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

1 ソロ 1 cycleclub 3UP. 高橋　翔 ﾀｶﾊｼ　ｼｮｳ

2 ソロ 2 NB会 遠藤　績穂 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｷﾎ

3 ソロ 3 Fine Nova LAB 赤荻　亘紀 ｱｶｵｷﾞ　ｺｳｷ

4 ソロ 4 ﾁｰﾑ正則 宇賀　隆貴 ｳｶﾞ　ﾘｭｳｷ

5 ソロ 5 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

6 ソロ 6 BULLDOG M.S. 斉藤　貞昭 ｻｲﾄｳ ｻﾀﾞｱｷ

7 ソロ 7 drawer THE CYCLING CLUB 保田　莉央 ﾔｽﾀﾞ ﾘｵ

8 ソロ 8 drawerTHECYCLINGCLUB 本間　琉維 ﾎﾝﾏ　ﾙｲ

9 ソロ 9 ｲｵﾝバ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 ソロ 10 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

11 ソロ 11 肉B会 八重澤　明広 ﾔｴｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

12 ソロ 12 NB会 石井　由行 ｲｼｲ　ﾖｼﾕｷ

13 ソロ 13 内藤ｻｲｸﾙ 石田　雅典 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

14 ソロ 14 team#82855 本宿　霧郎 ﾎﾝｼｭｸ　ｷﾘﾛｳ

15 ソロ 15 ROCK　SKULL（ﾛｯｸｽｶﾙ） 高橋　紀道 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐﾁ

16 ソロ 16 西村　智輝 ﾆｼﾑﾗ　ﾄﾓｷ

17 ソロ 17 INFINITY 佐伯　剛 ｻｲｷ　ﾀｹｼ

18 ソロ 18 Big Ground 山下　広茂 ﾔﾏｼﾀ　ﾋﾛｼｹﾞ

19 ソロ 19 中山　和久 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ

20 ソロ 20 正則高等学校 宮川　大和 ﾐﾔｶﾜ　ﾔﾏﾄ

21 ソロ 21 acu-power Racing Team 多田　尚史 ﾀﾀﾞ　ﾅｵﾌﾐ

22 ソロ 22 RinRinRacing 新治　慶 ﾆｲﾊﾘ ｷｮｳ

23 ソロ 23 正則高等学校 田中　碧 ﾀﾅｶ　ｱｵ

24 ソロ 24 vertex 垣内　優希 ｶｷｳﾁ　ﾕｳｷ

25 ソロ 25 小笠原　崇裕 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ

26 ソロ 26 内藤ｻｲｸﾙ 岩崎　誉至郎 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾛｳ

27 ソロ 27 RinRinRacing 郷津　輝 ｺﾞｳﾂﾞ ﾋｶﾙ

28 ソロ 28 関　真凛 ｾｷ ﾏﾘﾝ

29 ソロ 29 遠藤　広貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾀｶ

30 ソロ 30 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 渡邊　祥太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ

31 ソロ 31 ﾉﾌﾞﾃｯｸ 鶴田　和弘 ﾂﾙﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

32 ソロ 32 特攻野郎Aﾁｰﾑ 鈴木　吉博 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ

33 ソロ 33 TEAM GRM 落合　康生 ｵﾁｱｲ ｺｳｾｲ

34 ソロ 34 ﾕｰｷｬﾝ大磯 蔦川　信也 ﾂﾀｶﾞﾜ　ｼﾝﾔ

35 ソロ 35 石川　浩 ｲｼｶﾜ　ﾋﾛｼ

36 ソロ 36 志田　雅之 ｼﾀﾞ　ﾏｻﾕｷ

37 ソロ 37 荒川　寛 ｱﾗｶﾜ　ﾋﾛｼ

38 ソロ 38 Teamおさだゆい 植山　雅俊 ｳｴﾔﾏ ﾏｻﾄｼ

39 ソロ 39 K-factory & 子連れ狼 小林　幹昇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾉﾘ

40 ソロ 40 志田　尊俊 ｼﾀﾞ　ﾀｶﾄｼ

41 ソロ 41 ROCK SKULL 山口　公一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ

42 ソロ 42 ﾁｰﾑ内藤ｻｲｸﾙ 内藤　博 ﾅｲﾄｳ　ﾋﾛｼ

43 ソロ 43 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

44 ソロ 44 伊東　知幸 ｲﾄｳ　ﾄﾓﾕｷ

1 キッズソロ 51 Team.Uragou 引地　祥太 ﾋｷﾁ ｼｮｳﾀ

2 キッズソロ 52 ｲｵﾝバイクｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 千葉　優樹 ﾁﾊﾞ　ﾋﾛｷ

3 キッズソロ 53 ｲｵﾝバ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

4 キッズソロ 54 k-factory 小林　采舞希 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄﾌﾞｷ

5 キッズソロ 55 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

6 キッズソロ 56 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

7 キッズソロ 57 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

8 キッズソロ 58 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 川 世名 ﾖｼｶﾜ ｾﾅ

9 キッズソロ 59 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

10 キッズソロ 60 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

11 キッズソロ 61 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

12 キッズソロ 62 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

13 キッズソロ 63 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

14 キッズソロ 64 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 大塚 遼太朗 ｵｵﾂｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ

