
競技 Bib チーム名 ■第1ライダー　氏名ﾌﾘｶﾞﾅ

1 ソロ 1 cycleclub3UP. 高橋　翔 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ

2 ソロ 2 ROCK SKULL 山口　公一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ

3 ソロ 3 BULLDOG M.S. 斉藤　貞昭 ｻｲﾄｳ ｻﾀﾞｱｷ

4 ソロ 4 The Iseda family 伊勢田　亨 ｲｾﾀﾞ ｱｷﾗ

5 ソロ 5 RinRinRacing 飯塚　亘 ｲｲﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ

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 本宿　霧郎 ﾎﾝｼｭｸ ｷﾘﾛｳ

8 ソロ 8 輪工房 中山　和久 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ

9 ソロ 9 内藤ｻｲｸﾙ 岩崎　誉至郎 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾛｳ

10 ソロ 10 Teamおさだゆい 植山　雅俊 ｳｴﾔﾏ ﾏｻﾄｼ

11 ソロ 11 石原　隆広 ｲｼﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

12 ソロ 12 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 平光　竜志 ﾋﾗｺｳ ﾘｭｳｼﾞ

13 ソロ 13 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 鈴木　亘 ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ

14 ソロ 14 BULLDOG M.S. 前田　孝昭 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｱｷ

15 ソロ 15 輪工房 和田　雅仁 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ

16 ソロ 16 ｲﾅｰﾒ信濃山形 永野　昇海 ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾐ

17 ソロ 17 ｱﾗﾘﾊﾞｰ 荒川　光 ｱﾗｶﾜ ﾋｶﾙ

18 ソロ 18 千葉OLK 長友　武司 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾀｹｼ

19 ソロ 19 志田　尊俊 ｼﾀﾞ ﾀｶﾄｼ

20 ソロ 20 K-factory 小林　幹昇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾉﾘ

21 ソロ 21 CycleDNA 藤本　怜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲ

22 ソロ 22 内藤ｻｲｸﾙ 内藤　博 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｼ

23 ソロ 23 RinRinRacing 新治　正明 ﾆｲﾊﾘ ﾏｻｱｷ

1 ペア 30 Team輝 中嶋　保孝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾀｶ

1 キッズソロ 1 RinRinRacing 飯塚　嵐 ｲｲﾂﾞｶ ﾗﾝ

2 キッズソロ 2 RinRinRacing 新治　慶 ﾆｲﾊﾘ ｷｮｳ

3 キッズソロ 3 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 千葉　優樹 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｷ

4 キッズソロ 4 引地　祥太 ﾋｷﾁ ｼｮｳﾀ

5 キッズソロ 5 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

6 キッズソロ 6 西村　智輝 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｷ

7 キッズソロ 7 RinRinRacing 郷津　輝 ｺﾞｳﾂﾞ ﾋｶﾙ

8 キッズソロ 8 The Iseda family 伊勢田　朱生 ｲｾﾀﾞ ｼｭｳﾏ

9 キッズソロ 9 The Iseda family 伊勢田　宇未 ｲｾﾀﾞ ｳﾐ

10 キッズソロ 10 ﾁｰﾑﾀﾞｲﾅｿｰ 山崎　龍 ﾔﾏｻｷ ﾘｭｳ

11 キッズソロ 11 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 石川　竜大 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾀ

12 キッズソロ 12 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

13 キッズソロ 13 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 キッズソロ 14 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 渡辺　滉士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼ

15 キッズソロ 15 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

16 キッズソロ 16 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 石川　太郎 ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ

17 キッズソロ 17 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 萩　健一郎 ﾊｷﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ



18 キッズソロ 18 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 金原　悠眞 ｶﾈﾊﾗ ﾊﾙﾏ

19 キッズソロ 19 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 平光　樟太 ﾋﾗｺｳ ｼｮｳﾀ

20 キッズソロ 20 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 久保木　勇太 ｸﾎﾞｷ ﾕｳﾀ

21 キッズソロ 21 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

22 キッズソロ 22 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 事代堂　志門 ｺﾄｼﾛﾄﾞｳ ｼﾓﾝ

23 キッズソロ 23 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 赤岩　新太郎 ｱｶｲﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

