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大会結果 

予選1本目 未就園児の部

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

しげひろ なこ うえき みそら いしだ せい たかはま はるき

1 重廣 菜胡 1位 2 上木 天 3 石田 晟 3位 4 高浜 遙輝 2位

LINE4

もちづき ゆうや やまだ にしき わたなべ そうた こやま ろく

5 望月 悠矢 2位 6 山田 虹織 3位 7 渡辺 蒼太 8 小山 楼空 1位

つちや そうすけ むらまつ かなめ こばやし たつのり まつだ れな

9 土屋 壮佑 2位 10 村松 要 4位 11 小林 達規 1位 12 松田 怜奈 3位

ふじさわ としなり いけだ りゅうせい おおはた こうすけ つじた じゅんたろう

13 藤澤 寿成 1位 14 池田 龍生 2位 15 大畑 孝輔 4位 16 辻田 潤太郎 3位

Freeｄom Bikes STAY GOLD ニトロキッズ

予選2本目 未就園児の部

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

いしだ せい まつだ れな おおはた こうすけ

3 石田 晟 2位 12 松田 怜奈 3位 15 大畑 孝輔 1位

予1-1組3位 予1-3組3位 予1-2組4位 予1-4組4位

やまだ にしき つじた じゅんたろう むらまつ かなめ

6 山田 虹織 2位 16 辻田 潤太郎 1位 10 村松 要 3位

予1-2組3位 予1-4組3位 ニトロキッズ 予1-1組4位 予1-3組4位

1回戦 未就園児の部

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

しげひろ なこ いけだ りゅうせい おおはた こうすけ

1 重廣 菜胡 3位 14 池田 龍生 1位 15 大畑 孝輔 2位

予1-1組1位 LINE4 予1-4組2位 STAY GOLD 予2-1組1位

こやま ろく つちや そうすけ つじた じゅんたろう

8 小山 楼空 1位 9 土屋 壮佑 3位 16 辻田 潤太郎 2位

予1-2組1位 予1-3組2位 予2-2組1位 ニトロキッズ

こばやし たつのり もちづき ゆうや いしだ せい

11 小林 達規 1位 5 望月 悠矢 3位 3 石田 晟 2位

予1-3組1位 予1-2組2位 予2-1組2位

ふじさわ としなり たかはま はるき やまだ にしき

13 藤澤 寿成 1位 4 高浜 遙輝 2位 6 山田 虹織 3位

予1-4組1位 Freeｄom Bikes 予1-1組2位 予2-2組2位

4組

1組

2組

3組

4コース

1コース 2コース 3コース

1組

1コース 2コース 3コース

2組

3組

4組

4コース

4コース

1組

2組

1コース 2コース 3コース
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http://fmis.jp/
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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

いけだ りゅうせい こばやし たつのり つじた じゅんたろう たかはま はるき

14 池田 龍生 2位 11 小林 達規 3位 16 辻田 潤太郎 1位 4 高浜 遙輝 4位

#1-1組1位 STAY GOLD #1-3組1位 #1-2組2位 ニトロキッズ #1-4組2位

こやま ろく ふじさわ としなり おおはた こうすけ いしだ せい

8 小山 楼空 2位 13 藤澤 寿成 1位 15 大畑 孝輔 4位 3 石田 晟 3位

#1-2組1位 #1-4組1位 Freeｄom Bikes #1-1組2位 #1-3組2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

こばやし たつのり いしだ せい たかはま はるき おおはた こうすけ

11 小林 達規 1位 3 石田 晟 4位 4 高浜 遙輝 2位 15 大畑 孝輔 3位

#1-1組3位 #1-2組3位 #1-1組4位 #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

つじた じゅんたろう ふじさわ としなり いけだ りゅうせい こやま ろく

16 辻田 潤太郎 2位 13 藤澤 寿成 3位 14 池田 龍生 1位 8 小山 楼空 4位

#1-1組1位 ニトロキッズ #1-2組1位 Freeｄom Bikes #1-1組2位 STAY GOLD #1-2組2位

最終順位
No

1位 14

2位 16

3位 13

4位 8

5位 11

6位 4

7位 15

8位 3 石田 晟 いしだ せい 神奈川県 男

大畑 孝輔 おおはた こうすけ 静岡県 男

高浜 遙輝 たかはま はるき 神奈川県 男

小林 達規 こばやし たつのり 東京都 男

Freeｄom Bikes
小山 楼空 こやま ろく 静岡県 男

藤澤 寿成 ふじさわ としなり 長野県 男

STAY GOLD
辻田 潤太郎 つじた じゅんたろう 神奈川県 男 ニトロキッズ

池田 龍生 いけだ りゅうせい 千葉県 男

1組

氏名 フリガナ 都道府県 性別 チーム名

1コース 2コース 3コース 4コース

2コース 3コース

4コース

1組

4コース

1組

1コース

2組

1コース 2コース 3コース
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http://fmis.jp/
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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 うちだ あつと かわぐち まさき

