
クラスA・B・C・・・第6位まで表彰

クラスD・・・第3位まで表彰

総合優勝・・・全クラスの中で最も評価の高かった選手を「総合優勝」とします

※今大会は映像審査として行いますので、次年度大会への「シード」の対象とはなりません。

クラスA　小学4年生以下の部

選手氏名 性別 学年 曲　名 団体名

川﨑　ひまり 女 小2 Theme From Lupin RSP宮崎一輪車チーム

伊達　仁南 女 小3 マリーゴールド 余目一輪車クラブ

佐藤　心海 女 小3 Christmas Wish 余目一輪車クラブ

岩佐 ほの 女 小3 Always 枡形一輪車クラブ

中野　稀萌 女 小4 Gift  of  A Friend 佐賀県一輪車クラブ

吉永　みこ 女 小4 魂ENERGY by 笑舞 個人　吉永

土井　優希奈 女 小4 裸の心 IEG一輪車クラブ

高橋　蘭 女 小4 キミが好きで、、、 IEG一輪車クラブ

松野　莉子 女 小4 Kiss The Girl 松野（個人）

石井　千尋 女 小4 帰ろう 白百合保育園一輪車クラブ

佐藤　陽香 女 小4 Downtown 白百合保育園一輪車クラブ

髙橋　明香里 女 小4 きらきら 白百合保育園一輪車クラブ

斎藤　百合 女 小4 You can‘t stop the beat UC藤枝

前野　由里 女 小4 Say Hey 伊勢原一輪車クラブ

クラスB　小学5年生の部

選手氏名 性別 学年 曲　名 団体名

藤井　桃子 女 小5 花束を君に かまくら一輪車クラブ

原　一叶 女 小5 見たこともない景色 余目一輪車クラブ

梅野　愛織 女 小5 Wide  Awake 佐賀県一輪車クラブ

小林　愛望 女 小5 Heart  Attack 佐賀県一輪車クラブ

日野　あかり 女 小5 Angel 新百合丘一輪車クラブ

青木　菫 女 小5 Camina Y Ven ユニサイクルAmi☆長泉

国分 　綺栞 女 小5 When you wish upon a star 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部

大前　寿々菜 女 小5 口笛にかわるまで ユニサイクルのがわ

江川　妙緒 女 小5 Welcome To New York 一輪車クラブひの

藤田　樹稟 女 小5 Unconditionally 豊田児童センター

太田　陽葉里 女 小5 My world 浜松積志ノースカイト

中川　栞李 女 小5 出航さ！～Sail Out For Some One～ 浜松積志ノースカイト

宮内　愛理子 女 小5 紅蓮華 牛込一輪車クラブ

窪川　織花 女 小5 Really Don't Care 牛込一輪車クラブ

2020全日本一輪車競技大会　ソロ演技　小学生の部　出場者一覧（順不同）
氏名・学年・曲名に誤りがないか確認をし、修正がある場合は11月23日（祝）迄に必ずご連絡ください。



クラスC　小学6年生の部

選手氏名 性別 学年 曲　名 団体名

小坂　実央 女 小6 Alone 金沢市立森山児童館一輪車クラブ　スマイリーズ

松林　未来 女 小6 Break  It 金沢市立森山児童館一輪車クラブ　スマイリーズ

櫻井　彩花 女 小6 Yo Soy Su Vida ユニサイクルスマイル

小川　真宙 女 小6 Waka　Waka 船橋市一輪車協会

工藤　緋 女 小6 This　Love 船橋市一輪車協会

若月　結花 女 小6 Into the Unknown ÉHATOV

島守　心清 女 小6 Funny Bunny ÉHATOV

竹地　彩七　 女 小6 The Story Of Us ユニサイクルのがわ

無藤　真菜 女 小6 桜ひとひら ユニサイクルのがわ

市原　伊織 女 小6 Memories 佐賀県一輪車クラブ

松尾　小花 女 小6 You Belong  with  Me 佐賀県一輪車クラブ

津野　未来 女 小6 The  Greatest  Show 佐賀県一輪車クラブ

吉永　梨乃 女 小6 Le  Jazz Hot 個人　吉永

松井　莉那 女 小6 Historia UC Pyxis

居石　那乃華 女 小6 To Love You More UC Pyxis

下田　実來 女 小6 Ruri Iro No Chikyu 新百合丘一輪車クラブ

太田　もえ 女 小6 Ave Maria 静岡城内一輪車クラブ

石田　こはる 女 小6 Brave IEG一輪車クラブ

駒橋　彩花 女 小6 The　Sunshower IEG一輪車クラブ

尾﨑　結衣 女 小6 人生劇場 浜松U.C.フライングカイト

小松　暖佳 女 小6 Underdog 個人（小松）

五十嵐　舞 女 小6 大丈夫 ユニサイクルAmi☆長泉

渡邉　橙 女 小6 Break This Down ユニサイクルAmi☆長泉

森下　唯菜 女 小6 One Last Time ユニサイクルAmi☆長泉

日吉　ラニ 女 小6 Music Feels Better ユニサイクルAmi☆長泉

鈴木　初菜 女 小6 R.Y.U.S.E.I. UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI

中田　芽愛 女 小6 あの夏へ UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI

山本　希実 女 小6 Who I Am 名寄ユニサイクルクラブ

青木　夢月 女 小6 Decal　comanie 静岡市西奈児童館一輪車クラブ

川村　紗菜 女 小6 Cheyenne 白百合保育園一輪車クラブ

神原　然子 女 小6 New Rules 白百合保育園一輪車クラブ

小玉　梨央 女 小6 the other girl 白百合保育園一輪車クラブ

佐々木　希実 女 小6 Patterns 白百合保育園一輪車クラブ

羽賀　心咲 女 小6 El Boso del Final 白百合保育園一輪車クラブ

加澤　凜 女 小6 Carol of the Bells 一輪車クラブひの

千葉　愛華 女 小6 Uaturally 前沢一輪車クラブ　アルスノーバ

田中　愛凛 女 小6 Dance Again UC藤枝

坪井　寿音 女 小6  Someday 個人

奥田 絢香 女 小6 Sdavaysya 枡形一輪車クラブ

岩佐 そよ 女 小6 Courage To Change 枡形一輪車クラブ

大林　あい 女 小6 us 浜松積志ノースカイト

菅原　碧 女 小6 Lil' touch 松戸一輪車クラブＭＩＣ

豊田　真瑚 女 小6 Acting Out 伊勢原一輪車クラブ

クラスD　小学生男子の部

選手氏名 性別 学年 曲　名 団体名

松尾　倫太郎 男 小5 Animals 佐賀県一輪車クラブ

斎藤　黎苑 男 小5 青と夏 豊田児童センター

阿部　煌己 男 小6 empty  drower 余目一輪車クラブ

高橋　俊平 男 小6 楓 遠野一輪車クラブ

古山　歩斗 男 小6 霹靂一閃六連～鬼殺隊として 豊田児童センター


