
↓最初は３つを別の列のままコピー。その後列を合体する
競技 Bib チーム名 ■第1ライダー　ﾌﾘｶﾞﾅ 性別

1 ソロ 1 RinRinRacing 秋葉　龍之助 ｱｷﾊﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
2 ソロ 2 BRIDGE BIKE PRODUCTS 髙橋　仁 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ
3 ソロ 3 ROCK SKULL 山口　公一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ
4 ソロ 4 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 高橋 翔 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ
5 ソロ 5 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 嶋﨑 亮我 ｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｶﾞ
6 ソロ 6 内藤ｻｲｸﾙ 石田　雅典 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ
7 ソロ 7 Rustic428&K-8 大澤　和男 ｵｵｻﾜ　ｶｽﾞｵ
8 ソロ 8 やまねこ 森田　浩元 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾓﾄ
9 ソロ 9 亀の子束子ｻｲｸﾘﾝｸﾞ 百瀬　裕則 ﾓﾓｾ　ﾋﾛﾉﾘ

10 ソロ 10 RinRinRacing 相楽　誠 ｻｶﾞﾗ ﾏｺﾄ
11 ソロ 11 Disc Magic 文蔵　亮介 ﾌﾐｸﾗ ﾘｮｳｽｹ
12 ソロ 12 亀の子束子ｻｲｸﾘﾝｸﾞ 鈴木　昭宏 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ
13 ソロ 13 ROCK SKULL 高橋　紀道 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐﾁ
14 ソロ 14 ROCK SUKLL 岩田　朗 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
15 ソロ 15 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾎﾟｰﾙ ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾎﾟｰﾙ
16 ソロ 16 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 柴田 淳 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝ
17 ソロ 17 渡邊　昌良 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏｻﾖｼ
18 ソロ 18 晴嵐ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 近藤　豪 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾀｹｼ
19 ソロ 19 晴嵐ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 近藤　民子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾐｺ
20 ソロ 20 ﾌﾞﾘｯｼﾞﾊﾞｲｸﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 見世　圭朗 ﾐｾ　ﾖｼｵ
21 ソロ 21 BRIDGE BIKE PRODUCTS 安田　昌泰 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
22 ソロ 22 BBQ－ｍ 南　博則 ﾐﾅﾐ ﾋﾛﾉﾘ
23 ソロ 23 Teamおさだゆい 植山　雅俊 ｳｴﾔﾏ ﾏｻﾄｼ
24 ソロ 24 晴嵐ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小池　貴志 ｺｲｹ　ﾀｶｼ
25 ソロ 25 石原　隆広 ｲｼﾊﾗ　ﾀｶﾋﾛ
26 ソロ 26 花井　崇行 ﾊﾅｲ ﾀｶﾕｷ
27 ソロ 27 woodbell 鈴木　裕也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ
28 ソロ 28 石橋　顕 ｲｼﾊﾞｼ　ｱｷﾗ
29 ソロ 29 内藤ｻｲｸﾙ 岩崎　誉至郎 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾛｳ
30 ソロ 30 ｱﾗﾘﾊﾞｰ 荒川　光 ｱﾗｶﾜ ﾋｶﾙ
31 ソロ 31 MGS 小林　幹昇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾉﾘ
32 ソロ 32 Team.S･H 引地　茂行 ﾋｷﾁ　ｼｹﾞﾕｷ
33 ソロ 33 内藤ｻｲｸﾙ 内藤　博 ﾅｲﾄｳ　ﾋﾛｼ
34 ソロ 34 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 渡邊　祥太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
35 ソロ 35 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 後藤　天暢 ｺﾞﾄｳ　ﾀｶﾉﾌﾞ
36 ソロ 36 ｶﾞｿﾘﾝｱﾚｲ 屋　英樹 ｵｸ　ﾋﾃﾞｷ
37 ソロ 37 志田　尊俊 ｼﾀﾞ　ﾀｶﾄｼ
38 ソロ 38 志田　雅之 ｼﾀﾞ　ﾏｻﾕｷ
39 ソロ 39 ＲｉｎＲｉｎＲａｃｉｎｇ 飯塚　亘 ｲｲﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ
40 ソロ 40 ＡＳＴ 西岡　純治 ﾆｼｵｶ　ｼﾞｭﾝｼﾞ
41 ソロ 41 Team VAPOR 江越　岳也 ｴｺﾞｼ　ｶﾞｸﾔ
42 ソロ 42 HARGREAVES ﾊｰｸﾞﾘｰﾌﾞｽﾞ　ﾏｰｸ
43 ソロ 43 Team Vapor 江越　和也 ｴｺﾞｼ ｶｽﾞﾔ
44 ソロ 44 鈴木　宏 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ
45 ソロ 45 今泉八丁目 舟迫　慎太郎 ﾌﾅﾊﾞｻﾏ　ｼﾝﾀﾛｳ
46 ソロ 46 ﾌﾞﾘｯﾂｪﾝ　ｽﾃﾗ 舟迫　颯 ﾌﾅﾊﾞｻﾏ ﾊﾔﾃ
47 ソロ 47 TEAM SOMETIMES 浅野　翔 ｱｻﾉ ｶｹﾙ
48 ソロ 48 TEAM SOMETIMES 浅野　輝 ｱｻﾉ ﾃﾙ
49 ソロ 49 BreezeBike/fiftycycle 岩脇　健太 ｲﾜﾜｷ　ｹﾝﾀ
50 ソロ 50 BreezeBike/fiftycycles 久保　稀光 ｸﾎﾞ　ｷﾋﾛ
51 ソロ 51 Boardman Womens 石上　琴乃 ｲｼｶﾞﾐ ｺﾉ
52 ソロ 52 ﾌﾞﾘｯｼﾞﾊﾞｲｸﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 瓦井　宏幸 ｶﾜﾗｲ ﾋﾛﾕｷ
53 ソロ 53 ﾌﾞﾘｯｼﾞﾊﾞｲｸﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 安田　隼斗 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ
54 ソロ 54 TORQUE/NOZAC 山田　豪 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾞｳ
55 ソロ 55 RinRinRacing 中野　佳祐 ﾅｶﾉ ｹｲｽｹ
56 ソロ 56 RinRinRacing 柴田　学 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅﾌﾞ



57 ソロ 57 RinRinRacing 中　瑞希 ﾅｶ ﾐｽﾞｷ
58 ソロ 58 Flecha 神田　恵一 ｶﾝﾀﾞ　ｹｲｲﾁ
59 ソロ 59 山本　真志 ﾔﾏﾓﾄ　ﾏｻｼ
60 ソロ 60 正則高等学校 大城　奨 ｵｵｼﾛ ｼｮｳ
61 ソロ 61 TEAM GRM 上野　悠佑太 ｳｴﾉ ﾕｳﾀ
62 ソロ 62 Rustic428&K-8 大澤　誠人 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾄ
63 ソロ 63 江越　海玖也 ｴｺﾞｼ ﾐｸﾔ
64 ソロ 64 vertex 龍野　旭飛 ﾀﾂﾉ　ｱｻﾋ
65 ソロ 65 内藤ｻｲｸﾙ 内藤　雪哉 ﾅｲﾄｳ ﾕｷﾔ

1 ペア 71 BULLDOG M.S. 前田　孝昭 ﾏｴﾀﾞ　ﾀｶｱｷ
2 ペア 72 正則高等学校 中島　雄紀 ﾅｶｼﾞﾏ　ﾕｳｷ
3 ペア 73 正則高等学校 斉川　彪樹 ｻｲｶﾜ　ﾋｮｳｷ
4 ペア 74 正則高等学校 鶴井　大晟 ﾂﾙｲ　ﾀｲｾｲ

1 オープン 1 ﾁｰﾑ　ｻｰﾃｨﾜﾝ 菅谷　芳功 ｽｶﾞﾔ　ﾖｼﾉﾘ
2 オープン 2 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 佐竹 学 ｻﾀｹ ﾏﾅﾌﾞ
3 オープン 3 ﾁｬﾘ族 煙石　隼也 ｴﾝｾｷ　ﾄｼﾔ
4 オープン 4 正則高等学校 荒木　大悟 ｱﾗｷ　ﾀﾞｲｺﾞ
5 オープン 5 正則高等学校 中野　翔 ﾅｶﾉ　ｶｹﾙ
6 オープン 6 正則高等学校 山口　尭久 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｱｷﾋｻ
7 ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾊﾟｯｸ（一般2名） 87 yukey's 鹿島　正基 ｶｼﾏ　ﾏｻｷ