101 渡井 健太 1位 102 内田 敦都 103 川口 真実希 2位

FIRST KIDSKIN IZU

たけうち みつき ほり ぎんじ やすもり あゆ

104 竹内 海希 1位 105 堀 銀志 3位 106 安森 亜優 2位

FIRST KIDS IZU

わたなべ みれい あきやま みひろ いけだ はるき かきのき はやと

107 渡邉 美玲 2位 108 秋山 海昊 109 池田 晴紀 110 柿木 駿斗 1位

ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ

すずき たいが のざか とうま みつやま なおき やぎ しりゅう

111 鈴木 大雅 4位 112 野坂 透麻 3位 113 光山 直輝 1位 114 八木 獅龍 2位

C.C.YOU 横浜本牧レーシング@VIT

えんどう そらと しみず りょうた ふじまき かねひら むとう みお

115 遠藤 空翔 4位 116 清水 椋太 2位 117 藤巻 兼平 1位 118 武藤 心緒 3位

ニトロキッズ りす組

いいだ こうき かわぐち かずま はらかわ ゆうわ ふせ りひと

119 飯田 昊暉 1位 120 川口 主馬 2位 121 原川 結羽 122 布施 璃人

ニトロキッズ

ふかさわ るめ たたら げんすけ きむら しと しまざき ゆうげん

123 深澤 瑠萌 1位 124 多々良 絃介 2位 125 木村 詩斗 4位 126 島崎 裕源 3位

ニトロ キッズ 湘南happiness★

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

すずき たいが

111 鈴木 大雅

予1-1組3位 予1-3組3位 予1-4組4位

ほり ぎんじ のざか とうま

105 堀 銀志 1位 112 野坂 透麻

予1-2組3位 予1-4組3位 C.C.YOU 予1-3組4位

むとう みお しまざき ゆうげん

118 武藤 心緒 2位 126 島崎 裕源 1位

予1-5組3位 予1-7組3位 予1-6組4位

えんどう そらと きむら しと

115 遠藤 空翔 2位 125 木村 詩斗 1位

予1-6組3位 予1-5組4位 予1-7組4位

4コース

1組

2組

1コース 2コース 3コース

4コース

5組

6組

3組

4組

1組

2組

7組

1コース 2コース 3コース

3組

4組

http://www.surugabank.co.jp/
http://fmis.jp/
http://www.toikinzan.com/
http://www.nijinosato.com/
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1回戦 年少の部

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

わたい けんた しみず りょうた かわぐち かずま

101 渡井 健太 1位 116 清水 椋太 2位 120 川口 主馬 3位

予1-1組1位 FIRST KIDSKIN IZU 予1-5組2位 ニトロキッズ 予1-6組2位

たけうち みつき やぎ しりゅう たたら げんすけ

104 竹内 海希 2位 114 八木 獅龍 3位 124 多々良 絃介 1位

予1-2組1位 FIRST KIDS IZU 予1-4組2位 予1-7組2位 湘南happiness★

かきのき はやと わたなべ みれい えんどう そらと

110 柿木 駿斗 1位 107 渡邉 美玲 2位 115 遠藤 空翔 3位

予1-3組1位 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ 予1-3組2位 予2-1組1位 予2-4組2位

みつやま なおき やすもり あゆ ほり ぎんじ むとう みお

113 光山 直輝 1位 106 安森 亜優 3位 105 堀 銀志 2位 118 武藤 心緒 4位

予1-4組1位横浜本牧レーシング@VIT 予1-2組2位 予2-2組1位 予2-3組2位

ふじまき かねひら かわぐち まさき しまざき ゆうげん

117 藤巻 兼平 1位 103 川口 真実希 3位 126 島崎 裕源 2位

予1-5組1位 りす組 予1-1組2位 予2-3組1位 予2-2組2位

いいだ こうき ふかさわ るめ きむら しと

119 飯田 昊暉 3位 123 深澤 瑠萌 1位 125 木村 詩斗 2位

予1-6組1位 予1-7組1位 ニトロ キッズ 予2-4組1位 予2-1組2位

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 たけうち みつき わたなべ みれい

101 渡井 健太 1位 104 竹内 海希 2位 107 渡邉 美玲 3位

#1-1組1位 FIRST KIDSKIN IZU #1-2組2位 FIRST KIDS IZU #1-3組2位

たたら げんすけ しみず りょうた ほり ぎんじ

124 多々良 絃介 1位 116 清水 椋太 3位 105 堀 銀志 2位

#1-2組1位 湘南happiness★ #1-1組2位 ニトロキッズ #1-4組2位

かきのき はやと ふかさわ るめ しまざき ゆうげん

110 柿木 駿斗 2位 123 深澤 瑠萌 1位 126 島崎 裕源 3位

#1-3組1位 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ #1-6組1位 ニトロ キッズ #1-5組2位