24 キッズソロ 24 K-factory 小林　采舞希 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄﾌﾞｷ

1 キッズオンリー(2) 31 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

2 キッズオンリー(2) 32 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 鈴木　哲平 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ

3 キッズオンリー(2) 33 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 鈴木　司 ｽｽﾞｷ ﾂｶｻ

4 キッズオンリー(2) 34 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

5 キッズオンリー(2) 35 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 オープン(2) 41 The Iseda family 伊勢田　香澄 ｲｾﾀﾞ ｶｽﾐ

2 オープン(2) 42 team m&m withぽてちょこ 鹿嶌　正基 ｶｼﾏ ﾏｻｷ

3 オープン 43 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 赤荻　亘紀 ｱｶｵｷﾞ ｺｳｷ

4 オープン 44 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 長島　梨邑 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｵ

5 オープン(2) 45 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

6 オープン(2) 46 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 渡辺　敏洋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ

7 オープン 47 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 事代堂　高敏 ｺﾄｼﾛﾄﾞｳ ﾀｶﾄｼ

8 オープン(2) 48 丸太小屋 川崎　吉樹 ｶﾜｻｷ ﾖｼｷ

9 オープン(2) 49 やつ食堂 川崎　雅美 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾐ

10 オープン(B2) 50 neo Y&Y 松林　由乃 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ

1 キッズイン(2) 51 FLYERS 山下　静磨 ﾔﾏｼﾀ ｼｽﾞﾏ

2 キッズイン(2) 52 TEAM CALF 石永　孝士 ｲｼﾅｶﾞ ﾀｶｼ

3 キッズイン(2) 53 ﾁｰﾑﾀﾞｲﾅｿｰ 高橋　京平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ

4 キッズイン(2) 54 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 藤田　彩葉 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔﾊ

5 キッズイン(2) 55 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 村松　賢 ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝ

6 キッズイン(2) 56 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 梁川　陽 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ

7 キッズイン(2) 57 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

8 キッズイン(2) 58 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 渡辺　大五郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ

9 キッズイン(3) 59 BULLDOG M.S. 梶　友里愛 ｶｼﾞ ﾕﾘｱ

10 キッズイン(2) 60 Team けんのすけ 高橋　大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ

11 キッズイン(2) 61 ｱﾗﾘﾊﾞｰ 荒川　寛 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｼ

12 キッズイン(B2) 62 SHISHIANA-RIDERS 伊藤　司 ｲﾄｳ ﾂｶｻ

1 おとな 101 cycleclub3UP. 高橋　翔 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ

2 おとな 102 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 平光　竜志 ﾋﾗｺｳ ﾘｭｳｼﾞ

3 おとな 103 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 赤荻　亘紀 ｱｶｵｷﾞ ｺｳｷ

4 おとな 104 The Iseda family 伊勢田　亨 ｲｾﾀﾞ ｱｷﾗ

5 おとな 105 ｲﾅｰﾒ信濃山形 永野　昇海 ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾐ



1 小学5､6年生 81 RinRinRacing 飯塚　嵐 ｲｲﾂﾞｶ ﾗﾝ

2 小学5､6年生 82 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 石川　太郎 ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ

3 小学5､6年生 83 RinRinRacing 新治　慶 ﾆｲﾊﾘ ｷｮｳ

4 小学5､6年生 84 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

5 小学5､6年生 85 BULLDOG M.S. 梶　博道 ｶｼﾞ ﾋﾛﾐﾁ

6 小学5､6年生 86 The Iseda family 伊勢田　宇未 ｲｾﾀﾞ ｳﾐ

7 小学5､6年生 87 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

8 小学5､6年生 88 引地　祥太 ﾋｷﾁ ｼｮｳﾀ

9 小学5､6年生 89 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

10 小学5､6年生 90 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 梁川　陽 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ

11 小学5､6年生 91 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

12 小学5､6年生 92 BULLDOG M.S. 齋藤　令 ｻｲﾄｳ ﾚｲ

13 小学5､6年生 93 ｱﾗﾘﾊﾞｰ 荒川　司 ｱﾗｶﾜ ﾂｶｻ

14 小学5､6年生 94 K-factory 小林　采舞希 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄﾌﾞｷ

1 小学3､4年生 51 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

2 小学3､4年生 52 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

3 小学3､4年生 53 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 長島　甲平 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ

4 小学3､4年生 54 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 千葉　優樹 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｷ

5 小学3､4年生 55 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

6 小学3､4年生 56 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 鈴木　哲平 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ

7 小学3､4年生 57 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 渡辺　滉士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼ

8 小学3､4年生 58 FLYERS 山下　逞翔 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾄ

9 小学3､4年生 59 RinRinRacing 郷津　輝 ｺﾞｳﾂﾞ ﾋｶﾙ

10 小学3､4年生 60 西村　智輝 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｷ

11 小学3､4年生 61 The Iseda family 伊勢田　朱生 ｲｾﾀﾞ ｼｭｳﾏ

12 小学3､4年生 62 team 816 平　八之丞 ﾀｲﾗ ﾊﾁﾉｼﾞｮｳ

13 小学3､4年生 63 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

14 小学3､4年生 64 TEAM CALF 石永　紫鶴 ｲｼﾅｶﾞ ｼﾂﾞﾙ

15 小学3､4年生 65 河本　昇大 ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ

16 小学3､4年生 66 over rev 所沢 瀧本　大地 ﾀｷﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ

17 小学3､4年生 67 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 我妻　美音 ｱｶﾞﾂﾏ ﾐｵ

18 小学3､4年生 68 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 鈴木　司 ｽｽﾞｷ ﾂｶｻ

19 小学3､4年生 69 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

20 小学3､4年生 70 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 赤岩　新太郎 ｱｶｲﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

21 小学3､4年生 71 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 渡辺　大五郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ

22 小学3､4年生 72 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

23 小学3､4年生 73 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

24 小学3､4年生 74 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

25 小学3､4年生 75 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

26 小学3､4年生 76 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

27 小学3､4年生 77 ｱﾗﾘﾊﾞｰ 荒川　夏 ｱﾗｶﾜ ﾅﾂ

1 小学1､2年生 21 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



2 小学1､2年生 22 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 石川　竜大 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾀ

3 小学1､2年生 23 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 𠮷川　世名 ﾖｼｶﾜ ｾﾅ

4 小学1､2年生 24 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

5 小学1､2年生 25 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 久保木　勇太 ｸﾎﾞｷ ﾕｳﾀ

6 小学1､2年生 26 team 816 平　一ﾉ介 ﾀｲﾗ ｲﾁﾉｽｹ

7 小学1､2年生 27 高橋　健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ

8 小学1､2年生 28 西村　結都 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ

9 小学1､2年生 29 ﾁｰﾑﾀﾞｲﾅｿｰ 山崎　龍 ﾔﾏｻｷ ﾘｭｳ

10 小学1､2年生 30 ﾄﾞﾙﾌｨﾝｷｯｽﾞﾗﾝﾆﾝｸﾞ 東名　陸 ﾄｳﾐｮｳ ﾘｸ

11 小学1､2年生 31 ﾄﾞﾙﾌｨﾝｷｯｽﾞ ﾗﾝﾆﾝｸﾞ 西山　瑠星 ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ

12 小学1､2年生 32 大島　一誠 ｵｵｼﾏ ｲｯｾｲ

13 小学1､2年生 33 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 我妻　律音 ｱｶﾞﾂﾏ ﾘｵ

14 小学1､2年生 34 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 萩　健一郎 ﾊｷﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

15 小学1､2年生 35 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 金原　悠眞 ｶﾈﾊﾗ ﾊﾙﾏ

16 小学1､2年生 36 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 岡田　琥太 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ

17 小学1､2年生 37 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 平光　樟太 ﾋﾗｺｳ ｼｮｳﾀ

18 小学1､2年生 38 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 藤田　彩葉 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔﾊ

19 小学1､2年生 39 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 村松　賢 ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝ

20 小学1､2年生 40 山本　大馳 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ

1 補助輪なし 1 team 816 平　六之助 ﾀｲﾗ ﾛｸﾉｽｹ

2 補助輪なし 2 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 𠮷川　結和 ﾖｼｶﾜ ﾕﾜ

3 補助輪なし 3 竹腰　大輝 ﾀｹｺｼ ﾀﾞｲｷ

4 補助輪なし 4 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 松田　晃太朗 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

5 補助輪なし 5 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 鈴木　隼 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ

6 補助輪なし 6 FLYERS 山下　沙梛 ﾔﾏｼﾀ ｻﾅ

7 補助輪なし 7 ﾁｰﾑﾀﾞｲﾅｿｰ 山崎　惟智 ﾔﾏｻｷ ｲﾁ

8 補助輪なし 8 石田　圭 ｲｼﾀﾞ ｹｲ

9 補助輪なし 9 田村　丈 ﾀﾑﾗ ｼﾞｮｳ

10 補助輪なし 10 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 平光　諒太 ﾋﾗｺｳ ﾘｮｳﾀ

1 ディーバイク 192 氷熊　勇翔 ﾋｸﾞﾏ ﾕｳﾄ

1 ビギナーズパック - SHISHIANA-RIDERS 伊藤　司 ｲﾄｳ ﾂｶｻ

2 ビギナーズパック - neo Y&Y 松林　由乃 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ

1 お弁当 x2 SHISHIANA-RIDERS 伊藤　司 ｲﾄｳ ﾂｶｻ

2 お弁当 石原　隆広 ｲｼﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ



■第2ライダー　氏名ﾌﾘｶﾞﾅ ■第3ライダー　氏名ﾌﾘｶﾞﾅ コメント メモ

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ

ｻｲﾄｳ ｻﾀﾞｱｷ

ﾎﾝｼｭｸ ｷﾘﾛｳ

ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ

ｲﾜｻｷ ﾖｼﾛｳ

ｳｴﾔﾏ ﾏｻﾄｼ

ﾋﾗｺｳ ﾘｭｳｼﾞ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾉﾘ

ﾆｲﾊﾘ ﾏｻｱｷ

細島　裕貴ﾎｿｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ

ｻﾀｹ ｷｮｳｽｹ

ｶｷﾊﾗ ﾋﾛｱｷ

ﾊｷﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ



ｺﾄｼﾛﾄﾞｳ ｼﾓﾝ

ｱｶｲﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄﾌﾞｷ

𠮷川　世名ﾖｼｶﾜ ｾﾅ

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

横井　大五郎ﾖｺｲ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ

村中　京平ﾑﾗﾅｶ ｷｮｳﾍｲ

伊勢田　亨ｲｾﾀﾞ ｱｷﾗ

松田　稔 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾉﾙ

佐竹　智恵子ｻﾀｹ ﾁｴｺ

渡辺　大晴ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ

ｺﾄｼﾛﾄﾞｳ ﾀｶﾄｼ

川崎　正太郎ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ

川崎　楓 ｶﾜｻｷ ｶｴﾃﾞ

鈴木　祐一ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ ビギナーズパック

山下　逞翔ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾄ

石永　紫鶴ｲｼﾅｶﾞ ｼﾂﾞﾙ

高橋　克彦ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾋｺ

藤田　理恵ﾌｼﾞﾀ ﾘｴ

村松　なつこﾑﾗﾏﾂ ﾅﾂｺ

梁川　究 ﾔﾅｶﾞﾜ ｷﾜﾑ

柳　裕樹 ﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｷ

渡辺　俊太郎ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ

梶　博道 ｶｼﾞ ﾋﾛﾐﾁ 齋藤　令 ｻｲﾄｳ ﾚｲ

高橋　健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ

荒川　司 ｱﾗｶﾜ ﾂｶｻ

伊藤　鷲 ｲﾄｳ ｼｭｳ ビギナーズパック

ﾋﾗｺｳ ﾘｭｳｼﾞ



ｶｷﾊﾗ ﾋﾛｱｷ

ﾖｺｲ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ

ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄﾌﾞｷ

ﾅｶｾﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ

ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ

ｻﾀｹ ｷｮｳｽｹ

ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ

ﾀｲﾗ ﾊﾁﾉｼﾞｮｳ

ｲｼﾅｶﾞ ｼﾂﾞﾙ

ｱｶｲﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ

ﾑﾗﾅｶ ｷｮｳﾍｲ

ｼﾊﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ

ﾖｺﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ



ﾀｲﾗ ｲﾁﾉｽｹ

ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ

ｵｵｼﾏ ｲｯｾｲ

ﾊｷﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

伊藤　鷲 ｲﾄｳ ｼｭｳ

鈴木　祐一ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ


