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予選1回戦 未就園児の部

コースを変更し、3本走った順位により各組2位まで準決勝へ、3位以下は予選2回戦へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

しげひろ なこ まつだ れな わたなべ しんのすけ あいづ さくら

1 重廣 菜胡 1位 2 松田 怜奈 3位 3 渡辺 真乃介 2位 4 会津 咲良 4位

LINE4 松崎ッズ

おの さくたろう こやま ろく のむら じょうじ もとはし ちか

5 小野 咲太朗 1位 6 小山 楼空 3位 7 野村 丞二 4位 8 本橋 知花 2位

LINO KEIKI

いしだ せい かめい けんしん つじた じゅんたろう もちづき ゆうや

9 石田 晟 3位 10 亀井 健新 2位 11 辻田 潤太郎 1位 12 望月 悠矢 4位

相模原Team Rust-eze ニトロキッズ

3組

1組

2組

Race 1 Class

1 2 3 1 2 3
1 しげひろ なこ 女 未就園児 1 3 4 1 1 1 3 1 LINE4

2 まつだ れな 女 未就園児 2 4 1 3 3 2 8 3 松崎ッズ

3 わたなべ しんのすけ 男 未就園児 3 2 2 2 2 3 7 2
4 あいづ さくら 女 未就園児 4 1 3 4 4 4 12 4

Race 2 Class

1 2 3 1 2 3

5 おの さくたろう 男 未就園児1 3 4 1 1 3 5 1
6 こやま ろく 男 未就園児2 4 1 3 3 1 7 3
7 のむら じょうじ 男 未就園児3 2 2 4 4 4 12 4
8 もとはし ちか 女 未就園児4 1 3 2 2 2 6 2 LINO KEIKI

Race 3 Class

1 2 3 1 2 3
9 いしだ せい 男 未就園児1 3 4 3 2 3 8 3
10 かめい けんしん 男 未就園児2 4 1 2 4 2 8 2 相模原Team Rust-eze

11 つじた じゅんたろう 男 未就園児3 2 2 1 1 1 3 1 ニトロキッズ

12 もちづき ゆうや 男 未就園児4 1 3 4 3 4 11 4

本橋 知花

亀井 健新
辻田 潤太郎
望月 悠矢

野村 丞二

石田 晟

NAME チーム名

会津 咲良

重廣 菜胡
松田 怜奈
渡辺 真乃介

小山 楼空

NAME

小野 咲太朗

No.

No.

チーム名

Position Result

R

A

N

K

No.
Position Result

NAME

年少　予選1回戦1組

年少　予選1回戦2組

年少　予選1回戦2組
T

T

L

R

A

N

K

Result

チーム名
T

T

L

Position T

T

L

R

A

N

K
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予選2回戦 未就園児の部

各組1位は準決勝へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

まつだ れな いしだ せい のむら じょうじ

2 松田 怜奈 1位 9 石田 晟 2位 7 野村 丞二 3位

予1-1組3位 松崎ッズ 予1-3組3位 予1-2組4位

こやま ろく あいづ さくら もちづき ゆうや

6 小山 楼空 1位 4 会津 咲良 12 望月 悠矢 2位

予1-2組3位 予1-1組4位 予1-3組4位

準決勝 未就園児の部

各組2位までは決勝へ、3位以下は順位決定戦へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

しげひろ なこ つじた じゅんたろう もとはし ちか まつだ れな

1 重廣 菜胡 1位 11 辻田 潤太郎 3位 8 本橋 知花 2位 2 松田 怜奈 4位

予1-1組1位 LINE4 予1-3組1位 ニトロキッズ 予1-2組2位 LINO KEIKI 予2-1組1位 松崎ッズ

おの さくたろう わたなべ しんのすけ かめい けんしん こやま ろく

5 小野 咲太朗 1位 3 渡辺 真乃介 2位 10 亀井 健新 3位 6 小山 楼空 4位

予1-2組1位 予1-1組2位 予1-3組2位 相模原Team Rust-eze 予2-2組1位

5-8位順位決定戦 未就園児の部

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

つじた じゅんたろう かめい けんしん まつだ れな こやま ろく

11 辻田 潤太郎 1位 10 亀井 健新 3位 2 松田 怜奈 2位 6 小山 楼空 4位

#1-1組3位 ニトロキッズ #1-2組3位 相模原Team Rust-eze #1-1組4位 松崎ッズ #1-2組4位

決勝 未就園児の部

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

しげひろ なこ おの さくたろう もとはし ちか わたなべ しんのすけ

1 重廣 菜胡 2位 5 小野 咲太朗 1位 8 本橋 知花 4位 3 渡辺 真乃介 3位

#1-1組1位 LINE4 #1-2組1位 #1-1組2位 LINO KEIKI #1-2組2位

最終順位
No

1位 5

2位 1

3位 3

4位 8

5位 11

6位 2

7位 10

8位 6

2組

1コース 2コース

1組

4コース

4コース

1組

氏名 フリガナ 都道府県

1コース 2コース 3コース

神奈川県 女
男

チーム名

小野 咲太朗 おの さくたろう 東京都

本橋 知花 もとはし ちか 埼玉県

LINE4
渡辺 真乃介 わたなべ しんのすけ 静岡県

重廣 菜胡 しげひろ なこ

3コース2コース1コース

松田 怜奈 まつだ れな 静岡県

辻田 潤太郎 つじた じゅんたろう 神奈川県

4コース

2組

4コース

1組

3コース

1コース 2コース 3コース

男
男

1組

亀井 健新 かめい けんしん 神奈川県 相模原Team Rust-eze

LINO KEIKI
ニトロキッズ

松崎ッズ

小山 楼空 こやま ろく 静岡県

性別
男

女
男
女
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予選1本目 年少の部

各組2位まで1回戦へ、3位以下は予選2本目へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

わたい けんた かわぐち まさき しまざき ゆうげん のざか とうま

101 渡井 健太 1位 102 川口 真実希 2位 103 島崎 裕源 3位 104 野坂　 透麻 4位

FIRST KIDS IZU Ｃ．Ｃ．ＹＯＵ

いばた れいが あきやま みひろ おの きょうたろう きたの ひなた

105 井端 蓮衣雅 2位 106 秋山 海昊 3位 107 小野 京太朗 1位 108 北野 陽大 4位

FIRST KIDS IZU

たけうち みつき はらかわ ゆうわ みずしま るい いちだ れな

109 竹内 海希 1位 110 原川 結羽 3位 111 水島 琉偉 4位 112 市田 玲奈 2位

FIRSTKIDS IZU

みつやま なおき なかむら しでん ふかさわ るめ かねだ まさと

113 光山 直輝 1位 114 中村 蒔伝 3位 115 深澤 瑠萌 2位 116 金田 将斗 4位

横浜本牧レーシング@VIT TEAM RIVER ニトロ キッズ らせるたＪｒ

かきのき はやと くさがや えいた すずき らら

117 柿木 駿斗 1位 118 草谷 瑛太 119 鈴木 來空 2位

LINO KEIKI FIRST KIDS IZU

予選2本目 年少の部

各組2位までは1回戦へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

しまざき ゆうげん のざか とうま きたの ひなた

103 島崎 裕源 2位 104 野坂　 透麻 3位 108 北野 陽大 1位

予1-1組3位 予1-1組4位 Ｃ．Ｃ．ＹＯＵ 予1-2組4位

あきやま みひろ みずしま るい

106 秋山 海昊 1位 111 水島 琉偉 2位

予1-2組3位 予1-5組3位 予1-3組4位

はらかわ ゆうわ なかむら しでん かねだ まさと

110 原川 結羽 2位 114 中村 蒔伝 1位 116 金田 将斗 3位

予1-3組3位 予1-4組3位 TEAM RIVER 予1-4組4位 らせるたＪｒ

3コース

2組

3組

3組

4コース

1組

5組

1コース 2コース

4組

1コース 2コース 3コース 4コース

1組

2組
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1回戦 年少の部

各組3位までは2回戦へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

わたい けんた いちだ れな ふかさわ るめ はらかわ ゆうわ

101 渡井 健太 1位 112 市田 玲奈 3位 115 深澤 瑠萌 2位 110 原川 結羽 4位

予1-1組1位 FIRST KIDS IZU 予1-3組2位 予1-4組2位 ニトロ キッズ 予2-3組2位

おの きょうたろう いばた れいが すずき らら みずしま るい

107 小野 京太朗 2位 105 井端 蓮衣雅 1位 119 鈴木 來空 3位 111 水島 琉偉 4位

予1-2組1位 予1-2組2位 FIRST KIDS IZU 予1-5組2位 FIRST KIDS IZU 予2-2組2位

たけうち みつき かわぐち まさき きたの ひなた しまざき ゆうげん

109 竹内 海希 2位 102 川口 真実希 3位 108 北野 陽大 1位 103 島崎 裕源 4位

予1-3組1位 FIRSTKIDS IZU 予1-1組2位 予2-1組1位 予2-1組2位

みつやま なおき かきのき はやと あきやま みひろ なかむら しでん

113 光山 直輝 1位 117 柿木 駿斗 2位 106 秋山 海昊 3位 114 中村 蒔伝 4位

予1-4組1位横浜本牧レーシング@VIT 予1-5組1位 LINO KEIKI 予2-2組1位 予2-3組1位 TEAM RIVER