みつやま なおき ふじまき かねひら きむら しと

113 光山 直輝 1位 117 藤巻 兼平 2位 125 木村 詩斗 3位

#1-4組1位 横浜本牧レーシング@VIT #1-5組1位 りす組 #1-6組2位

1コース 2コース 3コース

3組

4組

4コース

1組

2組

1コース 2コース 3コース

5組

6組

3組

4組

4コース

1組

2組

http://www.surugabank.co.jp/
http://fmis.jp/
http://www.toikinzan.com/
http://www.nijinosato.com/
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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 ふかさわ るめ ほり ぎんじ ふじまき かねひら

101 渡井 健太 1位 123 深澤 瑠萌 2位 105 堀 銀志 4位 117 藤巻 兼平 3位

#2-1組1位 FIRST KIDSKIN IZU #2-3組1位 ニトロ キッズ #2-2組2位 #2-4組2位 りす組

たたら げんすけ みつやま なおき たけうち みつき かきのき はやと

124 多々良 絃介 1位 113 光山 直輝 3位 104 竹内 海希 2位 110 柿木 駿斗 4位

#2-2組1位 湘南happiness★ #2-4組1位 横浜本牧レーシング@VIT #2-1組2位 FIRST KIDS IZU #2-3組2位 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ

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

ふじまき かねひら みつやま なおき ほり ぎんじ かきのき はやと

117 藤巻 兼平 3位 113 光山 直輝 1位 105 堀 銀志 4位 110 柿木 駿斗 2位

#1-1組3位 りす組 #1-2組3位 横浜本牧レーシング@VIT #1-1組4位 #1-2組4位 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ

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 たたら げんすけ ふかさわ るめ たけうち みつき

101 渡井 健太 1位 124 多々良 絃介 2位 123 深澤 瑠萌 3位 104 竹内 海希 4位

#1-1組1位 FIRST KIDSKIN IZU #1-2組1位 湘南happiness★ #1-1組2位 ニトロ キッズ #1-2組2位 FIRST KIDS IZU

最終順位
No

1位 101

2位 124

3位 123

4位 104

5位 113

6位 110

7位 117

8位 105

3コース

2コース 3コース

4コース

1組

2組

1コース 2コース

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 KIDSKIN IZU
多々良 絃介 たたら げんすけ 静岡県 男 湘南happiness★

渡井 健太 わたい けんた 静岡県 男

ニトロ キッズ
竹内 海希 たけうち みつき 静岡県 男 FIRST KIDS IZU

深澤 瑠萌 ふかさわ るめ 神奈川県 女

横浜本牧レーシング@VIT

柿木 駿斗 かきのき はやと 神奈川県 男 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ

光山 直輝 みつやま なおき 神奈川県 男

りす組
堀 銀志 ほり ぎんじ 神奈川県 男

藤巻 兼平 ふじまき かねひら 静岡県 男
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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

かきぎ ゆうご あおき はるま いとう てるは しみず けいすけ

201 柿木 裕互 1位 202 青木 悠馬 3位 203 伊藤 耀葉 204 清水 奎介 2位

相模原Team Rust-eze Light & a wind GRASS HOPPERS

あらい みさき おがわ みんと なかやま りょう むらまつ あまね

205 新井 海咲 1位 206 小川 海音 3位 207 中山 諒 2位 208 村松 周 4位

湘南happiness☆ TEME RIVER

ひわたし こうえい いしだ　 こう おさだ るきあ さいじょう まさひろ

209 樋渡 皇瑛 1位 210 石田 煌 4位 211 長田 琉煌 3位 212 西條 真弘 2位

ニトロキッズ

のざき ひなた みうら はくな やまだ たびひと おりはら こうだい

213 野崎 陽詩 3位 214 三浦 珀那 1位 215 山田 旅人 2位 216 折原 煌泰 4位

ニトロキッズ Freedom Bikes Lucky  Fields

わたなべ ゆうま さいとう こあ なかの たいせい くりた ともちか

217 渡辺 佑麻 1位 218 斉藤 こあ 2位 219 中野 太惺 4位 220 栗田 智央 3位

FIRST KIDS IZU ニトロキッズ grass hoppers

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

あおき はるま のざき ひなた むらまつ あまね なかの たいせい

202 青木 悠馬 3位 213 野崎 陽詩 2位 208 村松 周 4位 219 中野 太惺 1位

予1-1組3位 Light & a wind 予1-4組3位 ニトロキッズ 予1-2組4位 予1-5組4位 grass hoppers

おがわ みんと くりた ともちか いしだ　 こう

206 小川 海音 1位 220 栗田 智央 3位 210 石田 煌 2位

予1-2組3位 TEME RIVER 予1-5組3位 予1-3組4位

おさだ るきあ おりはら こうだい

211 長田 琉煌 2位 216 折原 煌泰 1位

予1-3組3位 予1-1組4位 予1-4組4位 Lucky  Fields

4コース

1組

2組

1コース 2コース 3コース

3コース 4コース

3組

4組

1組

2組

5組

1コース 2コース

3組
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1回戦 年中の部

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

かきぎ ゆうご さいじょう まさひろ やまだ たびひと おさだ るきあ

201 柿木 裕互 1位 212 西條 真弘 3位 215 山田 旅人 2位 211 長田 琉煌 4位

予1-1組1位 相模原Team Rust-eze 予1-3組2位 予1-4組2位 予2-3組2位

あらい みさき なかやま りょう さいとう こあ いしだ　 こう

205 新井 海咲 1位 207 中山 諒 2位 218 斉藤 こあ 4位 210 石田 煌 3位

予1-2組1位 湘南happiness☆ 予1-2組2位 予1-5組2位 ニトロキッズ 予2-2組2位

ひわたし こうえい しみず けいすけ なかの たいせい のざき ひなた

209 樋渡 皇瑛 1位 204 清水 奎介 4位 219 中野 太惺 3位 213 野崎 陽詩 2位

予1-3組1位 ニトロキッズ 予1-1組2位 GRASS HOPPERS 予2-1組1位 grass hoppers 予2-1組2位 ニトロキッズ

みうら はくな わたなべ ゆうま おがわ みんと おりはら こうだい

214 三浦 珀那 1位 217 渡辺 佑麻 2位 206 小川 海音 3位 216 折原 煌泰 4位

予1-4組1位 Freedom Bikes 予1-5組1位 FIRST KIDS IZU 予2-2組1位 TEME RIVER 予2-3組1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

かきぎ ゆうご わたなべ ゆうま なかの たいせい

201 柿木 裕互 2位 217 渡辺 佑麻 1位 219 中野 太惺 3位

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

あらい みさき やまだ たびひと おがわ みんと

205 新井 海咲 2位 215 山田 旅人 1位 206 小川 海音 3位

#1-2組1位 湘南happiness☆ #1-1組2位 #1-4組3位 TEME RIVER

ひわたし こうえい なかやま りょう さいじょう まさひろ

209 樋渡 皇瑛 1位 207 中山 諒 2位 212 西條 真弘 3位

#1-3組1位 ニトロキッズ #1-2組2位 #1-1組3位

みうら はくな のざき ひなた いしだ　 こう

214 三浦 珀那 1位 213 野崎 陽詩 2位 210 石田 煌 3位

#1-4組1位 Freedom Bikes #1-3組2位 ニトロキッズ #1-2組3位

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

わたなべ ゆうま ひわたし こうえい あらい みさき のざき ひなた

217 渡辺 佑麻 3位 209 樋渡 皇瑛 1位 205 新井 海咲 2位 213 野崎 陽詩 4位

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

やまだ たびひと みうら はくな かきぎ ゆうご なかやま りょう

215 山田 旅人 3位 214 三浦 珀那 2位 201 柿木 裕互 1位 207 中山 諒 4位

#2-2組1位 #2-4組1位 Freedom Bikes #2-1組2位 相模原Team Rust-eze #2-3組2位

4コース

1組

2組

1コース 2コース 3コース

1コース 2コース 3コース

3組

4組

3コース

3組

4組

4コース

1組

2組

4コース

1組

2組

1コース 2コース
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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

わたなべ ゆうま やまだ たびひと のざき ひなた なかやま りょう

217 渡辺 佑麻 1位 215 山田 旅人 3位 213 野崎 陽詩 4位 207 中山 諒 2位

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

ひわたし こうえい かきぎ ゆうご あらい みさき みうら はくな

209 樋渡 皇瑛 1位 201 柿木 裕互 2位 205 新井 海咲 3位 214 三浦 珀那 4位

#1-1組1位 ニトロキッズ #1-2組1位 相模原Team Rust-eze #1-1組2位 湘南happiness☆ #1-2組2位 Freedom Bikes

