
↓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

1 ソロ 51 高橋　翔 ﾀｶﾊｼ　ｼｮｳ
2 ソロ 52 Rustic428&K-8 大澤　和男 ｵｵｻﾜ　ｶｽﾞｵ
3 ソロ 53 Team VAPOR 江越　岳也 ｴｺﾞｼ　ｶﾞｸﾔ
4 ソロ 54 内藤ｻｲｸﾙ 石田　雅典 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ
5 ソロ 55 ROCK SKULL 山口　公一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ
6 ソロ 56 VERTEX 垣内　優希 ｶｷｳﾁ　ﾕｳｷ
7 ソロ 57 Love the Ride! 高橋　克彦 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾋｺ
8 ソロ 58 VERTEX 龍野　旭飛 ﾀﾂﾉ　ｱｻﾋ
9 ソロ 59 Team Vapor 江越　和也 ｴｺﾞｼ ｶｽﾞﾔ

10 ソロ 60 BULLDOG M.S. 斉藤　貞昭 ｻｲﾄｳ ｻﾀﾞｱｷ
11 ソロ 61 BRIDGE BIKE PRODUCTS 安田　昌泰 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
12 ソロ 62 イオンバイクジュニアアカデミー ギルズナン　ポｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾎﾟｰ
13 ソロ 63 Teamおさだゆい 植山　雅俊 ｳｴﾔﾏ ﾏｻﾄｼ
14 ソロ 64 内藤ｻｲｸﾙ 岩崎　誉至郎 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾛｳ
15 ソロ 65 ﾁｰﾑ　ｻｰﾃｨﾜﾝ 菅谷　芳功 ｽｶﾞﾔ　ﾖｼﾉﾘ
16 ソロ 66 細谷　克己 ﾎｿﾔ　ｶﾂﾐ
17 ソロ 67 MGS 小林　幹昇 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾓﾄﾉ
18 ソロ 68 志田　尊俊 ｼﾀﾞ　ﾀｶﾄｼ
19 ソロ 69 内藤ｻｲｸﾙ 内藤　博 ﾅｲﾄｳ　ﾋﾛｼ
20 ソロ 70 ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ宮野木店 斎藤　秀章 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ
21 ソロ 71 中山　和久 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ
22 ソロ 72 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
23 ソロ 73 輪工房 和田　雅仁 ﾜﾀﾞ　ﾏｻﾋﾄ
24 ソロ 74 mkg 石原　隆広 ｲｼﾊﾗ　ﾀｶﾋﾛ
25 ソロ 75 やまねこ 森田　浩元 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾓﾄ
26 ソロ 76 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
27 ソロ 77 鈴木　宏 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ
28 ソロ 78 RinRinRacing 山本　学 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ
29 ソロ 79 輪工房 野口　勉 ﾉｸﾞﾁ　ﾂﾄﾑ
30 ソロ 80 TEAM AGRI withAST 小久保　登志貴ｺｸﾎﾞ ﾄｼｷ
31 ソロ 81 伊勢田　亨 ｲｾﾀﾞ　ｱｷﾗ
32 ソロ 82 輪工房 住　真佐人 ｽﾐ　ﾏｻﾄ
33 ソロ 83 鈴木　祐一 ｽｽﾞｷﾕｳｲﾁ
34 ソロ 84 土気AC 永井　条治 ﾅｶﾞｲ 条治
35 ソロ 85 BULLDOG M.S. 前田　孝昭 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｱｷ
36 ソロ 86 over rev 所沢 鈴木　亘 ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ
37 ソロ 87 TEAM　KAM 小林　純也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ
38 ソロ 88 高橋　大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ
39 ソロ 89 志田　雅之 ｼﾀﾞ　ﾏｻﾕｷ
40 ソロ 90 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝﾍﾟｿしかないよ 岡田　紀彦 ｵｶﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ
41 ソロ 91 ﾌﾞﾘｯｼﾞﾊﾞｲｸﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 中嶋　保孝 ﾅｶｼﾞﾏ　ﾔｽﾀ

