　和光 有岡　大智 アリオカ　ダイチ 男 小1

和光一輪車クラブ キッズサンガ　和光 大村　麻緒 オオムラ　マオ 女 小1

和光一輪車クラブ キッズサンガ　和光 亀山　朔 カメヤマ　サク 男 小1

和光一輪車クラブ キッズサンガ　和光 佐藤　里央菜 サトウ　リオナ 女 小1

和光一輪車クラブ キッズサンガ　和光 田村　美里 タムラ　ミサト 女 小1

和光一輪車クラブ キッズサンガ　和光 豊島　和 トシマ　ナゴミ 女 小1

川崎渡田一輪車クラブ ★CRYSTAL 佐藤　真尋 サトウ　マヒロ 女 小6 14907

川崎渡田一輪車クラブ ★CRYSTAL 高屋　結愛 タカヤ　ユア 女 小6 14908

川崎渡田一輪車クラブ ★CRYSTAL 田辺　梨恵 タナベ　リエ 女 小5 14909

川崎渡田一輪車クラブ ★CRYSTAL 酒井　絢帆 サカイ　アヤホ 女 小5 15141

川崎渡田一輪車クラブ ★CRYSTAL 佐藤　美空 サトウ　ミク 女 小5 15142

川崎渡田一輪車クラブ ★CRYSTAL 神垣　美恥 カミガキ ミサト 女 小6 15462

川崎渡田一輪車クラブ ★CRYSTAL 吉田　環 ヨシダ　タマキ 女 小4 15674

川崎渡田一輪車クラブ ★CRYSTAL 山本　鈴夏 ヤマモト　スズカ 女 小3 15463

東部児童センター 芽吹 小笠原　来実 オガサワラ　クルミ 女 小4 15564

東部児童センター 芽吹 小笠原　未奈 オガサワラ　ミナ 女 小4 15376

東部児童センター 芽吹 柴田　彩華 シバタ　アヤカ 女 小4 15377

東部児童センター 芽吹 田村　真結花 タムラ　マユカ 女 小4 15863

東部児童センター 芽吹 長内　咲 オサナイ　サキ 女 小3 15565

東部児童センター 芽吹 蒔苗　ひなた マカナエ　ヒナタ 女 小3 15864

東部児童センター 芽吹 中野渡　美來 ナカノワタリ　ミク 女 小3 15865

東部児童センター 芽吹 佐々木　優空 ササキ　ユラ 女 小3 15866

東部児童センター 芽吹 田澤　芹華 タザワ　セリハ 女 小3 15867

東部児童センター 芽吹 多田　優菜 タダ　ユナ 女 小2 15566

東部児童センター 小粋 板垣　萌香 イタガキ　モコ 女 小6 15365

東部児童センター 小粋 木原　悠那 キハラ　ユナ 女 小5 15373

東部児童センター 小粋 田中　陽香 タナカ　ハルカ 女 小6 15368

東部児童センター 小粋 田中　風香 タナカ　フウカ 女 小6 15369

東部児童センター 小粋 豊沢　藍 トヨサワ　アオイ 女 小6 15370

東部児童センター 小粋 古川　友結 コガワ　ユウユ 女 小6 15367

東部児童センター 小粋 長谷川　智咲 ハセガワ　チサキ 女 小6 15371

東部児童センター 小粋 加藤　日那 カトウ　ヒナ 女 小6 15366

東部児童センター 小粋 中村　碧海 ナカムラ　アミ 女 小5 15375

東部児童センター 小粋 一戸　心音 イチノヘ　ココネ 女 小5 15372

東部児童センター 小粋 坂本　晴菜 サカモト　ハルナ 女 小5 15374

東部児童センター 小粋 多田　優衣 タダ　ユイ 女 小4 15378

松戸一輪車クラブＭＩＣ ＬＩＮＫ 阿部　詩音 アベ　シオン 女 小6 14300

松戸一輪車クラブＭＩＣ ＬＩＮＫ 大川　愛理 オオカワ　アイリ 女 小6 14354

松戸一輪車クラブＭＩＣ ＬＩＮＫ 篠﨑　ことみ シノザキ　コトミ 女 小6 14301