最終順位
No

1位 209

2位 201

3位 205

4位 214

5位 217

6位 207

7位 215

8位 213

2コース 3コース 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

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

樋渡 皇瑛 ひわたし こうえい 東京都 男

湘南happiness☆
三浦 珀那 みうら はくな 長野県 男 Freedom Bikes

新井 海咲 あらい みさき 神奈川県 女

FIRST KIDS IZU
中山 諒 なかやま りょう 静岡県 男

渡辺 佑麻 わたなべ ゆうま 静岡県 男

野崎 陽詩 のざき ひなた 神奈川県 男 ニトロキッズ

山田 旅人 やまだ たびひと 神奈川県 男

http://www.surugabank.co.jp/
http://fmis.jp/
http://www.toikinzan.com/
http://www.nijinosato.com/


 

 
 

第 6戦 平成 27年 9月 26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 スルガ銀行 特別協賛 土肥金山 修善寺虹の郷 

 

 

http://www.surugabank.co.jp/          http://fmis.jp/       http://www.toikinzan.com/     http://www.nijinosato.com/ 

　
予選の3本の合計順位に基づき準決勝の組み合わせを作成する

Race 1 Class

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

302 たけうち かんすけ 男 年長 2 4 1 4 4 4 12 4
303 あおき りょうま 男 年長 3 2 2 3 3 3 9 3 Light & a wind

304 よこい こうたろう 男 年長 4 1 3 2 2 2 6 2

Race 2 Class

1 2 3 1 2 3
305 いしもと ゆうと 男 年長 1 3 4 3 3 3 9 3
306 たけうち こうすけ 男 年長 2 4 1 4 4 4 12 4
307 たたら そうすけ 男 年長 3 2 2 1 1 1 3 1 湘南happiness★

308 かきのき あきと 男 年長 4 1 3 2 2 2 6 2 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ

Race 3 Class

1 2 3 1 2 3

309 たけうち かいり 男 年長 1 3 4 1 1 1 3 1 FIRST KIDS IZU

310 いしもと けんと 男 年長 2 4 1 3 3 3 9 3
311 たけうち たいすけ 男 年長 3 2 2 4 4 4 12 4
312 ちば みらい 女 年長 4 1 3 2 2 2 6 2

柿木 耀斗

石本 健翔
竹内 汰輔
千葉 希夢

竹内 海里

NAME チーム名
T

T

L

予   選

横井 考太朗

深澤 莱瑠
竹内 貫輔
青木 涼馬

多々良 奏介
竹内 宏輔

NAME

石本 悠翔

年長　予選1回戦1組

年長　予選1回戦2組

Position
No.

No.

年長　予選1回戦3組

チーム名

Position Result

R

A

N

K

No.
Position Result

NAME

R

A

N

K

Result

チーム名
T

T

L

T

T

L

R

A

N

K

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

ふかさわ らる たけうち かんすけ あおき りょうま よこい こうたろう

301 深澤 莱瑠 1位 302 竹内 貫輔 4位 303 青木 涼馬 3位 304 横井 考太朗 2位

ニトロ キッズ Light & a wind

いしもと ゆうと たけうち こうすけ たたら そうすけ かきのき あきと

305 石本 悠翔 3位 306 竹内 宏輔 4位 307 多々良 奏介 1位 308 柿木 耀斗 2位

湘南happiness★ ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ

たけうち かいり いしもと けんと たけうち たいすけ ちば みらい

309 竹内 海里 1位 310 石本 健翔 3位 311 竹内 汰輔 4位 312 千葉 希夢 2位

FIRST KIDS IZU

1組

2組

3組
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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

あおき りょうま いしもと けんと たけうち こうすけ

303 青木 涼馬 1位 310 石本 健翔 2位 306 竹内 宏輔 3位

予1-1組3位 Light & a wind 予1-3組3位 予1-2組4位

いしもと ゆうと たけうち かんすけ たけうち たいすけ

305 石本 悠翔 1位 302 竹内 貫輔 3位 311 竹内 汰輔 2位

予1-2組3位 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 たけうち かいり かきのき あきと あおき りょうま

301 深澤 莱瑠 1位 309 竹内 海里 3位 308 柿木 耀斗 2位 303 青木 涼馬 4位

予1-1組1位 ニトロ キッズ 予1-3組1位 FIRST KIDS IZU 予1-2組2位 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ 予2-1組1位 Light & a wind

