
競技 Bib チーム名 ■第1ライダー ﾌﾘｶﾞﾅ

1 ソロ 1 cycleclub3UP. 高橋　翔 ﾀｶﾊｼ　ｼｮｳ

2 ソロ 2 CycleDNA 藤本　怜 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾚｲ

3 ソロ 3 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

4 ソロ 4 BULLDOG M.S. 斉藤　貞昭 ｻｲﾄｳ ｻﾀﾞｱｷ

5 ソロ 5 Fine Nova LAB 赤荻　亘紀 ｱｶｵｷﾞ　ｺｳｷ

6 ソロ 6 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

7 ソロ 7 ｶﾈｺｲﾝｸﾞｽ 近藤　豪 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾀｹｼ

8 ソロ 8 ｶﾈｺｲﾝｸﾞｽ 近藤　民子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾐｺ

9 ソロ 9 内藤ｻｲｸﾙ 石田　雅典 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

10 ソロ 10 WBC 小沢　洋一 ｵｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ

11 ソロ 11 Mitchie's Kitchen MTB team 松村　泰充 ﾏﾂﾑﾗ　ﾋﾛﾐﾁ

12 ソロ 12 屋　英樹 ｵｸ　ﾋﾃﾞｷ

13 ソロ 13 VERTEX 垣内　優希 ｶｷｳﾁ　ﾕｳｷ

14 ソロ 14 肉B会 八重澤　明広 ﾔｴｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

15 ソロ 15 石井　由行 ｲｼｲ　ﾖｼﾕｷ

16 ソロ 16 NB会 遠藤　績穂 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｷﾎ

17 ソロ 17 夏休み 渡辺　航 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜﾀﾙ

18 ソロ 18 blue line 渡辺　奏太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ

19 ソロ 19 Vertex 龍野　旭飛 ﾀﾂﾉ　ｱｻﾋ

20 ソロ 20 Teamおさだゆい 植山　雅俊 ｳｴﾔﾏ ﾏｻﾄｼ

21 ソロ 21 内藤ｻｲｸﾙ 岩崎　誉至郎 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾛｳ

22 ソロ 22 後藤　光治 ｺﾞﾄｳ　ﾐﾂﾊﾙ

23 ソロ 23 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 渡邊　祥太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ

24 ソロ 24 BULLDOG M.S. 前田　孝昭 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｱｷ

25 ソロ 25 ｻｲｸﾗﾘｰKIRIN 細谷　鴻羽 ﾎｿﾔ ｺｳ

26 ソロ 26 over rev 所沢 鈴木　武三 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾐ

27 ソロ 27 鈴木　宏 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ

28 ソロ 28 高橋　大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ

29 ソロ 29 ﾁｰﾑｹﾝｽﾞ 西崎　昌宏 ﾆｼｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ

30 ソロ 30 YRT 高橋　奏太 ﾀｶﾊｼ　ｿｳﾀ

31 ソロ 31 YRT 小山田　卓生 ｵﾔﾏﾀﾞ　ﾀｸﾐ

32 ソロ 32 細島　裕貴 ﾎｿｼﾞﾏ　ﾋﾛｷ

33 ソロ 33 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　ﾔｽﾀｶ

34 ソロ 34 K-factory & 子連れ狼 小林　幹昇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾉﾘ

35 ソロ 35 Rustic428&K-8 八王子 大澤　誠人 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾄ

36 ソロ 36 遠藤　広貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾀｶ

37 ソロ 37 遠藤　弓弦 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾂﾞﾙ

38 ソロ 38 木村　悠平 ｷﾑﾗ　ﾕｳﾍｲ

39 ソロ 39 YRT 宮北　悠之介 ﾐﾔｷﾀ　ﾕｳﾉｽｹ

40 ソロ 40 ｱﾗﾘﾊﾞｰ 荒川　寛 ｱﾗｶﾜ　ﾋﾛｼ

41 ソロ 41 velo club  arai 島貫　楽 ｼﾏﾇｷ　ｶﾞｸ



42 ソロ 42 柄沢　俊之 ｶﾗｻﾜ ﾄｼﾕｷ

43 ソロ 43 cycleclub 3UP. 綾野　桂子 ｱﾔﾉ ｹｲｺ

44 ソロ 44 cycleclub 3UP. 綾野　尋 ｱﾔﾉ ﾋﾛ

45 ソロ 45 ﾁｰﾑ内藤ｻｲｸﾙ 内藤　博 ﾅｲﾄｳ　ﾋﾛｼ

46 ソロ 46 安代　広行 ﾔｽｼﾛ ﾋﾛﾕｷ

47 ソロ 47 ﾁｰﾑ正則 宇賀　隆貴 ｳｶﾞ　ﾘｭｳｷ

48 ソロ 48 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

1 ペア 81 YRT 車　春樹 ｸﾙﾏ　ﾊﾙｷ

2 ペア 82 YRT 前川　絢人 ﾏｴｶﾜ　ｹﾝﾄ

3 ペア 83 YRT 武田　富雄 ﾀｹﾀﾞ　ﾄﾐｵ

4 ペア 84 YRT 日紫喜　宇志 ﾋｼｷ　ﾀｶｼ

5 ペア 85 YRT 山口　悠貴 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾕｳｷ

6 ペア 86 YRT 栗田　凌羽 ｸﾘﾀ　ﾘｮｳ

7 ペア 87 山手学院ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ部 岡本　遥夢 ｵｶﾓﾄ　ｱﾕﾑ

8 ペア 88 YRT 澤野　伶文 ｻﾜﾉ　ﾚｲﾓﾝ

9 ペア 89 YRT 大坂　周 ｵｵｻｶ　ｲﾀﾙ

10 ペア 90 YRT 鈴木　和貴 ｽｽﾞｷ　ｶｽﾞﾀｶ

1 キッズソロ 1 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 キッズソロ 2 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 キッズソロ 3 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

4 キッズソロ 4 RinRin Racing 新治　慶 ﾆｲﾊﾘ ｷｮｳ

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 RinRinRacing 郷津　輝 ｺﾞｳﾂﾞ ﾋｶﾙ

7 キッズソロ 7 Team.Uragou 引地　祥太 ﾋｷﾁ ｼｮｳﾀ

8 キッズソロ 8 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

9 キッズソロ 9 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

10 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

11 キッズソロ 12 drower THE CYCLING CLUB 本間　琉維 ﾎﾝﾏ　ﾙｲ

12 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

13 キッズソロ 14 over rev 所沢 瀧本　大地 ﾀｷﾓﾄ　ﾀﾞｲﾁ

14 キッズソロ 15 ﾁｰﾑｹﾝｽﾞ 西崎　大貴 ﾆｼｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ

15 キッズソロ 16 K-factory 小林　采舞希 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄﾌﾞｷ

16 キッズソロ 17 長元坊ﾊﾞｲｼｸﾙﾂｱｰｽﾞ 飛松　紗季 ﾄﾋﾞﾏﾂ ｻｷ

17 キッズソロ 18 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 キッズソロ 19 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 福田　有汰 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ

19 キッズソロ 20 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

20 キッズソロ 21 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

21 キッズソロ 22 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

22 キッズソロ 23 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

23 キッズソロ 24 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

24 キッズソロ 25 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



25 キッズソロ 26 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

26 キッズソロ 27 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

1 キッズオンリー 31 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 横田　壮一郎 ﾖｺﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ

2 キッズオンリー 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 33 Team しんけん 久木原　慎吾 ｸｷﾊﾗ　ｼﾝｺﾞ

4 キッズオンリー 34 team M&S 関　真凛 ｾｷ　ﾏﾘﾝ

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 垣原　麻理 ｶｷﾊﾗ ﾏﾘ

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 宇井　日南乃 ｳｲ ﾋﾅﾉ

7 キッズオンリー 37 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 51 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 佐竹　智恵子 ｻﾀｹ ﾁｴｺ

2 オープン 52 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 横田　知彦 ﾖｺﾀ ﾄﾓﾋｺ

3 オープン 53 M’s 宮澤　斗唯 ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾄｳｲ

1 キッズイン 71 K-family 河本　昇大 ｶﾜﾓﾄ　ｼｮｳﾀ

2 キッズイン 72 BULLDOG M.S. 梶　友里愛 ｶｼﾞ　ﾕﾘｱ

3 キッズイン 73 FLYERS 山下　静磨 ﾔﾏｼﾀ　ｼｽﾞﾏ

4 キッズイン 74 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 渡邊　京 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾐﾔｺ

5 キッズイン 75 ｲｼﾊﾗｰﾗ 石原　大地 ｲｼﾊﾗ　ﾀﾞｲﾁ

6 キッズイン 76 Team.Uragou 阿部　虎雅 ｱﾍﾞ　ﾀｲｶﾞ

7 キッズイン 77 ｱﾗﾘﾊﾞｰ 荒川　司 ｱﾗｶﾜ　ﾂｶｻ

8 キッズイン 78 長元坊ﾊﾞｲｼｸﾙﾂｱｰｽﾞ 飛松　巌 ﾄﾋﾞﾏﾂ　ｲﾜｵ

9 キッズイン 79 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 渡辺　俊太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ

10 キッズイン 80 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

11 キッズイン 81 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

12 キッズイン 82 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

13 キッズイン 83 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

14 キッズイン 84 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 大矢　樹生 ｵｵﾔ ｲﾂｷ

15 キッズイン 85 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 ｼﾞｪｲｿﾝ ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ｼﾞｪｲｿﾝ

1 おとな 131 cycleclub3UP. 高橋　翔 ﾀｶﾊｼ　ｼｮｳ

2 おとな 132 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 133 CycleDNA 藤本　怜 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾚｲ

4 おとな 134 TEAM　猪穴 伊藤　司 ｲﾄｳ　ﾂｶｻ

5 おとな 135 ﾁｰﾑ正則 宇賀　隆貴 ｳｶﾞ　ﾘｭｳｷ

6 おとな 136 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

7 おとな 137 ゆったり親子ﾘﾚｰ 梅井　覚 ｳﾒｲ　ｻﾄﾙ

8 おとな 138 荒川ﾋﾙｸﾗｲﾏｰｽﾞ 梅原　悟 ｳﾒﾊﾗ　ｻﾄﾙ

9 おとな 139 金子　摂也 ｶﾈｺ　ｾﾂﾔ

10 おとな 140 ﾐﾗｸﾙ内野 本村　淳 ﾓﾄﾑﾗ　ｼﾞｭﾝ

1 小学5､6年生 101 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5､6年生 102 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 103 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5､6年生 104 RinRin Racing 新治　慶 ﾆｲﾊﾘ ｷｮｳ

5 小学5､6年生 105 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 小学5､6年生 106 BULLDOG M.S. 梶　博道 ｶｼﾞ　ﾋﾛﾐﾁ

7 小学5､6年生 108 BULLDOG M.S. 齋藤　令 ｻｲﾄｳ　ﾚｲ

8 小学5､6年生 109 Team.Uragou 引地　祥太 ﾋｷﾁ ｼｮｳﾀ

9 小学5､6年生 109 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

10 小学5､6年生 110 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

11 小学5､6年生 111 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

12 小学5､6年生 112 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 渡邊　京 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾐﾔｺ

13 小学5､6年生 113 ﾁｰﾑｹﾝｽﾞ 西崎　大貴 ﾆｼｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ

14 小学5､6年生 114 K-factory 小林　采舞希 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄﾌﾞｷ

15 小学5､6年生 115 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 ｼﾞｪｲｿﾝ ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ｼﾞｪｲｿﾝ

16 小学5､6年生 116 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 小学5､6年生 117 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

18 小学5､6年生 118 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

19 小学5､6年生 119 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

20 小学5､6年生 120 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

21 小学5､6年生 121 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

22 小学5､6年生 122 ﾐﾗｸﾙ内野 本村　桃花 ﾓﾄﾑﾗ　ﾓﾓｶ

1 小学3､4年生 51 西村　智輝 ﾆｼﾑﾗ　ﾄﾓｷ

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 石川　竜大 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾀ

3 小学3､4年生 53 RinRinRacing 郷津　輝 ｺﾞｳﾂﾞ ﾋｶﾙ

4 小学3､4年生 54 team 816 平　八之丞 ﾀｲﾗ　ﾊﾁﾉｼﾞｮｳ

5 小学3､4年生 55 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

6 小学3､4年生 56 FLYERS 山下　逞翔 ﾔﾏｼﾀ　ﾀｸﾄ

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 横田　壮一郎 ﾖｺﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ

8 小学3､4年生 58 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

9 小学3､4年生 59 K-family 河本　昇大 ｶﾜﾓﾄ　ｼｮｳﾀ

10 小学3､4年生 60 over rev 所沢 瀧本　大地 ﾀｷﾓﾄ　ﾀﾞｲﾁ

11 小学3､4年生 61 TEAM　猪穴 伊藤　鷲 ｲﾄｳ　ｼｭｳ

12 小学3､4年生 62 CALF racing team 石永　紫鶴 ｲｼﾅｶﾞ　ｼﾂﾞﾙ

13 小学3､4年生 63 team M&S 関　真凛 ｾｷ　ﾏﾘﾝ

14 小学3､4年生 64 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 福田　有汰 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ

15 小学3､4年生 65 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 大矢　樹生 ｵｵﾔ ｲﾂｷ

16 小学3､4年生 66 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 倉田　陽菜 ｸﾗﾀ ﾊﾙﾅ

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 萩　健一郎 ﾊｷﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

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 金原　悠眞 ｶﾈﾊﾗ ﾊﾙﾏ

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 久保木　勇太 ｸﾎﾞｷ ﾕｳﾀ

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 土田　智也 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ

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 赤岩　新太郎 ｱｶｲﾜ ｼﾝﾀﾛｳ



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 ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ　実里有 ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾐﾘｱ

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 事代堂　志門 ｺﾄｼﾛﾄﾞｳ ｼﾓﾝ

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 宇井　日南乃 ｳｲ ﾋﾅﾉ

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 宮崎　唯 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ

1 小学1､2年生 31 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 𠮷川　世名 ﾖｼｶﾜ ｾﾅ

2 小学1､2年生 32 team 816 平　一ﾉ介 ﾀｲﾗ　ｲﾁﾉｽｹ

3 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 平光　樟太 ﾋﾗｺｳ ｼｮｳﾀ

4 小学1､2年生 34 西村　結都 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ

5 小学1､2年生 35 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

6 小学1､2年生 36 ﾄﾞﾙﾌｨﾝｷｯｽﾞ 西山　瑠星 ﾆｼﾔﾏ　ﾘｭｳｾｲ

7 小学1､2年生 37 文鳥は速い！ 勝嶋　亮介 ｶﾂｼﾏ　ﾘｮｳｽｹ

8 小学1､2年生 38 久木原　紳吾 ｸｷﾊﾗ　ｼﾝｺﾞ

9 小学1､2年生 39 ﾁｰﾑ　ｼｮｳｿﾞｳ 塩沢　将造 ｼｵｻﾞﾜ　ｼｮｳｿﾞｳ

10 小学1､2年生 40 ﾋﾗﾉﾌﾞﾗｳﾝ　杏樹 ﾋﾗﾉﾌﾞﾗｳﾝ　ｱﾝｼﾞｭ

11 小学1､2年生 41 柄澤　希緒 ｶﾗｻﾜ　ｷｵ

12 小学1､2年生 42 ゆったり親子ﾘﾚｰ 梅井　榎澄 ｳﾒｲ　ｶｽﾐ

13 小学1､2年生 43 M’s 宮澤　映斗 ﾐﾔｻﾞﾜ　ｴｲﾄ

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 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