松戸一輪車クラブＭＩＣ ＬＩＮＫ 浮谷　雛梨 ウキヤ　ヒナリ 女 小5 14676

松戸一輪車クラブＭＩＣ ＬＩＮＫ 根本　響子 ネモト　キョウコ 女 小5 14303

松戸一輪車クラブＭＩＣ ＬＩＮＫ 大西　優輝 オオニシ　ユウキ 男 小5 14826

松戸一輪車クラブＭＩＣ ＬＩＮＫ 篠塚　夏生 シノヅカ　ナツキ 女 小5 14302

松戸一輪車クラブＭＩＣ ＬＩＮＫ 高野　なつみ タカノ　ナツミ 女 小5 15754

松戸一輪車クラブＭＩＣ ＬＩＮＫ 森山　凛保 モリヤマ　リオ 女 小4 15227

松戸一輪車クラブＭＩＣ ＬＩＮＫ 吉田　万葉 ヨシダ　カズハ 女 小4 15223

松戸一輪車クラブＭＩＣ ＬＩＮＫ 大西　真弘 オオニシ　マヒロ 女 小3 14825

松戸一輪車クラブＭＩＣ ＬＩＮＫ 根本　結子 ネモト　ユイコ 女 小2 15225

浜松積志ノースカイト Milky Way 飯島　音色 イイジマ　ネイロ 女 小5 15134

浜松積志ノースカイト Milky Way 横田　奈々 ヨコタ　ナナ 女 小5 15476

浜松積志ノースカイト Milky Way 青山　桃奈 アオヤマ　モモナ 女 小4 15604

浜松積志ノースカイト Milky Way 石黒　真菜 イシグロ　マナ 女 小4 15611

浜松積志ノースカイト Milky Way 上野　馨子 ウエノ　カオルコ 女 小4 15602

浜松積志ノースカイト Milky Way 鈴木　心菜 スズキ　ココナ 女 小4 15607

浜松積志ノースカイト Milky Way 鈴木　那海 スズキ　ナミ 女 小4 15606

浜松積志ノースカイト Milky Way 若原　小季 ワカハラ　ココロ 女 小4 15605

浜松積志ノースカイト Milky Way 宮崎　詩織 ミヤザキ　シオリ 女 小3 15608



団体名 グループ名 選手氏名 選手ﾖﾐ 性別 学齢 会員番号
グループメンバー一覧（順不同）

浜松積志ノースカイト La Mer 浅田　陶矢 アサダ　トウヤ 男 小6 14818

浜松積志ノースカイト La Mer 岡田　彩奈 オカダ　サナ 女 小6 15421

浜松積志ノースカイト La Mer 栗田　結月 クリタ　ユヅキ 女 小6 14604

浜松積志ノースカイト La Mer 野中　詩音 ノナカ　シオン 女 小6 15135

浜松積志ノースカイト La Mer 小野　純怜 オノ　スミレ 女 小5 15477

浜松積志ノースカイト La Mer 河合　嵩平 カワイ　シュウヘイ 男 小5 14961

浜松積志ノースカイト La Mer 河島　菜々穂 カワシマ　ナナホ 女 小5 14607

浜松積志ノースカイト La Mer 千代島　おと羽 チヨジマ　オトハ 女 小5 14608

浜松積志ノースカイト La Mer 松本　遥名 マツモト　ハルナ 女 小5 15132

浜松積志ノースカイト La Mer 宮崎　佑月 ミヤザキ　ユヅキ 女 小5 15136

牛込一輪車クラブ USHIGOME'X Jr. 吉池　南穂 よしいけ　なお 女 小6 15427

牛込一輪車クラブ USHIGOME'X Jr. 木之下　理香 きのした　りか 女 小5 15430

牛込一輪車クラブ USHIGOME'X Jr. 中代　幸未 なかだい　さちみ 女 小5 15431

牛込一輪車クラブ USHIGOME'X Jr. 大高　萌 おおたか　もえ 女 小4 15433