2回戦 年少の部

各組2位までは準決勝へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

わたい けんた かきのき はやと かわぐち まさき

101 渡井 健太 1位 117 柿木 駿斗 2位 102 川口 真実希 3位

#1-1組1位 FIRST KIDS IZU #1-4組2位 LINO KEIKI #1-3組3位

いばた れいが ふかさわ るめ あきやま みひろ

105 井端 蓮衣雅 2位 115 深澤 瑠萌 1位 106 秋山 海昊 3位

#1-2組1位 FIRST KIDS IZU #1-1組2位 ニトロ キッズ #1-4組3位

きたの ひなた おの きょうたろう いちだ れな

108 北野 陽大 3位 107 小野 京太朗 1位 112 市田 玲奈 2位

#1-3組1位 #1-2組2位 #1-1組3位

みつやま なおき たけうち みつき すずき らら

113 光山 直輝 1位 109 竹内 海希 2位 119 鈴木 來空 3位

#1-4組1位 横浜本牧レーシング@VIT #1-3組2位 FIRSTKIDS IZU #1-2組3位 FIRST KIDS IZU

準決勝 年少の部

各組2位までは決勝へ、3位以下は順位決定戦へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

わたい けんた おの きょうたろう いばた れいが たけうち みつき

101 渡井 健太 1位 107 小野 京太朗 2位 105 井端 蓮衣雅 3位 109 竹内 海希 4位

#2-1組1位 FIRST KIDS IZU #2-3組1位 #2-2組2位 FIRST KIDS IZU #2-4組2位 FIRSTKIDS IZU

ふかさわ るめ みつやま なおき かきのき はやと いちだ れな

115 深澤 瑠萌 1位 113 光山 直輝 2位 117 柿木 駿斗 3位 112 市田 玲奈 4位

#2-2組1位 ニトロ キッズ #2-4組1位 横浜本牧レーシング@VIT #2-1組2位 LINO KEIKI #2-3組2位

2組

3コース 4コース

1組

1組

2組

4組

1コース 2コース

3組

3組

1コース 2コース 3コース 4コース

4組

1コース 2コース 3コース 4コース

1組

2組
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5-8位順位決定戦 年少の部

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

いばた れいが かきのき はやと たけうち みつき いちだ れな

105 井端 蓮衣雅 1位 117 柿木 駿斗 2位 109 竹内 海希 3位 112 市田 玲奈 4位

#1-1組3位 FIRST KIDS IZU #1-2組3位 LINO KEIKI #1-1組4位 FIRSTKIDS IZU #1-2組4位

決勝 年少の部

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

わたい けんた ふかさわ るめ おの きょうたろう みつやま なおき

101 渡井 健太 1位 115 深澤 瑠萌 3位 107 小野 京太朗 2位 113 光山 直輝 4位

#1-1組1位 FIRST KIDS IZU #1-2組1位 ニトロ キッズ #1-1組2位 #1-2組2位 横浜本牧レーシング@VIT

最終順位
No

1位 101

2位 107

3位 115

4位 113

5位 105

6位 117

7位 109

8位 112

FIRSTKIDS IZU
市田 玲奈 いちだ れな 静岡県 女

竹内 海希 たけうち みつき 静岡県 男

FIRST KIDS IZU
柿木 駿斗 かきのき はやと 神奈川県 男 LINO KEIKI

井端 蓮衣雅 いばた れいが 静岡県 男

ニトロ キッズ
光山 直輝 みつやま なおき 神奈川県 男 横浜本牧レーシング@VIT

深澤 瑠萌 ふかさわ るめ 神奈川県 女

FIRST KIDS IZU
小野 京太朗 おの きょうたろう 東京都 男

渡井 健太 わたい けんた 静岡県 男

1組

氏名 フリガナ 都道府県 性別 チーム名

1組

1コース 2コース 3コース 4コース

1コース 2コース 3コース 4コース
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予選1本目 年中の部

各組2位まで1回戦へ、3位以下は予選2本目へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

なかやま りょう さかい　つばさ まつだ たいせい いわもと かずき

201 中山 諒 1位 202 酒井 翼 2位 203 松田 大誠 4位 204 岩本 和樹 3位

マッハ・TR 松崎ッズ

かめい さくら しみず けいすけ たしろ くれあ ひわたし こうえい

205 亀井 さくら 2位 206 清水 奎介 3位 207 田代 玖亜 208 樋渡 皇瑛 1位

相模原Team Rust-eze GRASS HOPPERS マッハ・TR ニトロキッズ

おりはら こうだい おがわ みんと かわにし いおり なかの たいせい

209 折原 煌泰 3位 210 小川 海音 1位 211 河西 伊織 212 中野 太惺 2位

lucky fields temeriver GRASS　HOPPERS

かきぎ ゆうご やすいけ ゆずき いしだ こう おさだ るきあ

213 柿木 裕互 1位 214 安池 柚輝 3位 215 石田 煌 2位 216 長田 琉煌 4位

相模原Team Rust-eze

あらい みさき そりはし はるま のざき ひなた ふくい はると

217 新井 海咲 1位 218 反橋 遥摩 2位 219 野崎 陽詩 3位 220 福井 温大 4位

湘南happiness☆ B→ts ニトロキッズ TEAM STANDARD

うじべ てつ さの はるうみ すぎもと けいじ もとはし りく

221 氏部 哲 2位 222 佐野 陽海 3位 223 杉本 恵史 4位 224 本橋 陸 1位

LINO KEIKI

わたなべ ゆうま まえだ やまと さいじょう まさひろ

225 渡辺 佑麻 1位 226 前田 大和 2位 227 西條 真弘 3位

FIRST KIDS IZU

予選2本目 年中の部

各組2位までは1回戦へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

いわもと かずき おりはら こうだい

204 岩本 和樹 1位 209 折原 煌泰 2位

予1-1組3位 予1-3組3位 lucky fields 予1-2組4位

しみず けいすけ まつだ たいせい

206 清水 奎介 1位 203 松田 大誠 2位

予1-2組3位 GRASS HOPPERS 予1-1組4位 松崎ッズ 予1-3組4位

やすいけ ゆずき さの はるうみ ふくい はると

214 安池 柚輝 1位 222 佐野 陽海 3位 220 福井 温大 2位

予1-4組3位 予1-6組3位 予1-5組4位 TEAM STANDARD

のざき ひなた さいじょう まさひろ おさだ るきあ すぎもと けいじ

219 野崎 陽詩 1位 227 西條 真弘 3位 216 長田 琉煌 4位 223 杉本 恵史 2位

予1-5組3位 ニトロキッズ 予1-7組3位 予1-4組4位 予1-6組4位

7組

3組

4組

1組

2組

4組

5組

6組

4コース

1組

2組

1コース 2コース 3コース

3組

1コース 2コース 3コース 4コース
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http://www.nijinosato.com/