1 オープン 41 mkg 石原　隆広 ｲｼﾊﾗ　ﾀｶﾋﾛ
2 オープン 42 イオンバイクジュニアアカデミー ギルズナン　ゆｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾕｳ
3 オープン 43 イオンバイクジュニアアカデミー 渡辺　大晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ
4 オープン 44 kawasaki1 川崎　吉樹 ｶﾜｻｷ　ﾖｼｷ
5 オープン 45 ｶﾜｻｷ2 川崎　雅美 ｶﾜｻｷ　ﾏｻﾐ
6 オープン 46 Team M&M withまめちょこ 鹿嶌　正基 ｶｼﾏ　ﾏｻｷ
7 オープン 47 ﾁｰﾑ　ｻｰﾃｨﾜﾝ 永盛　由恵 ﾅｶﾞﾓﾘ　ﾕｷｴ

1 キッズイン 51 イオンバイクジュニアアカデミー ギルズナン　ポｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾎﾟ
2 キッズイン 52 イオンバイクジュニアアカデミー 柳　菜々見 ﾔﾅｷﾞ ﾅﾅﾐ
3 キッズイン 54 MGS 小林　采舞希 ｺﾊﾞﾔｼ　ｺﾄﾌ
4 キッズイン 55 ｳｻｷﾞとｶﾒ 伊勢田　朱生 ｲｾﾀﾞ　ｼｭｳﾏ
5 キッズイン 56 イオンバイクジュニアアカデミー 梁川　陽 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ
6 キッズイン 57 イオンバイクジュニアアカデミー 平光　樟太 ﾋﾗｺｳ ｼｮｳﾀ



7 キッズイン 58 イオンバイクジュニアアカデミー 熊谷　匡織 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｵﾘ
8 キッズイン 59 ﾁｰﾑ･ﾏｻﾕｷ 村石　雅明 ﾑﾗｲｼ　ﾏｻｱ
9 キッズイン 60 ｱﾗﾘﾊﾞｰ 荒川　寛 ｱﾗｶﾜ　ﾋﾛｼ

10 キッズイン 61 M's 宮澤　達也 ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾀﾂﾔ
11 キッズイン 62 吉川　世名 ﾖｼｶﾜ　ｾﾅ

1 キッズソロ 1 イオンバイクジュニアレーシング 垣原　弘明 ｶｷﾊﾗ ﾋﾛｱｷ
2 キッズソロ 2 RinRinRacing 飯塚　嵐 ｲｲﾂﾞｶ ﾗﾝ
3 キッズソロ 3 イオンバイクジュニアレーシング 中仙道　侑毅 ﾅｶｾﾝﾄﾞｳ ﾕｳ
4 キッズソロ 4 イオンバイクジュニアレーシング 松田　優太朗 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ
5 キッズソロ 5 西村　智輝 ﾆｼﾑﾗ　ﾄﾓｷ
6 キッズソロ 6 イオンバイクジュニアレーシング 千葉　優樹 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｷ
7 キッズソロ 7 HEART VIEW capri 中路　新大 ﾅｶｼﾞ ｱﾗﾀ
8 キッズソロ 8 引地　祥太 ﾋｷﾁ ｼｮｳﾀ
9 キッズソロ 9 RinRinRacing 新治　慶 ﾆｲﾊﾘ ｷｮｳ