牛込一輪車クラブ USHIGOME'X Jr. 小山　真由 こやま　まゆ 女 小4 15432

牛込一輪車クラブ USHIGOME'X Jr. 高野　栞奈 たかの　かんな 女 小3 15751

牛込一輪車クラブ USHIGOME'X Jr. 小林　桃萌乃 こばやし　ももの 女 小4 15752

牛込一輪車クラブ USHIGOME'X Jr. 小野　藍 おの　あい 女 小3

牛込一輪車クラブ USHIGOME'X Jr. 大澤　結穂 おおさわ　ゆいほ 女 小2

白百合保育園一輪車クラブ リトルリリー 田口　彩花 たぐち　さやか 女 小6 14408

白百合保育園一輪車クラブ リトルリリー 佐藤　由依 さとう　ゆい 女 小6 14409

白百合保育園一輪車クラブ リトルリリー 松田　寧々 まつだ　ねね 女 小6 15302

白百合保育園一輪車クラブ リトルリリー 工藤　夕映 くどう　ゆうは 女 小5 14788

白百合保育園一輪車クラブ リトルリリー 川上　彩芽 かわかみ　あやめ 女 小5 14709

白百合保育園一輪車クラブ リトルリリー 鎌田　由妃奈 かまだ　ゆきな 女 小5 14792

白百合保育園一輪車クラブ リトルリリー 平川　美咲 ひらかわ　みさき 女 小5 14793

白百合保育園一輪車クラブ リトルリリー 河村　怜 かわむら　れん 女 小4 15310

白百合保育園一輪車クラブ リトルリリー 村田　さくら むらた　さくら 女 小4 14794

白百合保育園一輪車クラブ リトルリリー 今野　智翔 こんの　ちか 女 小4 15305

白百合保育園一輪車クラブ リトルリリー 佐藤　杏里咲 さとう　ありさ 女 小4 15308

白百合保育園一輪車クラブ リトルリリー 梶谷　和希 かじたに　ともき 女 小3 15311

相模野一輪車クラブ ブルー・シャイニーズ 角田　遥南 ツノダ　ハルナ 女 小6 14232

相模野一輪車クラブ ブルー・シャイニーズ 斉藤　楓 サイトウ　カエデ 女 小6 14233

相模野一輪車クラブ ブルー・シャイニーズ 伊高　由梨奈 イタカ　ユリナ 女 小6 13010

相模野一輪車クラブ ブルー・シャイニーズ 花上　雪乃 ハナウエ　ユキノ 女 小5 14953

相模野一輪車クラブ ブルー・シャイニーズ 花上　雪乃 フクダ　チナツ 女 小5 13137

相模野一輪車クラブ ブルー・シャイニーズ 福田　千夏 カシタニ　ミクリ 女 小5 14234

相模野一輪車クラブ ブルー・シャイニーズ 樫谷　美久莉 カン　ミユウ 女 小5 14564

相模野一輪車クラブ ブルー・シャイニーズ 菅　水優 キムラ　アキコ 女 小5 14954

相模野一輪車クラブ ブルー・シャイニーズ 木村　明子 スズキ　レイア 女 小4 14926

相模野一輪車クラブ ブルー・シャイニーズ 鈴木　礼愛 カナイ　ミドリ 女 小4 13692

相模野一輪車クラブ ブルー・シャイニーズ 金井　みどり アツミ　トモカ 女 小4 14236

相模野一輪車クラブ ブルー・シャイニーズ 渥美　那香 イイジマ　ルウ 女 小4 14569

遠野一輪車クラブ Amuse! 赤坂　八枝 あかさか　やえ 女 小6 13025

遠野一輪車クラブ Amuse! 瀬川　優蘭 せがわ　ゆらん 女 小6 15320

遠野一輪車クラブ Amuse! 小笠原　結奈 おがさわら　ゆうな 女 小5 15324

遠野一輪車クラブ Amuse! 菊池　未優 きくち　みゆう 女 小5 15323

遠野一輪車クラブ Amuse! 菊池　佑維 きくち　ゆい 女 小5 15464