たたら そうすけ よこい こうたろう ちば みらい いしもと ゆうと

307 多々良 奏介 1位 304 横井 考太朗 4位 312 千葉 希夢 3位 305 石本 悠翔 2位

予1-2組1位 湘南happiness★ 予1-1組2位 予1-3組2位 予2-2組1位

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

たけうち かいり ちば みらい あおき りょうま よこい こうたろう

309 竹内 海里 1位 312 千葉 希夢 3位 303 青木 涼馬 4位 304 横井 考太朗 2位

#1-1組3位 FIRST KIDS IZU #1-2組3位 #1-1組4位 Light & a wind #1-2組4位

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 たたら そうすけ かきのき あきと いしもと ゆうと

301 深澤 莱瑠 4位 307 多々良 奏介 1位 308 柿木 耀斗 2位 305 石本 悠翔 3位

#1-1組1位 ニトロ キッズ #1-2組1位 湘南happiness★ #1-1組2位 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ #1-2組2位

最終順位
No

1位 307

2位 308

3位 305

4位 301

5位 309

6位 304

7位 312

8位 303

3コース 4コース

3コース

1組

2組

1コース 2コース

2コース 3コース

4コース

1組

2組

1コース 2コース

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

湘南happiness★
柿木 耀斗 かきのき あきと 神奈川県 男 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ

多々良 奏介 たたら そうすけ 静岡県 男

深澤 莱瑠 ふかさわ らる 神奈川県 男 ニトロ キッズ

石本 悠翔 いしもと ゆうと 静岡県 男

FIRST KIDS IZU
横井 考太朗 よこい こうたろう 静岡県 男

竹内 海里 たけうち かいり 静岡県 男

青木 涼馬 あおき りょうま 千葉県 男 Light & a wind

千葉 希夢 ちば みらい 神奈川県 女

http://www.surugabank.co.jp/
http://fmis.jp/
http://www.toikinzan.com/
http://www.nijinosato.com/


 

 
 

第 6戦 平成 27年 9月 26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 スルガ銀行 特別協賛 土肥金山 修善寺虹の郷 

 

 

http://www.surugabank.co.jp/          http://fmis.jp/       http://www.toikinzan.com/     http://www.nijinosato.com/ 