 

 

 
第 1戦 平成 27年 4月 18日（土） 日本サイクルスポーツセンター ストライダーエンジョイ Park  

主催 一般財団法人日本サイクルスポーツセンター 後援 株式会社 FM IS 協賛 IZU・WORLDみんなの Hawaiians 特別協賛 土肥金山 修善寺虹の郷 

 

http://izu-hawaiians.com/         http://fmis.jp/       http://www.toikinzan.com/     http://www.nijinosato.com/ 

1回戦 年中の部

各組2位までは2回戦へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

なかやま りょう そりはし はるま うじべ てつ

201 中山 諒 1位 218 反橋 遥摩 3位 221 氏部 哲 2位

予1-1組1位 予1-5組2位 B→ts 予1-6組2位

ひわたし こうえい いしだ こう まえだ やまと

208 樋渡 皇瑛 1位 215 石田 煌 2位 226 前田 大和 3位

予1-2組1位 ニトロキッズ 予1-4組2位 予1-7組2位

おがわ みんと なかの たいせい いわもと かずき すぎもと けいじ

210 小川 海音 1位 212 中野 太惺 3位 204 岩本 和樹 2位 223 杉本 恵史 4位

予1-3組1位 temeriver 予1-3組2位 GRASS　HOPPERS 予2-1組1位 予2-4組2位

かきぎ ゆうご かめい さくら しみず けいすけ ふくい はると

213 柿木 裕互 1位 205 亀井 さくら 3位 206 清水 奎介 2位 220 福井 温大 4位

予1-4組1位 相模原Team Rust-eze 予1-2組2位 相模原Team Rust-eze 予2-2組1位 GRASS HOPPERS 予2-3組2位 TEAM STANDARD

あらい みさき さかい　つばさ やすいけ ゆずき まつだ たいせい

217 新井 海咲 1位 202 酒井 翼 2位 214 安池 柚輝 3位 203 松田 大誠

予1-5組1位 湘南happiness☆ 予1-1組2位 マッハ・TR 予2-3組1位 予2-2組2位 松崎ッズ

もとはし りく わたなべ ゆうま のざき ひなた おりはら こうだい

224 本橋 陸 2位 225 渡辺 佑麻 1位 219 野崎 陽詩 4位 209 折原 煌泰 3位

予1-6組1位 LINO KEIKI 予1-7組1位 FIRST KIDS IZU 予2-4組1位 ニトロキッズ 予2-1組2位 lucky fields

2回戦 年中の部

各組2位までは準決勝へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

なかやま りょう いしだ こう いわもと かずき

201 中山 諒 1位 215 石田 煌 2位 204 岩本 和樹 3位

#1-1組1位 #1-2組2位 #1-3組2位

ひわたし こうえい うじべ てつ しみず けいすけ

208 樋渡 皇瑛 1位 221 氏部 哲 2位 206 清水 奎介 3位

#1-2組1位 ニトロキッズ #1-1組2位 #1-4組2位 GRASS HOPPERS

おがわ みんと わたなべ ゆうま さかい　つばさ

210 小川 海音 2位 225 渡辺 佑麻 1位 202 酒井 翼 3位

#1-3組1位 temeriver #1-6組1位 FIRST KIDS IZU #1-5組2位 マッハ・TR

かきぎ ゆうご あらい みさき もとはし りく

213 柿木 裕互 1位 217 新井 海咲 3位 224 本橋 陸 2位

#1-4組1位 相模原Team Rust-eze #1-5組1位 湘南happiness☆ #1-6組2位 LINO KEIKI

1組

2組

3組

6組

1コース 2コース 3コース

1組

2組

4コース

4組

4組

5組

3組

1コース 2コース 3コース 4コース
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準決勝 年中の部

各組2位までは決勝へ、3位以下は順位決定戦へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

なかやま りょう わたなべ ゆうま うじべ てつ もとはし りく

201 中山 諒 2位 225 渡辺 佑麻 1位 221 氏部 哲 4位 224 本橋 陸 3位

#2-1組1位 #2-3組1位 FIRST KIDS IZU #2-2組2位 #2-4組2位 LINO KEIKI

ひわたし こうえい かきぎ ゆうご いしだ こう おがわ みんと

208 樋渡 皇瑛 2位 213 柿木 裕互 1位 215 石田 煌 4位 210 小川 海音 3位

#2-2組1位 ニトロキッズ #2-4組1位 相模原Team Rust-eze #2-1組2位 #2-3組2位 temeriver

5-8位順位決定戦 年中の部

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

もとはし りく おがわ みんと うじべ てつ いしだ こう

224 本橋 陸 1位 210 小川 海音 4位 221 氏部 哲 2位 215 石田 煌 3位

#1-1組3位 LINO KEIKI #1-2組3位 temeriver #1-1組4位 #1-2組4位

決勝 年中の部

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

わたなべ ゆうま かきぎ ゆうご なかやま りょう ひわたし こうえい

225 渡辺 佑麻 1位 213 柿木 裕互 2位 201 中山 諒 4位 208 樋渡 皇瑛 3位

#1-1組1位 FIRST KIDS IZU #1-2組1位 相模原Team Rust-eze #1-1組2位 #1-2組2位 ニトロキッズ

最終順位
No

1位 225

2位 213

3位 208

4位 201

5位 224

6位 221

7位 215

8位 210

4コース1コース 2コース 3コース

2コース 3コース

1組

2組

4コース

1組

1コース 2コース 3コース 4コース

1コース

1組

氏名 フリガナ 都道府県 性別 チーム名

FIRST KIDS IZU
柿木 裕互 かきぎ ゆうご 神奈川県 男 相模原Team Rust-eze

渡辺 佑麻 わたなべ ゆうま 静岡県 男

ニトロキッズ
中山 諒 なかやま りょう 静岡県 男

樋渡 皇瑛 ひわたし こうえい 東京都 男

LINO KEIKI
氏部 哲 うじべ てつ 神奈川県 男

本橋 陸 もとはし りく 埼玉県 男

小川 海音 おがわ みんと 東京都 男 temeriver

石田 煌 いしだ こう 神奈川県 男

http://izu-hawaiians.com/
http://fmis.jp/
http://www.toikinzan.com/
http://www.nijinosato.com/


 

 

 
第 1戦 平成 27年 4月 18日（土） 日本サイクルスポーツセンター ストライダーエンジョイ Park  

主催 一般財団法人日本サイクルスポーツセンター 後援 株式会社 FM IS 協賛 IZU・WORLDみんなの Hawaiians 特別協賛 土肥金山 修善寺虹の郷 

 

http://izu-hawaiians.com/         http://fmis.jp/       http://www.toikinzan.com/     http://www.nijinosato.com/ 

予選1回戦 年長の部

コースを変更し、3本走った順位により各組2位まで準決勝へ、3位以下は予選2回戦へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

もりしま けんゆう たしろ るきあ ふかさわ らる やまぐち ひろき

301 森島 輝友 2位 302 田代 琉晴 303 深澤 莱瑠 1位 304 山口 大輝 3位

マッハ・TR ニトロ キッズ

かきのき あきと しばみや いつき ねぎし こうせい むらかみ ひっと

305 柿木 耀斗 3位 306 芝宮 樹 2位 307 根岸 恒誠 1位 308 村上 飛斗 4位

LINO KEIKI 相模原teamRust-eze FIRST KIDS IZU ＠ VIT

いばた ひゅうが よこい こうたろう たけうち かいり

309 井端 日向雅 2位 310 横井 考太朗 1位 311 竹内 海里 3位

FIRST KIDS IZU FIRSTKIDS IZU

2組

3組

1組

Race 1 Class

1 2 3 1 2 3
301 もりしま けんゆう 男 年長 1 3 4 1 2 2 5 3

302 たしろ るきあ 男 年長 2 4 1 1 マッハ・TR

303 ふかさわ らる 男 年長 3 2 2 2 1 1 4 2 ニトロ キッズ

304 やまぐち ひろき 男 年長 4 1 3 3 3 3 9 4

Race 2 Class

1 2 3 1 2 3

305 かきのき あきと 男 年長 1 3 4 3 4 3 10 3 LINO KEIKI

306 しばみや いつき 男 年長 2 4 1 2 2 2 6 2 相模原teamRust-eze

307 ねぎし こうせい 男 年長 3 2 2 1 1 1 3 1 FIRST KIDS IZU ＠ VIT

308 むらかみ ひっと 男 年長 4 1 3 4 3 4 11 4

Race 3 Class

1 2 3 1 2 3
309 いばた ひゅうが 男 年長 1 3 4 2 2 2 6 2 FIRST KIDS IZU

310 よこい こうたろう 男 年長 2 4 1 1 1 1 3 1
311 たけうち かいり 男 年長 3 2 2 3 3 3 9 3 FIRSTKIDS IZU

4 1 3

横井 考太朗

R

A

N

K

柿木 耀斗
芝宮 樹

竹内 海里

根岸 恒誠

Position

森島 輝友

No.

年長　予選1回戦1組

田代 琉晴
深澤 莱瑠
山口 大輝

No.

チーム名

チーム名

T

T

L

R

A

N

K

Position

Result

Result

T

T

L
NAME

NAME

年長　予選1回戦3組

Position

Result

村上 飛斗

井端 日向雅

No.

