
 

 

 
第 8戦 平成 27年 11月 23日（月・祝） 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 道の駅伊東マリンタウン コカ･コーライーストジャパン株式会社 特別協賛 土肥金山 修善寺虹の郷 

 

 

 http://ito-marinetown.co.jp/                https://www.ccej.co.jp/                http://fmis.jp/   http://www.toikinzan.com/  http://www.nijinosato.com/ 

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

ふじさわ としなり いけだ りゅうせい かわい たくみ さいじょう きみこ

1 藤澤 寿成 1位 2 池田 龍生 2位 3 河合 琢実 3位 4 西條 希実子

Freedom Bikes STAY GOLD

あべ しんば よしむた みそら しげまつ れん やまもと ゆうり

5 阿部 真羽 2位 6 吉牟田 美空 4位 7 重松 蓮 1位 8 山本 侑利 3位

相模原Team Rust-eze

せお じょうじ きたの あやめ いとう すいは かわぐち あおと

9 妹尾 城志 2位 10 北野 あやめ 11 伊藤 翠葉 3位 12 川口 碧大 1位

にいじま ちさ もちづき ゆうや かねこ たいよう いしだ せい

13 新島 千紗 1位 14 望月 悠矢 15 金子 大洋 2位 16 石田 晟

おざわ えいと はらだ しずく もりや ゆき おおはた こうすけ

17 尾澤 映人 2位 18 原田 詩月 19 森屋 雪 20 大畑 孝輔 1位

いしだ たくみ いとう りん こやま ろく しげひろ なこ

21 石田 拓海 3位 22 伊藤 凛 2位 23 小山 楼空 1位 24 重廣 菜胡

チーム伊藤 LINE4

まつだ れな よしだ えり あきもと だいき かめい けんしん

25 松田 怜奈 3位 26 吉田 衣里 1位 27 秋本 大輝 4位 28 亀井 健新 2位

相模原Team Rust-eze

かつまた としき ささき こう つじた じゅんたろう のざき ゆうま

29 勝又 敏稀 2位 30 佐々木 昊 31 辻田 潤太郎 1位 32 野崎 勇真 3位

ニトロキッズ

やまだ にしき おおかわ ひびと しいな せい ともの うりゅう

33 山田 虹織 34 大川 響跳 1位 35 椎名 世 3位 36 伴野 佑龍 2位

とーかい☆れーしんぐ

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

7組

8組

9組
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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