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

ふかさわ らる おさだ るきあ みうら はくな

301 深澤 莱瑠 2位 211 長田 琉煌 3位 214 三浦 珀那 1位

ニトロ キッズ Freedom Bikes

たけうち かんすけ ひわたし こうえい わたなべ ゆうま

302 竹内 貫輔 3位 209 樋渡 皇瑛 1位 217 渡辺 佑麻 2位

ニトロキッズ FIRST KIDS IZU

よこい こうたろう あらい みさき さいとう こあ わたなべ そうた

304 横井 考太朗 3位 205 新井 海咲 1位 218 斉藤 こあ 2位 7 渡辺 蒼太

湘南happiness☆ ニトロキッズ

たけうち こうすけ なかやま りょう わたい けんた うえき みそら

306 竹内 宏輔 3位 207 中山 諒 2位 101 渡井 健太 1位 2 上木 天

FIRST KIDSKIN IZU

たたら そうすけ おがわ みんと たけうち みつき ふかさわ るめ

307 多々良 奏介 1位 206 小川 海音 2位 104 竹内 海希 123 深澤 瑠萌 3位

湘南happiness★ TEME RIVER FIRST KIDS IZU ニトロ キッズ

たけうち かいり いとう てるは えんどう そらと たたら げんすけ

309 竹内 海里 203 伊藤 耀葉 115 遠藤 空翔 2位 124 多々良 絃介 1位

FIRST KIDS IZU 湘南happiness★

かきぎ ゆうご たけうち たいすけ ふじまき かねひら ふせ りひと

201 柿木 裕互 1位 311 竹内 汰輔 3位 117 藤巻 兼平 2位 122 布施 璃人

相模原Team Rust-eze りす組 ニトロキッズ

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

みうら はくな あらい みさき わたなべ ゆうま なかやま りょう

214 三浦 珀那 2位 205 新井 海咲 3位 217 渡辺 佑麻 1位 207 中山 諒 4位

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

ひわたし こうえい わたい けんた ふかさわ らる さいとう こあ

209 樋渡 皇瑛 3位 101 渡井 健太 2位 301 深澤 莱瑠 1位 218 斉藤 こあ 4位

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

たたら そうすけ かきぎ ゆうご えんどう そらと

307 多々良 奏介 1位 201 柿木 裕互 2位 115 遠藤 空翔 3位

#1-5組1位 湘南happiness★ #1-7組1位 相模原Team Rust-eze #1-6組2位

たたら げんすけ おがわ みんと ふじまき かねひら

124 多々良 絃介 1位 206 小川 海音 3位 117 藤巻 兼平 2位

#1-6組1位 湘南happiness★ #1-5組2位 TEME RIVER #1-7組2位 りす組

7組

4組

6組

4コース

1組

3組

1コース 2コース 3コース

2組

3組

5組

4組

2組

1コース 2コース 3コース 4コース

1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

わたなべ ゆうま たたら そうすけ わたい けんた ふじまき かねひら

217 渡辺 佑麻 2位 307 多々良 奏介 1位 101 渡井 健太 3位 117 藤巻 兼平 4位

#2-1組1位 FIRST KIDS IZU #2-3組1位 湘南happiness★ #2-2組2位 FIRST KIDSKIN IZU #2-4組2位 りす組

ふかさわ らる たたら げんすけ みうら はくな かきぎ ゆうご

301 深澤 莱瑠 1位 124 多々良 絃介 4位 214 三浦 珀那 2位 201 柿木 裕互 3位

#2-2組1位 ニトロ キッズ #2-4組1位 湘南happiness★ #2-1組2位 Freedom Bikes #2-3組2位 相模原Team Rust-eze

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

わたい けんた かきぎ ゆうご ふじまき かねひら たたら げんすけ

101 渡井 健太 1位 201 柿木 裕互 2位 117 藤巻 兼平 4位 124 多々良 絃介 3位

#1-1組3位 FIRST KIDSKIN IZU #1-2組3位 相模原Team Rust-eze #1-1組4位 りす組 #1-2組4位 湘南happiness★

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

たたら そうすけ ふかさわ らる わたなべ ゆうま みうら はくな

307 多々良 奏介 3位 301 深澤 莱瑠 1位 217 渡辺 佑麻 2位 214 三浦 珀那 4位

#1-1組1位 湘南happiness★ #1-2組1位 ニトロ キッズ #1-1組2位 FIRST KIDS IZU #1-2組2位 Freedom Bikes

最終順位
No

1位 301

2位 217

3位 307

4位 214

5位 101

6位 201

7位 124

8位 117

湘南happiness★
藤巻 兼平 ふじまき かねひら 静岡県 男 りす組

多々良 絃介 たたら げんすけ 静岡県 男
相模原Team Rust-eze

Freedom Bikes
FIRST KIDSKIN IZU

柿木 裕互 かきぎ ゆうご 神奈川県 男

FIRST KIDS IZU
たたら そうすけ 静岡県 男

渡井 健太 わたい けんた 静岡県 男

渡辺 佑麻 わたなべ ゆうま 静岡県 男
湘南happiness★

三浦 珀那 みうら はくな 長野県 男

多々良 奏介

1組

氏名 フリガナ 都道府県 性別

3コース 4コース

深澤 莱瑠 ふかさわ らる 神奈川県 男 ニトロ キッズ

3コース

2組

チーム名

1組

1コース 2コース

1組

4コース1コース 2コース

2コース 3コース 4コース1コース
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ラン & ランバイクレース