15 キッズソロ 65 西村　結都 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ

16 キッズソロ 66 TEAM-F 古谷　諒汰 ﾌﾙﾔ ﾘｮｳﾀ

17 キッズソロ 67 斉藤　隼平 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ

1 キッズオンリー 71 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 宇井 日南乃 宮崎 唯 ｳｲ ﾋﾅﾉ ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ

2 キッズオンリー 72 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 村中 紗英 村中 京平 ﾑﾗﾅｶ ｻｴ ﾑﾗﾅｶ ｷｮｳﾍｲ

3 キッズオンリー 73 ﾁｰﾑﾀﾞｲﾅｿｰ 高橋　京平 山崎　龍 ﾀｶﾊｼ　ｷｮｳﾍｲ ﾔﾏｻｷ　ﾘｭｳ

1 オープン(2) 76 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 宇井 えりか 武田 まさき ｳｲ ｴﾘｶ ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ

2 オープン(2) 77 ﾁｰﾑﾀﾞｲﾅｿｰ 高橋　克彦 山崎　智恵子 ﾀｶﾊｼ　ｶﾂﾋｺ ﾔﾏｻｷ　ﾁｴｺ

3 オープン(2) 78 M's 宮澤　達也 宮澤　斗唯 ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾀﾂﾔ ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾄｳｲ

4 オープン 79 U-Tuber

1 キッズイン(3) 81 BULLDOG M.S. 梶　博道 梶　友里愛 齋藤　令 ｶｼﾞ　ﾋﾛﾐﾁ ｶｼﾞ　ﾕﾘｱ ｻｲﾄｳ　ﾚｲ

2 キッズイン(2) 82 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 渡辺 俊太郎 渡辺 大五郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ

3 キッズイン(2) 83 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 事代堂 志門 事代堂 高敏 ｺﾄｼﾛﾄﾞｳ ｼﾓﾝ ｺﾄｼﾛﾄﾞｳ ﾀｶﾄｼ

4 キッズイン(3) 84 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 柳 菜々見 柳　仙林 柳 裕樹 ﾔﾅｷﾞ ﾅﾅﾐ ﾔﾅｷﾞ ﾉﾘﾐ ﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｷ

5 キッズイン(2) 85 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 梁川 究 梁川 陽 ﾔﾅｶﾞﾜ ｷﾜﾑ ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ

6 キッズイン(2) 86 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 岡田 琥太 岡田 達朗 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ

7 キッズイン(2) 87 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 大矢 樹生 大矢 兼一郎 ｵｵﾔ ｲﾂｷ ｵｵﾔ ｹﾝｲﾁﾛｳ

8 キッズイン(2) 88 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 渡邊　京 渡邊　麗 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾐﾔｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾚｲ

9 キッズイン(2) 89 ゆずちゃんず 梅井　榎澄 梅井　覚 ｳﾒｲ　ｶｽﾐ ｳﾒｲ　ｻﾄﾙ

10 キッズイン(2) 90 ｱﾗﾘﾊﾞｰ 荒川　司 荒川　光 ｱﾗｶﾜ　ﾂｶｻ ｱﾗｶﾜ　ﾋｶﾙ

11 キッズイン(3) 91 本田家 本田　健心 本田　大晴 本田　裕介 ﾎﾝﾀﾞ　ｹﾝｼﾝ ﾎﾝﾀﾞ　ﾀｲｾｲ ﾎﾝﾀﾞ　ﾕｳｽｹ

12 キッズイン(3) 92 伊藤　鷲 伊藤　司 伊藤　凜 ｲﾄｳ　ｼｭｳ ｲﾄｳ　ﾂｶｻ ｲﾄｳ　ﾘﾝ



競技 Bib チーム名 ■第1ライダー　氏名 ■第2ライダー　氏名 ■第3ライダー　氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ コメント メモ

1 おとな 81 cycleclub 3UP. 高橋　翔 ﾀｶﾊｼ　ｼｮｳ

2 おとな 82 ﾁｰﾑ正則 宇賀　隆貴 ｳｶﾞ　ﾘｭｳｷ

3 おとな 83 伊藤　司 ｲﾄｳ　ﾂｶｻ

4 おとな 84 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

5 おとな 85 drawer THE CYCLING CLUB 保田　莉央 ﾔｽﾀﾞ ﾘｵ

6 おとな 86 正則高等学校 宮川　大和 ﾐﾔｶﾜ　ﾔﾏﾄ

7 おとな 87 ゆずちゃんず 梅井　覚 ｳﾒｲ　ｻﾄﾙ

1 5-6年 61 ｲｵﾝバ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 5-6年 62 ｲｵﾝバ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 5-6年 63 RinRinRacing 新治　慶 ﾆｲﾊﾘ ｷｮｳ