10 キッズソロ 10 イオンバイクジュニアレーシング 石川　太郎 ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ
11 キッズソロ 11 RinRinRacing 郷津　輝 ｺﾞｳﾂﾞ ﾋｶﾙ
12 キッズソロ 12 RinRinRacing 鈴木　陽斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ
13 キッズソロ 13 イオンバイクジュニアアカデミー 石川　竜大 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾀ
14 キッズソロ 14 イオンバイクジュニアアカデミー 赤岩　新太郎 ｱｶｲﾜ ｼﾝﾀﾛ
15 キッズソロ 15 イオンバイクジュニアアカデミー 久保木　勇太 ｸﾎﾞｷ ﾕｳﾀ
16 キッズソロ 16 FLYERS 山下　逞翔 ﾔﾏｼﾀ　ﾀｸﾄ
17 キッズソロ 17 伊勢田　宇未 ｲｾﾀﾞ ｳﾐ

1 キッズオンリー 21 BULLDOG M.S. 齋藤　令 ｻｲﾄｳ　ﾚｲ
2 キッズオンリー 22 イオンバイクジュニアアカデミー ギルズナン　ルｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾙｰ
3 キッズオンリー 23 イオンバイクジュニアアカデミー 柴田　龍 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳ
4 キッズオンリー 24 イオンバイクジュニアレーシング 長島　梨邑 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｵ
5 キッズオンリー 25 イオンバイクジュニアアカデミー 横田　壮一郎 ﾖｺﾀ ｿｳｲﾁﾛ
6 キッズオンリー 26 イオンバイクジュニアアカデミー 柴田　凜太郎 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ
7 キッズオンリー 27 イオンバイクジュニアアカデミー 鈴木　哲平 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ
8 キッズオンリー 28 over rev 所沢 鈴木　司 ｽｽﾞｷ　ﾂｶｻ
9 キッズオンリー 29 MGS 山田　晟雄 ﾔﾏﾀﾞ　ｾｵ

1 おとな 141 高橋　翔 ﾀｶﾊｼ　ｼｮｳ
2 おとな 142 TEAM AGRI withAST 小久保　登志貴ｺｸﾎﾞ ﾄｼｷ
3 おとな 143 イオンバイクジュニアアカデミー 平光　竜志 ﾋﾗｺｳ ﾘｭｳｼ
4 おとな 144 Team  VAPOR 江越　未稀 ｴｺﾞｼ ﾐｷ
5 おとな 145 HEART VIEW capri 中路　崇史 ﾅｶｼﾞ　ﾀｶｼ

1 小学5､6年生 81 イオンバイクジュニアレーシング 赤荻　亘紀 ｱｶｵｷﾞ ｺｳｷ
2 小学5､6年生 82 イオンバイクジュニアレーシング 長島　梨邑 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｵ
3 小学5､6年生 83 BULLDOG M.S. 梶　友里愛 ｶｼﾞ　ﾕﾘｱ
4 小学5､6年生 84 M's 宮澤　斗唯 ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾄｳｲ
5 小学5､6年生 85 HEART VIEW capri 中路　新大 ﾅｶｼﾞ ｱﾗﾀ
6 小学5､6年生 86 CycleDNA 室伏　碧透 ﾑﾛﾌｼ ｱｵﾄ
7 小学5､6年生 87 イオンバイクジュニアアカデミー ギルズナン　ルｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾙｰ
8 小学5､6年生 88 RinRinRacing 飯塚　嵐 ｲｲﾂﾞｶ ﾗﾝ
9 小学5､6年生 89 イオンバイクジュニアレーシング 垣原　弘明 ｶｷﾊﾗ ﾋﾛｱｷ

10 小学5､6年生 90 RinRinRacing 新治　慶 ﾆｲﾊﾘ ｷｮｳ
11 小学5､6年生 91 ｱﾗﾘﾊﾞｰ 荒川　司 ｱﾗｶﾜ　ﾂｶｻ
12 小学5､6年生 92 イオンバイクジュニアアカデミー 横井　大五郎 ﾖｺｲ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ
13 小学5､6年生 93 イオンバイクジュニアレーシング 倉田　遼平 ｸﾗﾀ ﾘｮｳﾍｲ
14 小学5､6年生 94 イオンバイクジュニアレーシング 石川　太郎 ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ
15 小学5､6年生 95 山本　湊一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳｲﾁ
16 小学5､6年生 96 鶴岡　建恒 ﾂﾙｵｶ　ｹﾝｺｳ
17 小学5､6年生 97 イオンバイクジュニアアカデミー 阿比留　孝樹 ｱﾋﾞﾙ ｺｳｷ
18 小学5､6年生 98 伊勢田　宇未 ｲｾﾀﾞ ｳﾐ
19 小学5､6年生 99 MGS 山田　晟雄 ﾔﾏﾀﾞ　ｾｵ