1 キッズイン-3 11 ｱﾗﾘﾊﾞｰ 荒川　寛 ｱﾗｶﾜ　ﾋﾛｼ
2 キッズイン-2 12 RinRinRacing 山本　湊一郎 ﾔﾏﾓﾄ　ｿｳｲﾁﾛｳ
3 キッズイン-2 13 FLYERS 山下　静磨 ﾔﾏｼﾀ　ｼｽﾞﾏ
4 キッズイン-2 14 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 蕨 雄一郎 ﾜﾗﾋﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ
5 キッズイン-2 15 Cycle DNA 新治　慶 ﾆｲﾊﾘ　ｷｮｳ
6 キッズイン-3 16 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 柳 菜々見 ﾔﾅｷﾞ ﾅﾅﾐ
7 キッズイン-2 17 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 熊谷 優花 ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾊﾅ
8 キッズイン-2 18 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 横田 壮一郎 ﾖｺﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ
9 キッズイン-2 19 たかだてさん 高舘　知記 ﾀｶﾀﾞﾃ　ﾄﾓｷ

10 キッズイン-2 20 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 渡邊　麗 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾚｲ
11 キッズイン-2 21 Ms 宮澤　斗唯 ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾄｳｲ
12 キッズイン-2 22 ﾁｰﾑ13 横川　清 ﾖｺｶﾜ　ｷﾖｼ
13 キッズイン-3 23 ｱﾐｰｺﾞ 高橋　涼介 ﾀｶﾊｼ　ﾘｮｳｽｹ
14 キッズイン-3 24 ASA 淺原　陽 ｱｻﾊﾗ　ﾖｳ

1 キッズオンリー 31 BULLDOG M.S. 齋藤　令 ｻｲﾄｳ　ﾚｲ
2 キッズオンリー 32 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 渡辺 滉士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼ
3 キッズオンリー 33 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 垣原 麻理 ｶｷﾊﾗ ﾏﾘ
4 キッズオンリー 34 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 鈴木 哲平 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ
5 キッズオンリー 35 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 蕨 雄之進 ﾜﾗﾋﾞ ﾕｳﾉｼﾝ
6 キッズオンリー 36 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 柴田 凜太郎 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ

1 キッズソロ 42 RinRinRacing 飯塚　嵐 ｲｲﾂﾞｶ ﾗﾝ
2 キッズソロ 43 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 垣原 弘明 ｶｷﾊﾗ ﾋﾛｱｷ
3 キッズソロ 44 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 佐藤 勇太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ
4 キッズソロ 45 保田　莉央 ﾔｽﾀﾞ ﾘｵ
5 キッズソロ 46 西村　智輝 ﾆｼﾑﾗ　ﾄﾓｷ
6 キッズソロ 47 RinRinRacing 郷津　輝 ｺﾞｳｽﾞ ﾋｶﾙ
7 キッズソロ 48 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 佐竹 清亮 ｻﾀｹ ｷｮｳｽｹ
8 キッズソロ 49 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 中仙道 侑毅 ﾅｶｾﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ
9 キッズソロ 50 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 松田 優太朗 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ

10 キッズソロ 51 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 伊藤 桃奈 ｲﾄｳ ﾓﾓﾅ
11 キッズソロ 52 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 倉田 遼平 ｸﾗﾀ ﾘｮｳﾍｲ
12 キッズソロ 53 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 長島 梨邑 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｵ
13 キッズソロ 54 ﾐｽﾄﾗﾙ ｽﾎﾟｰﾂ学校 斉藤　隼平 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ
14 キッズソロ 55 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉 優樹 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｷ



15 キッズソロ 56 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 森田 研吾 ﾓﾘﾀ ｹﾝｺﾞ
16 キッズソロ 57 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾙｰｸ ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾙｰｸ
17 キッズソロ 58 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 熊谷 匡織 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｵﾘ
18 キッズソロ 59 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 石川 竜大 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾀ
19 キッズソロ 60 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 石川 太郎 ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ
20 キッズソロ 61 Team.S･H 引地　祥太 ﾋｷﾁ ｼｮｳﾀ
21 キッズソロ 62 花井　智行 ﾊﾅｲ ﾄﾓﾕｷ
22 キッズソロ 63 堀　亜耶佳 ﾎﾘ ｱﾔｶ

1 ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾊﾟｯｸ（小学生） 81 大塚　琉生 ｵｵﾂｶ　ﾘｭｳｾ 男
2 ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾊﾟｯｸ（一般） 82 寺田　雅樹 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 男
3 ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾊﾟｯｸ（小学生2名） 83 2029大森 仁宮　苺宝 ﾆﾐﾔ　ﾏﾎ 女
4 ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾊﾟｯｸ（小学生） 84 FIRST KIDS CX 紺野　武琉 ｺﾝﾉ ﾀｹﾙ 男
5 ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾊﾟｯｸ（小学生） 85 MGS 小林　采舞希 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄﾌﾞｷ 女
6 ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾊﾟｯｸ（小学生） 86 MGS 鈴木　光太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 男
7 ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾊﾟｯｸ（一般2名） 87 yukey's 鹿島　正基 ｶｼﾏ　ﾏｻｷ 男
8 ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾊﾟｯｸ（小学生） 88 上田　優紀 ｳｴﾀﾞ　ﾕｳｷ 男
9 ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾊﾟｯｸ（小学生） 89 Ms 宮澤　斗唯 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｳｲ 男

10 ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾊﾟｯｸ（小学生） 90 高橋　涼介 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ

1 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ･ｷｯｸｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 160 山下　沙梛 ﾔﾏｼﾀ ｻﾅ 95
2 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ･ｷｯｸｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 161 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 村中 紗英 ﾑﾗﾅｶ ｻｴ
3 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ･ｷｯｸｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 162 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 蕨 穂乃香 ﾜﾗﾋﾞ ﾎﾉｶ
4 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ･ｷｯｸｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 163 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 松田 晃太郎 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
5 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ･ｷｯｸｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 164 大山幼稚園 吉川　結和 ﾖｼｶﾜ ﾕﾜ 95
6 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ･ｷｯｸｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 165 石田　圭 ｲｼﾀﾞ ｹｲ
7 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ･ｷｯｸｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 166 team 816 平　六之助 ﾀｲﾗ　ﾛｸﾉｽｹ 95
8 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ･ｷｯｸｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 167 高舘　春杜 ﾀｶﾀﾞﾃ ﾊﾙﾄ
9 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ･ｷｯｸｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 168 そうすけ 北嶋　奏介 ｷﾀｼﾞﾏ　ｿｳｽ 105

10 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ･ｷｯｸｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 169 山田　晴仁 ﾔﾏﾀﾞ　ﾊﾙﾋﾄ 80

1 補助無 1 大山幼稚園 吉川　世名 ﾖｼｶﾜ　ｾﾅ
2 補助無 2 team 816 平　一ﾉ介 ﾀｲﾗ　ｲﾁﾉｽｹ
3 補助無 3 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 横井 三四郎 ﾖｺｲ ｻﾝｼﾛｳ
4 補助無 5 ｺｰﾌﾟ野村梅島 西村　心 ﾆｼﾑﾗ　ｼﾝ
5 補助無 6 2029大森 仁宮　梨宝 ﾆﾐﾔ　ﾘﾎ
6 補助無 7 齊藤　遥喜 ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ
7 補助無 8 Team634(1位目指して頑張るぞ！ 佐藤　夢志 ｻﾄｳ　ﾑｻｼ
8 補助無 9 飯島　大也 ｲｲｼﾞﾏ　ﾀﾞｲﾔ
9 補助無 10 飯島　花怜 ｲｲｼﾞﾏ　ｶﾚﾝ