かわい たくみ よしむた みそら

3 河合 琢実 6 吉牟田 美空 1位

予1-1組3位 予1-4組3位 予1-2組4位

やまもと ゆうり

8 山本 侑利 1位

予1-2組3位 予1-5組3位 予1-3組4位

いとう すいは

11 伊藤 翠葉 1位

予1-3組3位 予1-1組4位 予1-4組4位 予1-5組4位

いしだ たくみ のざき ゆうま あきもと だいき

21 石田 拓海 2位 32 野崎 勇真 1位 27 秋本 大輝 3位

予1-6組3位 予1-8組3位 予1-7組4位 予1-9組4位

まつだ れな しいな せい

25 松田 怜奈 1位 35 椎名 世 2位

予1-7組3位 予1-9組3位 とーかい☆れーしんぐ 予1-6組4位 予1-8組4位

1回戦 未就園児の部

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

ふじさわ としなり かめい けんしん かつまた としき

1 藤澤 寿成 1位 28 亀井 健新 2位 29 勝又 敏稀 3位

予1-1組1位 Freedom Bikes 予1-7組2位 相模原Team Rust-eze 予1-8組2位

しげまつ れん いとう りん ともの うりゅう

7 重松 蓮 1位 22 伊藤 凛 2位 36 伴野 佑龍 3位

予1-2組1位 相模原Team Rust-eze 予1-6組2位 チーム伊藤 予1-9組2位

かわぐち あおと おざわ えいと よしむた みそら

12 川口 碧大 1位 17 尾澤 映人 3位 6 吉牟田 美空 2位

予1-3組1位 予1-5組2位 予2-1組1位

にいじま ちさ かねこ たいよう やまもと ゆうり

13 新島 千紗 1位 15 金子 大洋 3位 8 山本 侑利 2位

予1-4組1位 予1-4組2位 予2-2組1位

おおはた こうすけ せお じょうじ いとう すいは しいな せい

20 大畑 孝輔 1位 9 妹尾 城志 2位 11 伊藤 翠葉 35 椎名 世 3位

予1-5組1位 予1-3組2位 予2-3組1位 予2-5組2位 とーかい☆れーしんぐ

こやま ろく あべ しんば のざき ゆうま いしだ たくみ

23 小山 楼空 2位 5 阿部 真羽 4位 32 野崎 勇真 1位 21 石田 拓海 3位

予1-6組1位 予1-2組2位 予2-4組1位 予2-4組2位

よしだ えり いけだ りゅうせい まつだ れな

26 吉田 衣里 2位 2 池田 龍生 1位 25 松田 怜奈 3位

予1-7組1位 予1-1組2位 STAY GOLD 予2-5組1位 予2-3組2位

つじた じゅんたろう おおかわ ひびと

31 辻田 潤太郎 1位 34 大川 響跳 2位

予1-8組1位 ニトロキッズ 予1-9組1位 予2-1組2位 予2-2組2位

1コース 2コース 3コース

2組

3組

4コース

1組

4組

1コース 2コース 3コース 4コース

5組

3組

4組

1組

2組

7組

8組

5組

6組
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2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

ふじさわ としなり おおはた こうすけ やまもと ゆうり おおかわ ひびと

1 藤澤 寿成 1位 20 大畑 孝輔 3位 8 山本 侑利 2位 34 大川 響跳 4位

#1-1組1位 Freedom Bikes #1-5組1位 #1-4組2位 #1-8組2位

しげまつ れん のざき ゆうま よしむた みそら よしだ えり

7 重松 蓮 1位 32 野崎 勇真 3位 6 吉牟田 美空 4位 26 吉田 衣里 2位

#1-2組1位 相模原Team Rust-eze #1-6組1位 #1-3組2位 #1-7組2位

かわぐち あおと いけだ りゅうせい いとう りん こやま ろく

12 川口 碧大 2位 2 池田 龍生 1位 22 伊藤 凛 4位 23 小山 楼空 3位

#1-3組1位 #1-7組1位 STAY GOLD #1-2組2位 チーム伊藤 #1-6組2位

にいじま ちさ つじた じゅんたろう かめい けんしん せお じょうじ

13 新島 千紗 3位 31 辻田 潤太郎 1位 28 亀井 健新 2位 9 妹尾 城志 4位

#1-4組1位 #1-8組1位 ニトロキッズ #1-1組2位 相模原Team Rust-eze #1-5組2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

ふじさわ としなり いけだ りゅうせい よしだ えり かめい けんしん

1 藤澤 寿成 2位 2 池田 龍生 1位 26 吉田 衣里 3位 28 亀井 健新 4位

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

しげまつ れん つじた じゅんたろう やまもと ゆうり かわぐち あおと

7 重松 蓮 2位 31 辻田 潤太郎 1位 8 山本 侑利 4位 12 川口 碧大 3位

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

よしだ えり かわぐち あおと かめい けんしん やまもと ゆうり

26 吉田 衣里 1位 12 川口 碧大 2位 28 亀井 健新 3位 8 山本 侑利 4位

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

いけだ りゅうせい つじた じゅんたろう ふじさわ としなり しげまつ れん

2 池田 龍生 1位 31 辻田 潤太郎 3位 1 藤澤 寿成 2位 7 重松 蓮 4位

#1-1組1位 STAY GOLD #1-2組1位 ニトロキッズ #1-1組2位 Freedom Bikes #1-2組2位 相模原Team Rust-eze

1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 2コース 3コース

4コース

1組

2組

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
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最終順位
No