1 小学3､4年生 51 イオンバイクジュニアレーシング 中仙道　侑毅 ﾅｶｾﾝﾄﾞｳ ﾕｳ
2 小学3､4年生 52 イオンバイクジュニアレーシング 松田　優太朗 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ
3 小学3､4年生 53 イオンバイクジュニアアカデミー 鈴木　哲平 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ
4 小学3､4年生 54 BULLDOG M.S. 梶　博道 ｶｼﾞ　ﾋﾛﾐﾁ
5 小学3､4年生 55 イオンバイクジュニアレーシング 千葉　優樹 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｷ
6 小学3､4年生 56 イオンバイクジュニアアカデミー 長島　甲平 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ
7 小学3､4年生 57 イオンバイクジュニアアカデミー 柴田　凜太郎 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ
8 小学3､4年生 58 RinRinRacing 鈴木　陽斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ
9 小学3､4年生 59 イオンバイクジュニアアカデミー 柴田　龍 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳ

10 小学3､4年生 60 イオンバイクジュニアレーシング 渡辺　滉士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼ
11 小学3､4年生 61 BULLDOG M.S. 齋藤　令 ｻｲﾄｳ　ﾚｲ
12 小学3､4年生 62 MGS 小林　采舞希 ｺﾊﾞﾔｼ　ｺﾄﾌﾞ
13 小学3､4年生 63 イオンバイクジュニアアカデミー ギルズナン　ジｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ｼﾞｪ
14 小学3､4年生 64 イオンバイクジュニアアカデミー 柳　菜々見 ﾔﾅｷﾞ ﾅﾅﾐ
15 小学3､4年生 65 イオンバイクジュニアアカデミー 村中　京平 ﾑﾗﾅｶ ｷｮｳﾍ
16 小学3､4年生 66 西村　智輝 ﾆｼﾑﾗ　ﾄﾓｷ
17 小学3､4年生 67 team 816 平　八之丞 ﾀｲﾗ　ﾊﾁﾉｼﾞｮ
18 小学3､4年生 68 FLYERS 山下　逞翔 ﾔﾏｼﾀ　ﾀｸﾄ
19 小学3､4年生 69 イオンバイクジュニアアカデミー 土田　智也 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ
20 小学3､4年生 70 イオンバイクジュニアレーシング 倉田　陽菜 ｸﾗﾀ ﾊﾙﾅ
21 小学3､4年生 71 ｱﾗﾘﾊﾞｰ 荒川　夏 ｱﾗｶﾜ　ﾅﾂ
22 小学3､4年生 72 イオンバイクジュニアアカデミー 岸川　瑶 ｷｼｶﾜ ﾖｳ
23 小学3､4年生 73 イオンバイクジュニアアカデミー ギルズナン　実ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾐﾘ
24 小学3､4年生 74 横山　陽葵 ﾖｺﾔﾏ　ﾋﾏﾘ
25 小学3､4年生 75 紺野　祐玄 ｺﾝﾉ ﾕｳｹﾞﾝ
26 小学3､4年生 76 ｳｻｷﾞとｶﾒ 伊勢田　朱生 ｲｾﾀﾞ　ｼｭｳﾏ
27 小学3､4年生 77 MGS 山田　都琶 ﾔﾏﾀﾞ　ﾄﾜ
28 小学3､4年生 78 ゆありなﾜｰｸｽ 森田　莉央 ﾓﾘﾀ ﾘｵ