10 補助無 11 Team  VAPOR 江越　龍也 ｴｺﾞｼ　ﾀﾂﾔ
11 補助無 12 ｷｭｰﾌﾞｺﾞｰｺﾞｰﾚｰｼﾝｸﾞ 久崎　琳 ｷｭｳｻﾞｷ ﾘﾝ
12 補助無 13 木曽　玄志郎 ｷｿ　ｹﾞﾝｼﾛｳ

1 1-2年 15 西村　智輝 ﾆｼﾑﾗ　ﾄﾓｷ
2 1-2年 16 豊島　悠仁 ﾄﾖｼﾏ　ﾕｳﾄ
3 1-2年 17 FLYERS 山下　逞翔 ﾔﾏｼﾀ　ﾀｸﾄ
4 1-2年 18 team 816 平　八之丞 ﾀｲﾗ　ﾊﾁﾉｼﾞｮｳ
5 1-2年 19 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 横田 壮一郎 ﾖｺﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ
6 1-2年 20 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 蕨 修之輔 ﾜﾗﾋﾞ ｼｭｳﾉｽｹ
7 1-2年 21 KVR 小川　晃誠 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ
8 1-2年 22 百瀬　美昊 ﾓﾓｾ ﾐｿﾗ
9 1-2年 23 RinRinRacing 郷津　輝 ｺﾞｳｽﾞ ﾋｶﾙ

10 1-2年 24 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 垣原 麻理 ｶｷﾊﾗ ﾏﾘ
11 1-2年 25 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 倉田 陽菜 ｸﾗﾀ ﾊﾙﾅ
12 1-2年 26 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ 実里有ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾐﾘｱ
13 1-2年 27 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 岸川 瑶 ｷｼｶﾜ ﾖｳ
14 1-2年 28 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 横井 小次郎 ﾖｺｲ ｺｼﾞﾛｳ
15 1-2年 29 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 土田 智也 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ



16 1-2年 30 武藤　光希 ﾑﾄｳ ﾐﾂｷ
17 1-2年 31 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 石川 竜大 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾀ
18 1-2年 32 Ｂ→ts 中村　暖輝 ﾅｶﾑﾗ　ｱﾂｷ
19 1-2年 33 ｱﾗﾘﾊﾞｰ 荒川　夏 ｱﾗｶﾜ　ﾅﾂ
20 1-2年 34 相沢　一陽 ｱｲｻﾞﾜ　ｲﾁﾖｳ
21 1-2年 35 イオンバイクジュニアアカデミー 遠藤　舜 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ
22 1-2年 36 2029大森 仁宮　苺宝 ﾆﾐﾔ　ﾏﾎ
23 1-2年 37 FIRST KIDS CX 紺野　武琉 ｺﾝﾉ ﾀｹﾙ
24 1-2年 38 MGS 鈴木　光太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ

1 3-4年 40 RinRinRacing 飯塚　嵐 ｲｲﾂﾞｶ ﾗﾝ
2 3-4年 41 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 垣原 弘明 ｶｷﾊﾗ ﾋﾛｱｷ
3 3-4年 42 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 中仙道 侑毅 ﾅｶｾﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ
4 3-4年 43 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 松田 優太朗 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ
5 3-4年 44 ｱﾗﾘﾊﾞｰ 荒川　司 ｱﾗｶﾜ　ﾂｶｻ
6 3-4年 45 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 伊藤 桃奈 ｲﾄｳ ﾓﾓﾅ
7 3-4年 46 横浜本牧ﾚｰｼﾝｸﾞ@OCF 小野　宣長 ｵﾉ ﾉﾘﾅｶﾞ
8 3-4年 47 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 鈴木 哲平 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ
9 3-4年 48 Team.S･H 引地　祥太 ﾋｷﾁ ｼｮｳﾀ