1位 2

2位 1

3位 31

4位 7

5位 26

6位 12

7位 28

8位 8

FM IS賞 未就園児の部

No

28

21

25

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

氏名 フリガナ 都道府県 性別 チーム名

石田 拓海 いしだ たくみ 静岡県 男
松田 怜奈 まつだ れな 静岡県 女

相模原Team Rust-eze
山本 侑利 やまもと ゆうり 静岡県 男

亀井 健新 かめい けんしん 神奈川県 男

川口 碧大 かわぐち あおと 神奈川県 男

吉田 衣里 よしだ えり 神奈川県 女

ニトロキッズ
重松 蓮 しげまつ れん 神奈川県 男 相模原Team Rust-eze

辻田 潤太郎 つじた じゅんたろう 神奈川県 男

STAY GOLD
藤澤 寿成 ふじさわ としなり 長野県 男 Freedom Bikes

池田 龍生 いけだ りゅうせい 千葉県 男

氏名 フリガナ 都道府県 性別 チーム名
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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 いしわた やまと もちずき たくみ

101 渡井 健太 1位 102 石渡 大和 103 望月 逞充 2位

FIRST KIDS IZU

やまなし とわ みつやま なおき きむら しと

104 山梨 登和 3位 105 光山 直輝 1位 106 木村 詩斗 2位

横浜本牧レーシング@VIT

ふじわら しゅうと ふせ りひと あきもと らいと

107 藤原 柊斗 2位 108 布施 璃人 1位 109 秋本 頼人 3位

ニトロキッズ

もりや じん わたなべ あお たけうち みつき たたら げんすけ

110 森屋 仁 111 渡部 碧 3位 112 竹内 海希 1位 113 多々良 絃介 2位

FIRST KIDS IZU 湘南happiness☆

かわぐち まさき すがわら ひろや たかおか ゆういちろう くまざわ けいた

114 川口 真実希 2位 115 菅原 寛矢 1位 116 高岡 結一朗 117 熊沢 恵太 3位

かきのき はやと もり かいせい おの おうすけ ほり ぎんじ

118 柿木 駿斗 1位 119 森 海晴 3位 120 小野 櫻介 4位 121 堀 銀志 2位

ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ

やぎ しりゅう なかむら しでん はくま しおん ふくい そういちろう

122 八木 獅龍 4位 123 中村 蒔伝 1位 124 白間 史穏 3位 125 福井 蒼一朗 2位

TEAM  RIVER 湘南SpringSuns

もちづき だいご ふじまき かねひら ふかさわ るめ いけだ はるき

126 望月 大悟 2位 127 藤巻 兼平 128 深澤 瑠萌 1位 129 池田 晴紀 3位

りす組 ニトロ キッズ

つじもと りゅう しみず りょうた きたの ひなた いわさき かえで

130 辻本 竜 3位 131 清水 椋太 1位 132 北野 陽大 2位 133 岩崎 楓士 4位

ニトロキッズ Team Kinocco

8組

9組

3組

5組

6組

7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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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