4 5-6年 64 BULLDOG M.S. 梶　博道 ｶｼﾞ　ﾋﾛﾐﾁ

5 5-6年 65 ｲｵﾝバ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

6 5-6年 66 ｲｵﾝバ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

7 5-6年 67 Team.Uragou 引地　祥太 ﾋｷﾁ ｼｮｳﾀ

8 5-6年 68 ｲｵﾝバイクｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 千葉　優樹 ﾁﾊﾞ　ﾋﾛｷ

9 5-6年 69 BULLDOG M.S. 齋藤　令 ｻｲﾄｳ　ﾚｲ

10 5-6年 70 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

11 5-6年 71 drawerTHECYCLINGCLUB 本間　琉維 ﾎﾝﾏ　ﾙｲ

12 5-6年 72 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 5-6年 73 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

14 5-6年 74 TEAM-F 古谷　諒汰 ﾌﾙﾔ ﾘｮｳﾀ

15 5-6年 75 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 渡邊　京 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾐﾔｺ

16 5-6年 76 k-factory 小林　采舞希 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄﾌﾞｷ

1 3-4年 41 西村　智輝 ﾆｼﾑﾗ　ﾄﾓｷ

2 3-4年 42 RinRinRacing 郷津　輝 ｺﾞｳﾂﾞ ﾋｶﾙ

3 3-4年 43 ｲｵﾝバ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

4 3-4年 44 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

5 3-4年 45 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

6 3-4年 46 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

7 3-4年 47 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

8 3-4年 48 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

9 3-4年 49 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

10 3-4年 50 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

11 3-4年 51 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

12 3-4年 52 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

13 3-4年 53 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

14 3-4年 54 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

15 3-4年 55 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

16 3-4年 56 関　真凛 ｾｷ ﾏﾘﾝ

17 3-4年 57 伊藤　鷲 ｲﾄｳ　ｼｭｳ

1 1-2年 21 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 川 世名 ﾖｼｶﾜ ｾﾅ

2 1-2年 22 team 816 平　一ﾉ介 ﾀｲﾗ　ｲﾁﾉｽｹ

3 1-2年 23 西村　結都 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ

4 1-2年 24 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

5 1-2年 25 ﾄﾞﾙﾌｨﾝｷｯｽﾞ 西山　瑠星 ﾆｼﾔﾏ　ﾘｭｳｾｲ

6 1-2年 26 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

7 1-2年 27 ﾁｰﾑﾀﾞｲﾅｿｰ 山崎　龍 ﾔﾏｻｷ　ﾘｭｳ

8 1-2年 28 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

9 1-2年 29 ゆずちゃんず 梅井　榎澄 ｳﾒｲ　ｶｽﾐ

10 1-2年 30 M's 宮澤　映斗 ﾐﾔｻﾞﾜ　ｴｲﾄ

1 補助無 1 team 816 平　六之助 ﾀｲﾗ　ﾛｸﾉｽｹ

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

3 補助無 3 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

4 補助無 4 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

5 補助無 5 竹腰　大輝 ﾀｹｺｼ　ﾀﾞｲｷ

6 補助無 6 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

7 補助無 7 内藤ｻｲｸﾙ 石田　圭 ｲｼﾀﾞ ｹｲ

8 補助無 8 竹腰　昇矢 ﾀｹｺｼ　ｼｮｳﾔ

9 補助無 9 たろう 倉澤　太朗 ｸﾗｻﾜ　ﾀﾛｳ

10 補助無 10 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

11 補助無 11 TEAM VAPOR 江越　龍也 ｴｺﾞｼ　ﾀﾂﾔ

12 補助無 12 矢島　大耀 ﾔｼﾞﾏ　ﾀｲﾖｳ

13 補助無 13 横山　樹 ﾖｺﾔﾏ　ｲﾂｷ

14 補助無 14 鳥羽　翼 ﾄﾊﾞ　ﾂﾊﾞｻ

15 補助無 15 ﾁｰﾑﾀﾞｲﾅｿｰ 山崎　惟智 ﾔﾏｻｷ　ｲﾁ

1 ディーバイク 91 佐藤　壮太 ｻﾄｳ　ｿｳﾀ

2 ディーバイク 92 大石　直輝 ｵｵｲｼ　ﾅｵｷ

3 ディーバイク 93 TEAM VAPOR 江越　稀子 ｴｺﾞｼ　ｷｺ 100

4 ディーバイク 94 菊池　武翔 ｷｸﾁ　ﾀｹﾄ

5 ディーバイク 95 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 渡邊　城太 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼﾞｮｳﾀ 100

6 ディーバイク 96 勝又　碧一 ｶﾂﾏﾀ　ｱｵｲ 85

1 小学生(1) BP 柿沢　元 ｶｷｻﾞﾜ　ﾊｼﾞﾒ

2 小学生(1) BP 柿沢　要 ｶｷｻﾞﾜ　ｶﾅﾒ

3 一般(1) BP ﾁｰﾑﾕｰ 中島　祐一 ﾅｶｼﾏ　ﾕｳｲﾁ

4 小学生(1) BP 伊藤　凜 ｲﾄｳ　ﾘﾝ

1 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
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