
No event1 name namef area チーム名
15 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ジュニア男子） 江越　柾也 エゴシ　マサヤ 神奈川県 TeamProRide
16 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ジュニア男子） 永野　昇海 ナガノ　ショウミ 神奈川県 イナーメ信濃山形

81 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ユース：U15男子） 松村　拓弥 マツムラ タクミ 群馬県 Team 岩神
82 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ユース：U15男子） 安藤　誠一郎 アンドウ　セイイチロウ静岡県 club vient 
83 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ユース：U15男子） 小林　洋平 コバヤシ ヨウヘイ 長野県 Team ProRide
84 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ユース：U15男子） 山田　駿太郎 ヤマダ シュンタロウ 茨城県 Team GRM
85 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ユース：U15男子） 古郡　駈 フルコオリ カケル 静岡県 minzuuBike
86 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ユース：U15男子） 山口　泰永 ヤマグチ　タイエイ 静岡県
87 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ユース：U15男子） 秋山　那緒衛 アキヤマ ナオエ 静岡県 静岡県自動車競技連盟
88 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ユース：U15男子） 中村　偉織 ナカムラ　イオリ 静岡県
89 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ユース：U15男子） 堀江　優来 ホリエ　ユラ 静岡県
90 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ユース：U15男子） 長島　甲平 ナガシマ コウヘイ 千葉県 fine nova lab
91 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ユース：U15男子） 原口　大樹 ハラグチ ダイキ 東京都 USM
92 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ユース：U15男子） 菅原　悠世 スガワラ　ユウセイ 静岡県 Team nga

17 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ユース：U17男子） 保田　莉央 ヤスダ リオ 神奈川県 drawer THE CYCLING CLUB
18 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ユース：U17男子） 青木　拓夢 アオキ　タクム 神奈川県 Cyclone 
19 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（ユース：U17男子） 澤井　千洋 サワイ　チヒロ 山梨県 SNEL MTB TEAM

401 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学1年生（女子） 田中　花穂 タナカ　カホ 神奈川県 横浜本牧レーシング

402 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学2年生（女子） ヒラノブラウン　梨奈ヒラノブラウン　リナ 茨城県
403 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学2年生（女子） 阪本　知栄 サカモト　チエ 岐阜県 SAKAMOTO'S

404 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学3年生（女子） 堀田　麗音 ホッタ　レイン 神奈川県

405 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学4年生（女子） 奥山　真彩 オクヤマ　マアヤ 神奈川県 横浜本牧レーシング
406 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学4年生（女子） 木村　実鈴 キムラ　ミスズ 千葉県 B.B.Q
407 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学4年生（女子） 山口　夏緒 ヤマグチ　カオ 東京都 Ｂ・Ｂ・Ｑ
408 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学4年生（女子） ヒラノブラウン　杏樹ヒラノブラウン　アンジュ茨城県

409 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学6年生（女子） 神武　奏帆 コウタケ　カナホ 埼玉県 TEAM輪工房

501 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学1年生（男子） 横田　和晴 ヨコタ　カズハル 茨城県 イオンバイクジュニアアカデミー
502 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学1年生（男子） 山口　琢磨 ヤマグチ　タクマ 東京都 Ｂ・Ｂ・Ｑ

503 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学2年生（男子） 宮崎　暖大 ミヤザキ　ハルタ 東京都 イオンバイクJr.アカデミー/ナカザワジム
504 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学2年生（男子） 園部　烈 ソノベ　レツ 東京都 ナカザワジム
505 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学2年生（男子） 池田　大輝 イケダ ダイキ 神奈川県 A GRANDE FAMMILIA

506 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学3年生（男子） 竹中　今 タケナカ　イマ 東京都 チームじてんしゃ小学生
507 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学3年生（男子） 安藤　秀晃 アンドウ　ヒデアキ 静岡県 club vient 
508 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学3年生（男子） 村田　心泰 ムラタ　モトヤス 神奈川県
509 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学3年生（男子） 吉川　結和 ヨシカワ ユワ 埼玉県 イオンバイクJr.レーシング
510 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学3年生（男子） 鈴木　隼 スズキ ハヤト 埼玉県 over rev

511 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学4年生（男子） 田中　岳歩 タナカ ガクホ 神奈川県 横浜本牧レーシング
512 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学4年生（男子） 長塚　修吾 ナガツカ シュウゴ 神奈川県 B.B.Q
513 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学4年生（男子） 田畑　拓瑞 タバタ タクミ 静岡県 TCKR

514 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学5年生（男子） 瀬戸山　紀介 セトヤマ キスケ 三重県 TOKAI POTENZA/OCF
515 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学5年生（男子） 古郡　昇 フルコオリ　ノボル 静岡県 minzuuBike
516 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学5年生（男子） 田畑　遥都 タバタ ハルト 静岡県 TCKR
517 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学5年生（男子） 吉川　世名 ヨシカワ　セナ 埼玉県 イオンバイクJr.レーシング
518 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学5年生（男子） 佐伯　駿太 サエキ　シュンタ 愛知県 GRM

519 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学6年生（男子） 横田　壮一郎 ヨコタ　ソウイチロウ 茨城県 イオンバイクJr.レーシング
520 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学6年生（男子） 鈴木　司 スズキ ツカサ 埼玉県 イオンバイクJr.レーシング
521 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学6年生（男子） 山中　祐輝 ヤマナカ ユウキ 愛知県 TCKR
522 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ小学6年生（男子） 馬島　史弥 マジマ フミヤ 東京都 AVENTURA & イオンバイクレーシング