R

A

N

K

NAME

年長　予選1回戦2組
T

T

L
チーム名
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予選2回戦 年長の部

各組1位は準決勝へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

やまぐち ひろき たけうち かいり むらかみ ひっと

304 山口 大輝 1位 311 竹内 海里 3位 308 村上 飛斗 2位

予1-1組3位 予1-3組3位 FIRSTKIDS IZU 予1-2組4位

かきのき あきと

305 柿木 耀斗 1位

予1-2組3位 LINO KEIKI 予1-1組4位 予1-3組4位

準決勝 年長の部

各組2位までは決勝へ、3位以下は順位決定戦へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

ふかさわ らる よこい こうたろう しばみや いつき やまぐち ひろき

303 深澤 莱瑠 1位 310 横井 考太朗 3位 306 芝宮 樹 2位 304 山口 大輝 4位

予1-1組1位 ニトロ キッズ 予1-3組1位 予1-2組2位 相模原teamRust-eze 予2-1組1位

ねぎし こうせい もりしま けんゆう いばた ひゅうが かきのき あきと

307 根岸 恒誠 1位 301 森島 輝友 2位 309 井端 日向雅 4位 305 柿木 耀斗 3位

予1-2組1位 FIRST KIDS IZU ＠ VIT 予1-1組2位 予1-3組2位 FIRST KIDS IZU 予2-2組1位 LINO KEIKI

5-8位順位決定戦 年長の部

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

よこい こうたろう かきのき あきと やまぐち ひろき いばた ひゅうが

310 横井 考太朗 3位 305 柿木 耀斗 1位 304 山口 大輝 4位 309 井端 日向雅 2位

#1-1組3位 #1-2組3位 LINO KEIKI #1-1組4位 #1-2組4位 FIRST KIDS IZU

決勝 年長の部

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

ふかさわ らる ねぎし こうせい しばみや いつき もりしま けんゆう

303 深澤 莱瑠 2位 307 根岸 恒誠 1位 306 芝宮 樹 4位 301 森島 輝友 3位

#1-1組1位 ニトロ キッズ #1-2組1位 FIRST KIDS IZU ＠ VIT #1-1組2位 相模原teamRust-eze #1-2組2位

最終順位
No

1位 307

2位 303

3位 301

4位 306

5位 305

6位 309

7位 310

8位 304 山口 大輝 やまぐち ひろき 東京都 男

横井 考太朗 よこい こうたろう 静岡県 男

LINO KEIKI
井端 日向雅 いばた ひゅうが 静岡県 男 FIRST KIDS IZU

柿木 耀斗 かきのき あきと 神奈川県 男

芝宮 樹 しばみや いつき 神奈川県 男 相模原teamRust-eze

森島 輝友 もりしま けんゆう 静岡県 男

FIRST KIDS IZU ＠ VIT

深澤 莱瑠 ふかさわ らる 神奈川県 男 ニトロ キッズ

根岸 恒誠 ねぎし こうせい 静岡県 男

1組

氏名 フリガナ 都道府県 性別 チーム名

1組

1コース 2コース 3コース 4コース

1コース 2コース 3コース

1組

2組

4コース

1組

2組

1コース 2コース 3コース 4コース

3コース 4コース1コース 2コース
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1回戦（コース1周） エキスパートの部

各組2位まで2回戦へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

もりしま けんゆう かわにし いおり かきぎ ゆうご

301 森島 輝友 2位 211 河西 伊織 213 柿木 裕互 1位

相模原Team Rust-eze

ふかさわ らる おがわ みんと あらい みさき あいづ さくら

303 深澤 莱瑠 1位 210 小川 海音 3位 217 新井 海咲 2位 4 会津 咲良

ニトロ キッズ temeriver 湘南happiness☆

やまぐち ひろき おりはら こうだい ふくい はると しげひろ なこ

304 山口 大輝 1位 209 折原 煌泰 2位 220 福井 温大 1 重廣 菜胡

lucky fields TEAM STANDARD LINE4

しばみや いつき かめい さくら わたなべ ゆうま ふかさわ るめ

306 芝宮 樹 2位 205 亀井 さくら 3位 225 渡辺 佑麻 1位 115 深澤 瑠萌 4位

相模原teamRust-eze 相模原Team Rust-eze FIRST KIDS IZU ニトロ キッズ

ねぎし こうせい いわもと かずき まえだ やまと なかむら しでん

307 根岸 恒誠 1位 204 岩本 和樹 2位 226 前田 大和 3位 114 中村 蒔伝 4位

FIRST KIDS IZU ＠ VIT TEAM RIVER

たけうち かいり なかやま りょう わたい けんた たけうち みつき

311 竹内 海里 3位 201 中山 諒 2位 101 渡井 健太 1位 109 竹内 海希 4位

FIRSTKIDS IZU FIRST KIDS IZU FIRSTKIDS IZU

2回戦（コース2周） エキスパートの部

各組2位までは準決勝へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

かきぎ ゆうご やまぐち ひろき あらい みさき

213 柿木 裕互 1位 304 山口 大輝 3位 217 新井 海咲 2位

#1-1組1位 相模原Team Rust-eze #1-3組1位 #1-2組2位 湘南happiness☆

ふかさわ らる もりしま けんゆう おりはら こうだい

303 深澤 莱瑠 1位 301 森島 輝友 2位 209 折原 煌泰 3位

#1-2組1位 ニトロ キッズ #1-1組2位 #1-3組2位 lucky fields

わたなべ ゆうま わたい けんた いわもと かずき

225 渡辺 佑麻 1位 101 渡井 健太 2位 204 岩本 和樹 3位

#1-4組1位 FIRST KIDS IZU #1-6組1位 FIRST KIDS IZU #1-5組2位

ねぎし こうせい しばみや いつき なかやま りょう

307 根岸 恒誠 1位 306 芝宮 樹 2位 201 中山 諒 3位

#1-5組1位 FIRST KIDS IZU ＠ VIT #1-4組2位 相模原teamRust-eze #1-6組2位

4組

3組

1コース 2コース 3コース 4コース

1組

2組

3組

5組

6組

4組

1コース 2コース 3コース 4コース

1組

2組
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準決勝（コース2周） エキスパートの部

各組2位までは決勝へ、3位以下は順位決定戦へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

かきぎ ゆうご わたなべ ゆうま もりしま けんゆう しばみや いつき

213 柿木 裕互 2位 225 渡辺 佑麻 3位 301 森島 輝友 4位 306 芝宮 樹 1位

#2-1組1位 相模原Team Rust-eze #2-3組1位 FIRST KIDS IZU #2-2組2位 #2-4組2位 相模原teamRust-eze

ふかさわ らる ねぎし こうせい あらい みさき わたい けんた

303 深澤 莱瑠 2位 307 根岸 恒誠 1位 217 新井 海咲 3位 101 渡井 健太 4位

#2-2組1位 ニトロ キッズ #2-4組1位 FIRST KIDS IZU ＠ VIT #2-1組2位 湘南happiness☆ #2-3組2位 FIRST KIDS IZU

5-8位順位決定戦（コース2周） エキスパートの部

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

わたなべ ゆうま あらい みさき もりしま けんゆう わたい けんた

225 渡辺 佑麻 1位 217 新井 海咲 4位 301 森島 輝友 2位 101 渡井 健太 3位

#1-1組3位 FIRST KIDS IZU #1-2組3位 湘南happiness☆ #1-1組4位 #1-2組4位 FIRST KIDS IZU

決勝（コース2周） エキスパートの部

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

しばみや いつき ねぎし こうせい かきぎ ゆうご ふかさわ らる

306 芝宮 樹 2位 307 根岸 恒誠 1位 213 柿木 裕互 4位 303 深澤 莱瑠 3位

#1-1組1位 相模原teamRust-eze #1-2組1位 FIRST KIDS IZU ＠ VIT #1-1組2位 相模原Team Rust-eze #1-2組2位 ニトロ キッズ

最終順位
No

1位 307

2位 306

3位 303

4位 213

5位 225

6位 301

7位 101

8位 217

FIRST KIDS IZU
新井 海咲 あらい みさき 神奈川県 女 湘南happiness☆

渡井 健太 わたい けんた 静岡県 男

FIRST KIDS IZU
森島 輝友 もりしま けんゆう 静岡県 男

渡辺 佑麻 わたなべ ゆうま 静岡県 男

ニトロ キッズ
柿木 裕互 かきぎ ゆうご 神奈川県 男 相模原Team Rust-eze

深澤 莱瑠 ふかさわ らる 神奈川県 男

FIRST KIDS IZU ＠ VIT

芝宮 樹 しばみや いつき 神奈川県 男 相模原teamRust-eze

根岸 恒誠 ねぎし こうせい 静岡県 男

1組

氏名 フリガナ 都道府県 性別 チーム名

1組

1コース 2コース 3コース 4コース

1コース 2コース 3コース

1組

2組

4コース

1コース 2コース 3コース 4コース
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ラン & ランバイクレース