わたなべ あお

111 渡部 碧 1位

予1-1組3位 予1-4組3位 予1-2組4位

やまなし とわ くまざわ けいた

104 山梨 登和 1位 117 熊沢 恵太 2位

予1-2組3位 予1-5組3位 予1-3組4位

あきもと らいと

109 秋本 頼人 1位

予1-3組3位 予1-1組4位 予1-4組4位 予1-5組4位

もり かいせい いけだ はるき やぎ しりゅう いわさき かえで

119 森 海晴 4位 129 池田 晴紀 3位 122 八木 獅龍 1位 133 岩崎 楓士 2位

予1-6組3位 予1-8組3位 予1-7組4位 予1-9組4位 Team Kinocco

はくま しおん つじもと りゅう おの おうすけ

124 白間 史穏 3位 130 辻本 竜 2位 120 小野 櫻介 1位

予1-7組3位 湘南SpringSuns 予1-9組3位 予1-6組4位 予1-8組4位

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 ふくい そういちろう もちづき だいご

101 渡井 健太 1位 125 福井 蒼一朗 2位 126 望月 大悟 3位

予1-1組1位 FIRST KIDS IZU 予1-7組2位 予1-8組2位

みつやま なおき ほり ぎんじ きたの ひなた

105 光山 直輝 1位 121 堀 銀志 3位 132 北野 陽大 2位

予1-2組1位横浜本牧レーシング@VIT 予1-6組2位 予1-9組2位

ふせ りひと かわぐち まさき わたなべ あお

108 布施 璃人 1位 114 川口 真実希 3位 111 渡部 碧 2位

予1-3組1位 ニトロキッズ 予1-5組2位 予2-1組1位

たけうち みつき たたら げんすけ やまなし とわ

112 竹内 海希 1位 113 多々良 絃介 2位 104 山梨 登和 3位

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

すがわら ひろや ふじわら しゅうと あきもと らいと つじもと りゅう

115 菅原 寛矢 1位 107 藤原 柊斗 4位 109 秋本 頼人 3位 130 辻本 竜 2位

予1-5組1位 予1-3組2位 予2-3組1位 予2-5組2位

かきのき はやと きむら しと やぎ しりゅう いわさき かえで

118 柿木 駿斗 1位 106 木村 詩斗 4位 122 八木 獅龍 3位 133 岩崎 楓士 2位

予1-6組1位 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ 予1-2組2位 予2-4組1位 予2-4組2位 Team Kinocco

なかむら しでん もちずき たくみ おの おうすけ

123 中村 蒔伝 1位 103 望月 逞充 2位 120 小野 櫻介 3位

予1-7組1位 TEAM  RIVER 予1-1組2位 予2-5組1位 予2-3組2位

ふかさわ るめ しみず りょうた くまざわ けいた

128 深澤 瑠萌 1位 131 清水 椋太 2位 117 熊沢 恵太 3位

予1-8組1位 ニトロ キッズ 予1-9組1位 ニトロキッズ 予2-1組2位 予2-2組2位

7組

8組

1組

2組

4組

5組

6組

3組

4組

5組

1コース 2コース 3コース 4コース

1組

2組

3組

1コース 2コース 3コース 4コース
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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 すがわら ひろや たたら げんすけ しみず りょうた

101 渡井 健太 1位 115 菅原 寛矢 4位 113 多々良 絃介 2位 131 清水 椋太 3位

#1-1組1位 FIRST KIDS IZU #1-5組1位 #1-4組2位 湘南happiness☆ #1-8組2位 ニトロキッズ

みつやま なおき かきのき はやと わたなべ あお もちずき たくみ

105 光山 直輝 3位 118 柿木 駿斗 1位 111 渡部 碧 2位 103 望月 逞充 4位

#1-2組1位 横浜本牧レーシング@VIT #1-6組1位 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ #1-3組2位 #1-7組2位

ふせ りひと なかむら しでん きたの ひなた いわさき かえで

108 布施 璃人 1位 123 中村 蒔伝 2位 132 北野 陽大 4位 133 岩崎 楓士 3位

#1-3組1位 ニトロキッズ #1-7組1位 TEAM  RIVER #1-2組2位 #1-6組2位 Team Kinocco

たけうち みつき ふかさわ るめ ふくい そういちろう つじもと りゅう

112 竹内 海希 2位 128 深澤 瑠萌 1位 125 福井 蒼一朗 3位 130 辻本 竜 4位

#1-4組1位 FIRST KIDS IZU #1-8組1位 ニトロ キッズ #1-1組2位 #1-5組2位

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 ふせ りひと わたなべ あお たけうち みつき

101 渡井 健太 1位 108 布施 璃人 2位 111 渡部 碧 4位 112 竹内 海希 3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 #2-4組2位 FIRST KIDS IZU

かきのき はやと ふかさわ るめ たたら げんすけ なかむら しでん

118 柿木 駿斗 2位 128 深澤 瑠萌 1位 113 多々良 絃介 4位 123 中村 蒔伝 3位

#2-2組1位 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ #2-4組1位 ニトロ キッズ #2-1組2位 湘南happiness☆ #2-3組2位 TEAM  RIVER