遠野一輪車クラブ Amuse! 馬場　ひなた ばば　ひなた 女 小5 15325

遠野一輪車クラブ Amuse! 松田　心菜 まつだ　ここな 女 小5 14920

遠野一輪車クラブ Amuse! 吉田　歩果 よしだ　ほのか 女 小5 15326



団体名 グループ名 選手氏名 選手ﾖﾐ 性別 学齢 会員番号
グループメンバー一覧（順不同）

飯山満南小学校一輪車部 Wing　of　Dress 圡田 　麻織 つちだ　まおり 女 小6 15822

飯山満南小学校一輪車部 Wing　of　Dress 久田　昂輝 ひさだ　こうき 男 小6 15816

飯山満南小学校一輪車部 Wing　of　Dress 古川　緒望 ふるかわ　つぐみ 女 小6 15814

飯山満南小学校一輪車部 Wing　of　Dress 小西　愛美 こにし　あみ 女 小6 15815

飯山満南小学校一輪車部 Wing　of　Dress 白井帆乃香 しらい　ほのか 女 小5 15805

飯山満南小学校一輪車部 Wing　of　Dress 古作美千瑠 くさく　みちる 女 小5 15807

飯山満南小学校一輪車部 Wing　of　Dress 岩井　七津 いわい　なつ 女 小5 15808

飯山満南小学校一輪車部 Wing　of　Dress 久米このみ くめ　このみ 女 小5 15809

飯山満南小学校一輪車部 Wing　of　Dress 林　　明莉 はやし　あかり 女 小5 15811

飯山満南小学校一輪車部 Wing　of　Dress 松島　彩愛 まつしま　あやめ 女 小5 15804

飯山満南小学校一輪車部 Frontier　Spirit’z 岡田　澪 おかだ　みお 女 小6 15821

飯山満南小学校一輪車部 Frontier　Spirit’z 横田　夏実 よこた　なつみ 女 小6 15817

飯山満南小学校一輪車部 Frontier　Spirit’z 田中　沙二衣 たなか　さにい 女 小6 15820

飯山満南小学校一輪車部 Frontier　Spirit’z 佐守　美咲 さもり　みさき 女 小6 15812

飯山満南小学校一輪車部 Frontier　Spirit’z 大貫　奈々 おおぬき　なな 女 小6 15819

飯山満南小学校一輪車部 Frontier　Spirit’z 飯田　真衣 いいだ　まい 女 小6 15813

飯山満南小学校一輪車部 Frontier　Spirit’z 安倍　千遥 あべ　ちはる 女 小6 15818

飯山満南小学校一輪車部 Frontier　Spirit’z 高橋　海月 たかはし　みづき 女 小6 15224

飯山満南小学校一輪車部 Frontier　Spirit’z 下関　凜子 しもせき　りんこ 女 小5 15803

飯山満南小学校一輪車部 Frontier　Spirit’z 金森　絢女 かなもり　あやめ 女 小5 15802

飯山満南小学校一輪車部 Frontier　Spirit’z 安本　幸希 やすもと　みゆき 女 小5 15810

飯山満南小学校一輪車部 Frontier　Spirit’z 野口　葵叶 のぐち　あおか 女 小5 15806

麻生一輪車クラブ Bloom 田村　遥 たむら　はるか 女 小6 14148

麻生一輪車クラブ Bloom 冨沢　愛里 とみざわ　あいり 女 小5 14709

麻生一輪車クラブ Bloom 佐藤　礼花 さとう　あやか 女 小5 15825

麻生一輪車クラブ Bloom 服部　祐佳 はっとり　ゆか 女 小5 15826