10 3-4年 49 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 長島 甲平 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ
11 3-4年 50 RinRinRacing 山本　湊一郎 ﾔﾏﾓﾄ　ｿｳｲﾁﾛｳ
12 3-4年 51 Cycle DNA 新治　慶 ﾆｲﾊﾘ　ｷｮｳ
13 3-4年 52 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 佐竹 清亮 ｻﾀｹ ｷｮｳｽｹ
14 3-4年 53 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 倉田 遼平 ｸﾗﾀ ﾘｮｳﾍｲ
15 3-4年 54 ﾐｽﾄﾗﾙ ｽﾎﾟｰﾂ学校 斉藤　隼平 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ
16 3-4年 55 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 柴田 凜太郎 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ
17 3-4年 56 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 渡辺 滉士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼ
18 3-4年 57 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ｼﾞｪｲｿｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ｼﾞｪｲｿﾝ
19 3-4年 58 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 柴田 龍 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳ
20 3-4年 59 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉 優樹 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｷ
21 3-4年 60 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 石丸 悠翔 ｲｼﾏﾙ ﾕｳﾄ
22 3-4年 61 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 横井 大五郎 ﾖｺｲ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ
23 3-4年 62 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 阿比留 孝樹 ｱﾋﾞﾙ ｺｳｷ
24 3-4年 63 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 森田 研吾 ﾓﾘﾀ ｹﾝｺﾞ
25 3-4年 64 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 村中 京平 ﾑﾗﾅｶ ｷｮｳﾍｲ
26 3-4年 65 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 柳 菜々見 ﾔﾅｷﾞ ﾅﾅﾐ
27 3-4年 66 ｺｰﾌﾟ野村梅島 西村　天 ﾆｼﾑﾗ ｿﾗ
28 3-4年 67 BULLDOG M.S. 齋藤　令 ｻｲﾄｳ　ﾚｲ
29 3-4年 68 BULLDOG M.S. 梶　博道 ｶｼﾞ　ﾋﾛﾐﾁ
30 3-4年 69 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 石川 太郎 ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ
31 3-4年 70 高舘　友杜 ﾀｶﾀﾞﾃ　ﾕｳﾄ
32 3-4年 71 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 渡邊　京 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾐﾔｺ
33 3-4年 72 BULLDOG M.S. 木村　剛士 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ
34 3-4年 73 MGS 小林　采舞希 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄﾌﾞｷ
35 3-4年 74 上田　優紀 ｳｴﾀﾞ　ﾕｳｷ

1 5-6年 75 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 高橋 翔 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ
2 5-6年 76 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 嶋﨑 亮我 ｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｶﾞ
3 5-6年 77 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 佐藤 勇太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ
4 5-6年 78 淵本　俊輔 ﾌﾁﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ
5 5-6年 79 保田　莉央 ﾔｽﾀﾞ ﾘｵ
6 5-6年 80 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 蕨 雄之進 ﾜﾗﾋﾞ ﾕｳﾉｼﾝ
7 5-6年 81 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 長島 梨邑 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｵ
8 5-6年 82 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾙｰｸ ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾙｰｸ
9 5-6年 83 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 赤荻 亘紀 ｱｶｵｷﾞ ｺｳｷ

10 5-6年 84 BULLDOG M.S. 梶　友里愛 ｶｼﾞ　ﾕﾘｱ
11 5-6年 85 花井　智行 ﾊﾅｲ ﾄﾓﾕｷ
12 5-6年 86 Ms 宮澤　斗唯 ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾄｳｲ
13 5-6年 87 ﾌﾞﾘｯﾂｪﾝ　ｽﾃﾗ 舟迫　颯 ﾌﾅﾊﾞｻﾏ ﾊﾔﾃ



14 5-6年 88 ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾊﾟｯｸ 大塚　琉生 ｵｵﾂｶ　ﾘｭｳｾｲ

1 おとな 102 亀の子束子ｻｲｸﾘﾝｸﾞ 鈴木　昭宏 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ
2 おとな 103 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾎﾟｰﾙ ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾎﾟｰﾙ
3 おとな 104 渡邊　昌良 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏｻﾖｼ
4 おとな 115 ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾊﾟｯｸ 寺田　雅樹 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻｷ
5 おとな 105 内藤ｻｲｸﾙ 石田　雅典 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ
6 おとな 106 花井　崇行 ﾊﾅｲ ﾀｶﾕｷ
7 おとな 101 ｶﾞｿﾘﾝｱﾚｲ 屋　英樹 ｵｸ　ﾋﾃﾞｷ
8 おとな 107 ﾁｬﾘ族 煙石　隼也 ｴﾝｾｷ　ﾄｼﾔ
9 おとな 108 TEAM SOMETIMES 浅野　輝 ｱｻﾉ ﾃﾙ