1 小学1､2年生 31 KVR 小川　晃誠 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ
2 小学1､2年生 32 イオンバイクジュニアアカデミー 横田　壮一郎 ﾖｺﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ
3 小学1､2年生 33 RinRinRacing 郷津　輝 ｺﾞｳﾂﾞ ﾋｶﾙ
4 小学1､2年生 34 武藤　光希 ﾑﾄｳ ﾐﾂｷ
5 小学1､2年生 35 イオンバイクジュニアアカデミー 石川　竜大 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾀ
6 小学1､2年生 36 片岡　篤志 ｶﾀｵｶ　ｱﾂｼ
7 小学1､2年生 37 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
8 小学1､2年生 38 大井松田ｶｰﾄﾗﾝﾄﾞ自転車部 木村　奏美 ｷﾑﾗ　ｶﾅﾐ
9 小学1､2年生 39 吉川　世名 ﾖｼｶﾜ　ｾﾅ

10 小学1､2年生 40 イオンバイクジュニアアカデミー 平光　樟太 ﾋﾗｺｳ ｼｮｳﾀ
11 小学1､2年生 41 イオンバイクジュニアアカデミー 久保木　勇太 ｸﾎﾞｷ ﾕｳﾀ
12 小学1､2年生 42 イオンバイクジュニアアカデミー 村中　紗英 ﾑﾗﾅｶ ｻｴ
13 小学1､2年生 43 Team Shark 岩成　俊 ｲﾜﾅﾘ　ｼｭﾝ
14 小学1､2年生 44 over rev 所沢 鈴木　司 ｽｽﾞｷ　ﾂｶｻ
15 小学1､2年生 45 over rev 所沢 瀧本　大地 ﾀｷﾓﾄ　ﾀﾞｲﾁ
16 小学1､2年生 46 伊藤　瑠馬 ｲﾄｳ　ﾙﾏ
17 小学1､2年生 47 Love the Ride! 高橋　京平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍ
18 小学1､2年生 48 中島　優誠 ﾅｶｼﾞﾏ　ﾕｳｾ

1 補助輪なし 11 team816 平　一ﾉ介 ﾀｲﾗ　ｲﾁﾉｽｹ
2 補助輪なし 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
3 補助輪なし 13 ﾁｬｯﾌﾟ 北嶋　奏介 ｷﾀｼﾞﾏ　ｿｳｽ
4 補助輪なし 14 blue heyhoo 勝嶋　亮介 ｶﾂｼﾏ　ﾘｮｳｽ
5 補助輪なし 15 西村　結都 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ
6 補助輪なし 16 team816 平　六之助 ﾀｲﾗ　ﾛｸﾉｽｹ
7 補助輪なし 17 みく選手 井上　美空 ｲﾉｳｴ　ﾐｸ
8 補助輪なし 18 竹腰　大輝 ﾀｹｺｼ　ﾀﾞｲｷ
9 補助輪なし 20 Team  VAPOR 江越　龍也 ｴｺﾞｼ　ﾀﾂﾔ

10 補助輪なし 21 高橋　健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ



11 補助輪なし 22 M's 宮澤　映斗 ﾐﾔｻﾞﾜ　ｴｲﾄ

1 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ 161 赤岩　兼新 ｱｶｲﾜ ｹﾝｼﾝ
2 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ 162 山下　沙梛 ﾔﾏｼﾀ ｻﾅ
3 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ 163 竹腰　昇矢 ﾀｹｺｼ　ｼｮｳﾔ
4 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ 164 イオンバイクジュニアアカデミー 松田　晃太朗 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
5 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ 165 イオンバイクジュニアアカデミー 平光　諒太 ﾋﾗｺｳ ﾘｮｳﾀ
6 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ 166 イオンバイクジュニアアカデミー 平良　ゆりな ﾀｲﾗ ﾕﾘﾅ
7 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ 167 over rev 所沢 鈴木　隼 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ
8 ﾃﾞｨｰﾊﾞｲｸ 168 和井田　真弘 ﾜｲﾀﾞ　ﾏﾋﾛ