麻生一輪車クラブ Bloom 佐藤　綾南 さとう　あやな 女 小5 15827

麻生一輪車クラブ Bloom 佐藤　光莉 さとう　ひかり 女 小5 15828

麻生一輪車クラブ Bloom 渡邊　風花 わたなべ　ふうか 女 小5 15829

麻生一輪車クラブ Bloom 川口　稀三菜 かわぐち　きさな 女 小5 15830

麻生一輪車クラブ Bloom 佐藤　優羽 さとう　ゆう 女 小4 15831

麻生一輪車クラブ Bloom 冨沢　瑠衣 とみざわ　るい 女 小4 15832



団体名 グループ名 選手氏名 選手ﾖﾐ 性別 学齢 会員番号
グループメンバー一覧（順不同）

豊田児童センター　　 若葉 村上　千愛 むらかみ　ちなり 女 小5 15204

豊田児童センター　　 若葉 虻川　七海 あぶかわ　ななみ 女 小4 15437

豊田児童センター　　 若葉 奈良　彩香 なら　あやか 女 小4 15439

豊田児童センター　　 若葉 古山　七斗 こやま　ななと 男 小4 15441

豊田児童センター　　 若葉 西谷　太希　 にしや　たいき 男 小4 15442

豊田児童センター　　 若葉 中畑　怜翔 なかはた　れいと 男 小4 14839

豊田児童センター　　 若葉 佐藤　萌 さとう　もえ 女 小3 15443

豊田児童センター　　 若葉 相馬　瑠來 そうま　るき 男 小3 15444

豊田児童センター　　 蕾 尾﨑　麗羽 おざき　うるは 女 小6 14591

豊田児童センター　　 蕾 猪股　葵 いのまた　あい 女 小6 14596

豊田児童センター　　 蕾 澤田　ほのか さわだ　ほのか 女 小6 14597

豊田児童センター　　 蕾 田中　伶旺 たなか　れお 男 小6 14598

豊田児童センター　　 蕾 伴　彩水華 ばん　あすか 女 小6 14599

豊田児童センター　　 蕾 藤田　紗佳 ふじた　さやか 女 小6 14600

豊田児童センター　　 蕾 三浦　愛香 みうら　まなか 女 小6 14601

豊田児童センター　　 蕾 丹藤　有沙 たんどう　ありさ 女 小5 15205

豊田児童センター　　 蕾 小山内　こころ おさない　こころ 女 小5 15206

豊田児童センター　　 蕾 棟方　翔也　 むなかた　しょうや 男 小5 15207

豊田児童センター　　 蕾 北山　光咲 きたやま　みさき 女 小5 15208

豊田児童センター　　 蕾 坂田　小由紀 さかた　こゆき 女 小5 14005

豊田児童センター　　 蕾 新谷　真依子 あらや　まいこ 女 小4 15438

豊田児童センター　　 蕾 熊沢　藍 くまざわ　あい 女 小4 15440

佐賀県一輪車クラブ ＳＡＧＡ　ポップテン 安永　柚衣 ヤスナガ　ユイ 女 小6 14834

佐賀県一輪車クラブ ＳＡＧＡ　ポップテン 重松　依冴 シゲマツ　リコ 女 小6 14835

佐賀県一輪車クラブ ＳＡＧＡ　ポップテン 酒見　桃子 サカミ　モモコ 女 小6 14836

佐賀県一輪車クラブ ＳＡＧＡ　ポップテン 吉原　梨香 ヨシハラ　リカ 女 小6 15084

佐賀県一輪車クラブ ＳＡＧＡ　ポップテン 田中　志穏 タナカ　シオン 女 小6 15088

佐賀県一輪車クラブ ＳＡＧＡ　ポップテン 武久　めぐ タケヒサ　メグ 女 小6 15086

佐賀県一輪車クラブ ＳＡＧＡ　ポップテン 古賀　玲奈 コガ　レイナ 女 小6 15087

佐賀県一輪車クラブ ＳＡＧＡ　ポップテン チャップマン　龍騎 チャップマン　リュウキ 男 小5 15089