10 おとな 109 TORQUE/NOZAC 山田　豪 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾞｳ
11 おとな 110 正則高等学校 大城　奨 ｵｵｼﾛ ｼｮｳ
12 おとな 111 正則高等学校 斉川　彪樹 ｻｲｶﾜ　ﾋｮｳｷ
13 おとな 112 正則高等学校 笠倉　知弥 ｶｻｸﾗ　ﾄﾓﾔ
14 おとな 113 BULLDOG M.S. 木村　敦子 ｷﾑﾗ ｱﾂｺ
15 おとな 114 Rustic428&K-8 大澤　誠人 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾄ

1 お弁当 x2 yukey's 鹿島　正基 ｶｼﾏ　ﾏｻｷ
2 お弁当 x3 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 渡邊　祥太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
3 お弁当 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 渡邊　麗 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾚｲ
4 お弁当 高橋　涼介 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ
5 お弁当 x3 ｱﾐｰｺﾞ 高橋　涼介 ﾀｶﾊｼ　ﾘｮｳｽｹ



■第2ライダ 　ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 ■第3ライダ 　ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 コメント メモ

　 ｸ



齋藤　貞昭ｻｲﾄｳ　ｻﾀﾞｱｷ
新田　皓将ﾆｯﾀ　ｺｳｽｹ
笠倉　知弥ｶｻｸﾗ　ﾄﾓﾔ
米倉　隆太ﾖﾈｸﾗ　ﾘｭｳﾀﾛｳ

永盛　由恵ﾅｶﾞﾓﾘ　ﾕｷｴ
佐竹 智恵 ｻﾀｹ ﾁｴｺ
佐藤　潤一ｻﾄｳ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 笹原　悌也ｻｻﾊﾗ　ﾄﾓﾔ
松本　淳 ﾏﾂﾓﾄ　ｼﾞｭﾝ
土橋　俊介ﾄﾞﾊﾞｼ　ｼｭﾝｽｹ
森下　玲保ﾓﾘｼﾀ　ﾚｵ
鈴木　祐一ｽｽﾞｷ　ﾕｳｲﾁ

荒川　司 ｱﾗｶﾜ　ﾂｶｻ 荒川　夏 ｱﾗｶﾜ　ﾅﾂ
山本　学 ﾔﾏﾓﾄ　ﾏﾅﾌﾞ
山下　逞翔ﾔﾏｼﾀ　ﾀｸﾄ
蕨 修之輔 ﾜﾗﾋﾞ ｼｭｳﾉｽｹ
新治　正明ﾆｲﾊﾘ　ﾏｻｱｷ
柳 裕樹 ﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｷ 柳 仙林 ﾔﾅｷﾞ ﾉﾘﾐ
佐藤 高弘 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ
横田 知彦 ﾖｺﾀ ﾄﾓﾋｺ
高舘　友杜ﾀｶﾀﾞﾃ　ﾕｳﾄ
渡邊　京 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾐﾔｺ
宮澤　達也ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾀﾂﾔ
横川　渉 ﾖｺｶﾜ　ｱﾕﾑ
高橋　千恵ﾀｶﾊｼ　ﾁｴﾐ 高橋　正典ﾀｶﾊｼ　ﾏｻﾉﾘ
淺原　修 ｱｻﾊﾗ　ｵｻﾑ 淺原　麻衣ｱｻﾊﾗ　ﾏｲｺ

梶　博道 ｶｼﾞ ﾋﾛﾐﾁ 梶　友里愛ｶｼﾞ ﾕﾘｱ
横井 大五 ﾖｺｲ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 柴田 龍 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳ
倉田 陽菜 ｸﾗﾀ ﾊﾙﾅ
長島 甲平 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ
赤荻 亘紀 ｱｶｵｷﾞ ｺｳｷ
村中 京平 ﾑﾗﾅｶ ｷｮｳﾍｲ



仁宮　梨宝ﾆﾐﾔ　ﾘﾎ 女

鈴木　祐一ｽｽﾞｷ　ﾕｳｲ男
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