4 補助輪なし 4 竹腰　大輝 ﾀｹｺｼ　ﾀﾞｲｷ

5 補助輪なし 5 内藤ｻｲｸﾙ 石田　圭 ｲｼﾀﾞ ｹｲ

6 補助輪なし 6 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

7 補助輪なし 7 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

8 補助輪なし 8 FLYERS 山下　沙梛 ﾔﾏｼﾀ ｻﾅ

9 補助輪なし 9 ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ 池田　空優 ｲｹﾀﾞ　ｿｳ

10 補助輪なし 10 ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ 池田　陽優 ｲｹﾀﾞ　ﾕｳ

11 補助輪なし 11 吉野　正麒 ﾖｼﾉ　ﾏｻｷ

12 補助輪なし 12 Team VAPOR 江越　龍也 ｴｺﾞｼ　ﾀﾂﾔ

13 補助輪なし 13 Rising Sun 川上　陽登 ｶﾜｶﾐ　ｱｷﾄ

14 補助輪なし 14 柄澤　勘吉 ｶﾗｻﾜ　ｶﾝｷﾁ

15 補助輪なし 15 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 萩　寿々香 ﾊｷﾞ ｽｽﾞｶ

16 補助輪なし 16 ﾐﾗｸﾙ内野 本村　柊二 ﾓﾄﾑﾗ　ｼｭｳｼﾞ

1 ディーバイク 185 林　京翔 ﾘﾝ　ｹｲﾄ

2 ディーバイク 186 吉野　寿紀 ﾖｼﾉ　ｶｽﾞｷ

3 ディーバイク 187 久木原　さくら ｸｷﾊﾗ　ｻｸﾗ

4 ディーバイク 188 Team しんけん 高橋　健 ﾀｶﾊｼ　ｹﾝ

5 ディーバイク 189 Team VAPOR 江越　稀子 ｴｺﾞｼ　ｷｺ

1 ビギナーズパック - 荒川ﾋﾙｸﾗｲﾏｰｽﾞ 梅原　悟 ｳﾒﾊﾗ　ｻﾄﾙ



2 ビギナーズパック - TEAM　猪穴 伊藤　司 ｲﾄｳ　ﾂｶｻ

3 ビギナーズパック - 金子　摂也 ｶﾈｺ　ｾﾂﾔ

4 ビギナーズパック - ﾐﾗｸﾙ内野 本村　柊二 ﾓﾄﾑﾗ　ｼｭｳｼﾞ

5 ビギナーズパック - ゆったり親子ﾘﾚｰ 梅井　榎澄 ｳﾒｲ　ｶｽﾐ

1 お弁当 WBC 小沢　洋一 ｵｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ

2 お弁当 荒川ﾋﾙｸﾗｲﾏｰｽﾞ 梅原　悟 ｳﾒﾊﾗ　ｻﾄﾙ

3 お弁当x2 TEAM　猪穴 伊藤　司 ｲﾄｳ　ﾂｶｻ

4 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



■第2ライダー ﾌﾘｶﾞﾅ ■第3ライダー ﾌﾘｶﾞﾅ コメント メモ



高浦　優成 ﾀｶｳﾗ　ﾕｳｾｲ

吉川　英毅 ﾖｼｶﾜ　ﾋﾃﾞｷ

天明　優晴 ﾃﾝﾐｮｳ　ﾏｻﾊﾙ

宮下　侑大 ﾐﾔｼﾀ　ﾕｳﾀ

山本　航世 ﾔﾏﾓﾄ　ｺｳｾｲ

村田　柊馬 ﾑﾗﾀ　ｼｭｳﾏ

木村　勇紀 ｷﾑﾗ　ﾕｳｷ

和田　航希 ﾜﾀﾞ　ﾊﾙｷ

森田　大智 ﾓﾘﾀ　ﾀﾞｲﾁ

手島　新太 ﾃｼﾞﾏ　ｱﾗﾀ



𠮷川　世名 ﾖｼｶﾜ ｾﾅ

長島　甲平 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ

高橋　健 ﾀｶﾊｼ　ｹﾝ

石永　紫鶴 ｲｼﾅｶﾞ　ｼﾂﾞﾙ

倉田　陽菜 ｸﾗﾀ ﾊﾙﾅ

宮崎　唯 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ

村中　京平 ﾑﾗﾅｶ ｷｮｳﾍｲ

佐竹　学 ｻﾀｹ ﾏﾅﾌﾞ

𠮷川　健太 ﾖｼｶﾜ ｹﾝﾀ

宮澤　達也 ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾀﾂﾔ

河本　恵吾 ｶﾜﾓﾄ　ｹｲｺﾞ

齋藤　令 ｻｲﾄｳ　ﾚｲ 梶　博道 ｶｼﾞ　ﾋﾛﾐﾁ

山下　逞翔 ﾔﾏｼﾀ　ﾀｸﾄ

渡邊　麗 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾚｲ

石原　優斗 ｲｼﾊﾗ　ﾕｳﾄ

引地　茂行 ﾋｷﾁ　ｼｹﾞﾕｷ

荒川　光 ｱﾗｶﾜ　ﾋｶﾙ

飛松　将広 ﾄﾋﾞﾏﾂ　ﾏｻﾋﾛ

渡辺　大五郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ

ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ　実里有 ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾐﾘｱ

事代堂　高敏 ｺﾄｼﾛﾄﾞｳ ﾀｶﾄｼ

柳　仙林 ﾔﾅｷﾞ ﾉﾘﾐ 柳　裕樹 ﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｷ

岡田　達朗 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ

大矢　兼一郎 ｵｵﾔ ｹﾝｲﾁﾛｳ

ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾙｰｸ ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾙｰｸ

BP

BP

BP

BP

BP



BP

BP



BP

BP

95

99

95

100



伊藤　鷲 ｲﾄｳ　ｼｭｳ

本村　淳 ﾓﾄﾑﾗ　ｼﾞｭﾝ 本村　桃花 ﾓﾄﾑﾗ　ﾓﾓｶ

梅井　覚 ｳﾒｲ　ｻﾄﾙ