1 ビギナーズパック 181 紺野　祐玄 ｺﾝﾉ ﾕｳｹﾞﾝ
2 ビギナーズパック 182 片岡　篤志 ｶﾀｵｶ　ｱﾂｼ
3 ビギナーズパック 183 MGS 小林　采舞希 ｺﾊﾞﾔｼ　ｺﾄﾌﾞ
4 ビギナーズパック 184 Team Shark 岩成　俊 ｲﾜﾅﾘ　ｼｭﾝ
5 ビギナーズパック 185 伊藤　瑠馬 ｲﾄｳ　ﾙﾏ
6 ビギナーズパック 186 MGS 山田　晟雄 ﾔﾏﾀﾞ　ｾｵ

1 お弁当 みく選手 井上　美空 ｲﾉｳｴ　ﾐｸ
2 お弁当 x2 mkg 石原　隆広 ｲｼﾊﾗ　ﾀｶﾋﾛ



■第2ライダ 　ﾌﾘｶﾞﾅ ■第3ライダ 　ﾌﾘｶﾞﾅ コメント メモ

　 ｵ

 ﾁ
　 ｷ

 ｷ

 ｰﾙ
 ｼ
 ｳ

　

　 ﾘ

 ｷ
 ｻ

　 ﾛ

 

 ﾔ
 ｹ

　 ﾀｶ

和田　雅仁ﾜﾀﾞ　ﾏｻﾋﾄ
プライアー　ﾌﾟﾗｲｱｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ
渡辺　敏洋ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ
川崎　正太ｶﾜｻｷ　ｼｮｳﾀﾛｳ
川崎　楓 ｶﾜｻｷ　ｶｴﾃﾞ
松田　稔 ﾏﾂﾀﾞ　ﾐﾉﾙ
菅谷　芳功ｽｶﾞﾔ　ﾖｼﾉﾘ

ギルズナン　ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾐﾘｱ
柳　裕樹 ﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｷ 柳　仙林 ﾔﾅｷﾞ　ﾉﾘﾐ
小林　幹昇ｺﾊﾞﾔｼ　ﾓﾄﾉﾘ
伊勢田　香ｲｾﾀﾞ　ｶｽﾐ
梁川　究 ﾔﾅｶﾞﾜ ｷﾜﾑ
平光　竜志ﾋﾗｺｳ ﾘｭｳｼ



熊谷　優花ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾊﾅ
村石　幸斗ﾑﾗｲｼ　ﾕｷﾄ
荒川　司 ｱﾗｶﾜ　ﾂｶｻ荒川　夏 ｱﾗｶﾜ　ﾅﾂ
宮澤　斗唯ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾄｳｲ
吉川　健太ﾖｼｶﾜ　ｹﾝﾀ

 ｷ

 ｳｷ
 ｳ

 ｳ

梶　友里愛ｶｼﾞ　ﾕﾘｱ 梶　博道 ｶｼﾞ　ﾋﾛﾐﾁ
ギルズナン　ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ｼﾞｪｲｿﾝ
横井　大五ﾖｺｲ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ
赤荻　亘紀ｱｶｵｷﾞ ｺｳｷ
土田　智也ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ
村中　京平ﾑﾗﾅｶ ｷｮｳﾍｲ
長島　甲平ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ
瀧本　大地ﾀｷﾓﾄ　ﾀﾞｲﾁ
山田　都琶ﾔﾏﾀﾞ　ﾄﾜ
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 ﾝ 96

　 ﾔ 90
 ｳ

　 ﾞｷ

山田　都琶ﾔﾏﾀﾞ　ﾄﾜ

　 ﾛ
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