未就園児の部

No 氏名 順位 No 氏名 順位

しげひろ なこ つちや そうすけ

1 重廣 菜胡 3位 9 土屋 壮佑

LINE4

うえき みそら むらまつ かなめ

2 上木 天 10 村松 要 6位

いしだ せい こばやし たつのり

3 石田 晟 4位 11 小林 達規 3位

たかはま はるき まつだ れな

4 高浜 遙輝 12 松田 怜奈

もちづき ゆうや ふじさわ としなり

5 望月 悠矢 2位 13 藤澤 寿成 2位

Freeｄom Bikes

やまだ にしき いけだ りゅうせい

6 山田 虹織 5位 14 池田 龍生 4位

STAY GOLD

わたなべ そうた おおはた こうすけ

7 渡辺 蒼太 15 大畑 孝輔 5位

こやま ろく つじた じゅんたろう

8 小山 楼空 1位 16 辻田 潤太郎 1位

ニトロキッズ

6

8

7

2

3

4

5

1

1組 2組
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年少の部

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

わたい けんた いけだ はるき むとう みお

101 渡井 健太 1位 109 池田 晴紀 118 武藤 心緒 5位

FIRST KIDSKIN IZU

うちだ あつと かきのき はやと いいだ こうき

102 内田 敦都 110 柿木 駿斗 1位 119 飯田 昊暉 3位

ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ

かわぐち まさき すずき たいが かわぐち かずま

103 川口 真実希 2位 111 鈴木 大雅 6位 120 川口 主馬

たけうち みつき のざか とうま はらかわ ゆうわ

104 竹内 海希 112 野坂 透麻 121 原川 結羽

FIRST KIDS IZU C.C.YOU

ほり ぎんじ みつやま なおき ふせ りひと

105 堀 銀志 113 光山 直輝 5位 122 布施 璃人

横浜本牧レーシング@VIT ニトロキッズ

やすもり あゆ やぎ しりゅう ふかさわ るめ

106 安森 亜優 4位 114 八木 獅龍 2位 123 深澤 瑠萌 1位

ニトロ キッズ

わたなべ みれい えんどう そらと たたら げんすけ

107 渡邉 美玲 3位 115 遠藤 空翔 124 多々良 絃介 6位

湘南happiness★

あきやま みひろ しみず りょうた きむら しと

108 秋山 海昊 116 清水 椋太 4位 125 木村 詩斗 2位

ニトロキッズ

ふじまき かねひら しまざき ゆうげん

117 藤巻 兼平 3位 126 島崎 裕源 4位

りす組

8

9

4

5

6

7

3組

1

2

3

1組 2組
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年中の部

No 氏名 順位 No 氏名 順位

かきぎ ゆうご おさだ るきあ

201 柿木 裕互 4位 211 長田 琉煌

相模原Team Rust-eze

あおき はるま さいじょう まさひろ

202 青木 悠馬 7位 212 西條 真弘 6位

Light & a wind

いとう てるは のざき ひなた

203 伊藤 耀葉 213 野崎 陽詩 5位

ニトロキッズ

しみず けいすけ みうら はくな

204 清水 奎介 5位 214 三浦 珀那 1位

GRASS HOPPERS Freedom Bikes

あらい みさき やまだ たびひと

205 新井 海咲 1位 215 山田 旅人 3位

湘南happiness☆

おがわ みんと おりはら こうだい

206 小川 海音 216 折原 煌泰

TEME RIVER Lucky  Fields

なかやま りょう わたなべ ゆうま

207 中山 諒 3位 217 渡辺 佑麻 2位

FIRST KIDS IZU

むらまつ あまね さいとう こあ

208 村松 周 218 斉藤 こあ 4位

ニトロキッズ

ひわたし こうえい なかの たいせい

209 樋渡 皇瑛 2位 219 中野 太惺 7位

ニトロキッズ grass hoppers

いしだ　 こう くりた ともちか

210 石田 煌 6位 220 栗田 智央 8位

9

10

7

8

2

4

5

6

3

1組 2組

1
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年長の部

No 氏名 順位 No 氏名 順位

ふかさわ らる たたら そうすけ

301 深澤 莱瑠 1位 307 多々良 奏介 1位

ニトロ キッズ 湘南happiness★

たけうち かんすけ かきのき あきと

302 竹内 貫輔 308 柿木 耀斗

ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ

あおき りょうま たけうち かいり

303 青木 涼馬 3位 309 竹内 海里

Light & a wind FIRST KIDS IZU

よこい こうたろう いしもと けんと

304 横井 考太朗 2位 310 石本 健翔 2位

いしもと ゆうと たけうち たいすけ

305 石本 悠翔 311 竹内 汰輔

たけうち こうすけ ちば みらい

306 竹内 宏輔 312 千葉 希夢

5

6

1

2

3

4

1組 2組

FM IS賞 未就園児の部

No

10

8

12 松田 怜奈 まつだ れな 静岡県 女

小山 楼空 こやま ろく 静岡県 男

チーム名

村松 要 むらまつ かなめ 静岡県 男

氏名 フリガナ 都道府県 性別

FM IS賞 年少の部

No

107

116

120

チーム名

渡邉 美玲 わたなべ みれい 静岡県 女

氏名 フリガナ 都道府県 性別

ニトロキッズ
川口 主馬 かわぐち かずま 静岡県 男

清水 椋太 しみず りょうた 神奈川県 男

FM IS賞 年中の部

No

204

210

214

チーム名

清水 奎介 しみず けいすけ 静岡県 男 GRASS HOPPERS

氏名 フリガナ 都道府県 性別

三浦 珀那 みうら はくな 長野県 男 Freedom Bikes

石田 煌 いしだ　 こう 神奈川県 男

FM IS賞 年長の部

No

306

301

303

チーム名

竹内 宏輔 たけうち こうすけ 愛知県 男

氏名 フリガナ 都道府県 性別

ニトロ キッズ
青木 涼馬 あおき りょうま 千葉県 男 Light & a wind

深澤 莱瑠 ふかさわ らる 神奈川県 男
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