佐賀県一輪車クラブ ＳＡＧＡ　ポップテン 濱田　唯名 ハマダ　ユイナ 女 小5 15647

佐賀県一輪車クラブ ＳＡＧＡ　ポップテン 重松　恋奈 シゲマツ　ココナ 女 小4 15649

伊勢原一輪車クラブ Melody♪Pops 三枝　由芽 サエグサ　ユメ 女 小5 14929

伊勢原一輪車クラブ Melody♪Pops 前野　はな マエノ　ハナ 女 小5 14928

伊勢原一輪車クラブ Melody♪Pops 松原　千夜 マツバラ　チヨ 女 小5 15380

伊勢原一輪車クラブ Melody♪Pops 田邊　あおり タナベ　アオリ 女 小4 15725

伊勢原一輪車クラブ Melody♪Pops 雪田　萌波 ユキタ　モナミ 女 小4 申請中

伊勢原一輪車クラブ Melody♪Pops 江原　彩未 エハラ　アヤミ 女 小3 15727

伊勢原一輪車クラブ Melody♪Pops 太田　理沙子 オオタ　リサコ 女 小3 15728

伊勢原一輪車クラブ Melody♪Pops 小谷野　梨香 コヤノ　リカ 女 小3 15726

伊勢原一輪車クラブ Melody♪Pops 川室　日葵 カワムロ　ヒナタ 女 小3 申請中

伊勢原一輪車クラブ Melody♪Pops 野上　乃の花 ノガミ　ノノハ 女 小2 14925



団体名 都道府県 市町村

UCフロンティア札幌 北海道 札幌市

平川市平賀一輪車クラブ 青森県 平川市

東部児童センター 青森県 弘前市

豊田児童センター　　 青森県　 弘前市

ЁHATOV 岩手県 滝沢市

一関一輪車クラブ 岩手県 一関市

3up.UC 岩手県 下閉伊郡岩泉町

前沢一輪車クラブ アルスノーバ 岩手県 奥州市

遠野一輪車クラブ 岩手県 遠野市

白百合保育園一輪車クラブ 秋田 秋田市

余目一輪車クラブ 福島県 福島市

船橋市一輪車協会 千葉県 船橋市

ユニサイクルちば 千葉県 千葉市花見川区

松戸一輪車クラブＭＩＣ 千葉県 松戸市

飯山満南小学校一輪車部 千葉県 船橋市

一輪車クラブひの 東京都 日野市

ラビット＆マウスⅡ 東京都 足立区

牛込一輪車クラブ 東京都 新宿区

U.C.ウィズ 神奈川県 横浜市

都筑一輪車クラブTWOLINK 神奈川県 横浜市

ユニサイクルのがわ 神奈川県 川崎市

枡形一輪車クラブ 神奈川県 川崎市

IEG一輪車クラブ 神奈川県 川崎市

JUA中野島一輪車クラブ 神奈川県 川崎市多摩区

KSUC 神奈川県 鎌倉市

かまくら一輪車クラブ 神奈川県 鎌倉市

ユニサイクルスマイル 神奈川県 座間市

中央林間一輪車クラブ 神奈川県 大和市

川崎渡田一輪車クラブ 神奈川県 川崎市

相模野一輪車クラブ 神奈川県 座間市

麻生一輪車クラブ 神奈川県 川崎市

伊勢原一輪車クラブ 神奈川県 伊勢原市

ユニサイクルチーム・ポリクローム 長野県 松本市

浜松Ｕ.Ｃ.フライングカイト 静岡県 浜松市

静岡市西奈児童館一輪車クラブ 静岡県 静岡市

U.C.藤枝 静岡県 藤枝市

UC Iwata クローバーカイト 静岡県 磐田市

静岡城内一輪車クラブ 静岡県 静岡市葵区

浜松積志ノースカイト 静岡県 浜松市

金沢市立森山児童館　一輪車クラブ　スマイリーズ 石川県 金沢市

高山輪技団 岐阜県 高山市

堺鈴の宮一輪車クラブ 大阪府 堺市

Kanon一輪車クラブ 広島県 広島市

和光一輪車クラブ 香川県 高松市

佐賀県一輪車クラブ 佐賀県 佐賀市

支部別　活動地域一覧表