未就園児の部 年長の部

No 氏名 順位 No 氏名 順位

しげひろ なこ もりしま けんゆう

1 重廣 菜胡 5位 301 森島 輝友 1位

LINE4

まつだ れな たしろ るきあ

2 松田 怜奈 302 田代 琉晴

松崎ッズ マッハ・TR

わたなべ しんのすけ ふかさわ らる

3 渡辺 真乃介 303 深澤 莱瑠 6位

ニトロ キッズ

あいづ さくら やまぐち ひろき

4 会津 咲良 304 山口 大輝 9位

おの さくたろう かきのき あきと

5 小野 咲太朗 6位 305 柿木 耀斗 5位

LINO KEIKI

こやま ろく しばみや いつき

6 小山 楼空 1位 306 芝宮 樹 2位

相模原teamRust-eze

のむら じょうじ ねぎし こうせい

7 野村 丞二 307 根岸 恒誠 3位

FIRST KIDS IZU ＠ VIT

もとはし ちか むらかみ ひっと

8 本橋 知花 308 村上 飛斗 7位

LINO KEIKI

いしだ せい いばた ひゅうが

9 石田 晟 4位 309 井端 日向雅 8位

FIRST KIDS IZU

かめい けんしん よこい こうたろう

10 亀井 健新 3位 310 横井 考太朗 4位

相模原Team Rust-eze

つじた じゅんたろう たけうち かいり

11 辻田 潤太郎 2位 311 竹内 海里

ニトロキッズ FIRSTKIDS IZU

もちづき ゆうや

12 望月 悠矢 7位

4

未就園児の部 決勝 年長の部 決勝

1

2

11

6

7

8

9

10

12

3

5
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年少の部

各組3位までは決勝へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

わたい けんた みずしま るい わたい けんた

101 渡井 健太 1位 111 水島 琉偉 6位 101 渡井 健太 1位

FIRST KIDS IZU 予1組1位

かわぐち まさき いちだ れな おの きょうたろう

102 川口 真実希 4位 112 市田 玲奈 107 小野 京太朗 3位

予1組2位

しまざき ゆうげん みつやま なおき いばた れいが

103 島崎 裕源 113 光山 直輝 3位 105 井端 蓮衣雅 4位

横浜本牧レーシング@VIT 予1組3位

のざか とうま なかむら しでん かきのき はやと

104 野坂　 透麻 114 中村 蒔伝 4位 117 柿木 駿斗 2位

Ｃ．Ｃ．ＹＯＵ TEAM RIVER 予2組1位

いばた れいが ふかさわ るめ ふかさわ るめ

105 井端 蓮衣雅 3位 115 深澤 瑠萌 2位 115 深澤 瑠萌 5位

FIRST KIDS IZU ニトロ キッズ 予2組2位

あきやま みひろ かねだ まさと みつやま なおき

106 秋山 海昊 116 金田 将斗 5位 113 光山 直輝 6位

らせるたＪｒ 予2組3位

おの きょうたろう かきのき はやと

107 小野 京太朗 2位 117 柿木 駿斗 1位

LINO KEIKI

きたの ひなた くさがや えいた

108 北野 陽大 5位 118 草谷 瑛太

たけうち みつき すずき らら

109 竹内 海希 119 鈴木 來空

FIRSTKIDS IZU FIRST KIDS IZU

はらかわ ゆうわ

110 原川 結羽 6位

年少の部 決勝

1

2

年少の部 予選1組 年少の部 予選2組

5

6

3

4

9

10

7

8
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年中の部

各組3位までは決勝へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

なかやま りょう おがわ みんと のざき ひなた ひわたし こうえい

201 中山 諒 2位 210 小川 海音 4位 219 野崎 陽詩 3位 208 樋渡 皇瑛 3位

temeriver 予1組1位

さかい　つばさ かわにし いおり ふくい はると なかやま りょう

202 酒井 翼 211 河西 伊織 220 福井 温大 5位 201 中山 諒 8位

マッハ・TR 予1組2位

まつだ たいせい なかの たいせい うじべ てつ いわもと かずき

203 松田 大誠 212 中野 太惺 6位 221 氏部 哲 4位 204 岩本 和樹 4位

松崎ッズ GRASS　HOPPERS 予1組3位

いわもと かずき かきぎ ゆうご さの はるうみ そりはし はるま

204 岩本 和樹 3位 213 柿木 裕互 2位 222 佐野 陽海 218 反橋 遥摩 7位

相模原Team Rust-eze 予2組1位

かめい さくら やすいけ ゆずき すぎもと けいじ かきぎ ゆうご

205 亀井 さくら 5位 214 安池 柚輝 7位 223 杉本 恵史 213 柿木 裕互 2位

相模原Team Rust-eze 予2組2位

しみず けいすけ いしだ こう もとはし りく あらい みさき

206 清水 奎介 6位 215 石田 煌 5位 224 本橋 陸 1位 217 新井 海咲 1位

GRASS HOPPERS 予2組3位

たしろ くれあ おさだ るきあ わたなべ ゆうま もとはし りく

207 田代 玖亜 216 長田 琉煌 8位 225 渡辺 佑麻 2位 224 本橋 陸 9位

マッハ・TR 予3組1位

ひわたし こうえい あらい みさき まえだ やまと わたなべ ゆうま

208 樋渡 皇瑛 1位 217 新井 海咲 3位 226 前田 大和 6位 225 渡辺 佑麻 5位

ニトロキッズ 湘南happiness☆ 予3組2位

おりはら こうだい そりはし はるま さいじょう まさひろ のざき ひなた

209 折原 煌泰 4位 218 反橋 遥摩 1位 227 西條 真弘 7位 219 野崎 陽詩 6位

lucky fields B→ts 予3組3位

年中の部 決勝

1

2

年中の部 予選1組 年中の部 予選2組 年中の部 予選3組

5

6

3

4

9

7

8
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がんばったで賞 未就園児の部

No

10

3

7

渡辺 真乃介 わたなべ しんのすけ 静岡県 男
野村 丞二 のむら じょうじ 静岡県 男

氏名 フリガナ 都道府県 性別 チーム名

亀井 健新 かめい けんしん 神奈川県 男 相模原Team Rust-eze

 

 

がんばったで賞 年少の部

No

104

105

119

井端 蓮衣雅 いばた れいが 静岡県 男 FIRST KIDS IZU
鈴木 來空 すずき らら 静岡県 女 FIRST KIDS IZU

氏名 フリガナ 都道府県 性別 チーム名

野坂　 透麻 のざか とうま 静岡県 男 Ｃ．Ｃ．ＹＯＵ

 

 

がんばったで賞 年中の部

No

217

223 杉本 恵史 すぎもと けいじ 静岡県 男

氏名 フリガナ 都道府県 性別 チーム名

新井 海咲 あらい みさき 神奈川県 女 湘南happiness☆

 

 

がんばったで賞 年長の部

No

311

304

308

山口 大輝 やまぐち ひろき 東京都 男
村上 飛斗 むらかみ ひっと 静岡県 男

氏名 フリガナ 都道府県 性別 チーム名

竹内 海里 たけうち かいり 静岡県 男 FIRSTKIDS IZU
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