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

たけうち みつき なかむら しでん わたなべ あお たたら げんすけ

112 竹内 海希 3位 123 中村 蒔伝 1位 111 渡部 碧 4位 113 多々良 絃介 2位

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

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 ふせ りひと かきのき はやと

101 渡井 健太 2位 128 深澤 瑠萌 4位 108 布施 璃人 3位 118 柿木 駿斗 1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 ニトロキッズ #1-2組2位 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ

4コース

3組

1コース 2コース 3コース

1組

2組

4コース

4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

1組

1コース 2コース 3コース 4コース

1組
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http://www.toikinzan.com/
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最終順位
No

1位 118

2位 101

3位 108

4位 128

5位 123

6位 113

7位 112

8位 111

FM IS賞 年少の部

No

107

117

128

氏名 フリガナ 都道府県 性別 チーム名

ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ
渡井 健太 わたい けんた 静岡県 男 FIRST KIDS IZU

柿木 駿斗 かきのき はやと 神奈川県 男

ニトロキッズ
深澤 瑠萌 ふかさわ るめ 神奈川県 女 ニトロ キッズ

布施 璃人 ふせ りひと 神奈川県 男

TEAM  RIVER
多々良 絃介 たたら げんすけ 静岡県 男 湘南happiness☆

中村 蒔伝 なかむら しでん 東京都 男

FIRST KIDS IZU
渡部 碧 わたなべ あお 神奈川県 男

竹内 海希 たけうち みつき 静岡県 男

チーム名

藤原 柊斗 ふじわら しゅうと 静岡県 男

氏名 フリガナ 都道府県 性別

深澤 瑠萌 ふかさわ るめ 神奈川県 女 ニトロ キッズ

熊沢 恵太 くまざわ けいた 東京都 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 なかやま りょう しみず けいすけ

201 柿木 裕互 1位 202 中山 諒 2位 203 清水 奎介 3位

相模原Team Rust-eze GRASS HOPPERS

せお はるこ すずき りゅうせい やすいけ ゆずき

204 妹尾 晴子 1位 205 鈴木 琉晟 2位 206 安池 柚輝

ふるばやし しょうた なかの たいせい おがわ みんと いとう こたろう

207 古林 昇大 1位 208 中野 太惺 3位 209 小川 海音 2位 210 伊藤 小太朗 4位

相模原Team Rust-eze グラスホッパーズ チーム伊藤

わたなべ ゆうま いとう てるは なかじま だいし くりた ともちか

211 渡辺 佑麻 1位 212 伊藤 耀葉 2位 213 中島 大志 3位 214 栗田 智央 4位

FIRST KIDS IZU

ひらかわ ひいろ あらい みさき さいじょう まさひろ みうら はくな

215 平川 柊叶 4位 216 新井 海咲 3位 217 西條 真弘 2位 218 三浦 珀那 1位

湘南happiness☆ Freedom Bikes

やまだ たびひと おりはら こうだい さいとう こあ おざわ らいと

219 山田 旅人 220 折原 煌泰 2位 221 斉藤 こあ 1位 222 尾澤 頼人 3位

Lucky  Fields ニトロキッズ

たかい ゆうり ひわたし こうえい かめい さくら いとう こうたろう

223 高井 優吏 4位 224 樋渡 皇瑛 1位 225 亀井 さくら 3位 226 伊藤 幸太郎 2位

Team　Kamikaze　Kids 相模原Team Rust-eze チーム伊藤

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

しみず けいすけ なかの たいせい くりた ともちか

203 清水 奎介 1位 208 中野 太惺 2位 214 栗田 智央 3位

予1-1組3位 GRASS HOPPERS 予1-3組3位 グラスホッパーズ 予1-4組4位

なかじま だいし いとう こたろう

213 中島 大志 210 伊藤 小太朗 1位

予1-2組3位 予1-4組3位 予1-3組4位 チーム伊藤

あらい みさき かめい さくら

216 新井 海咲 1位 225 亀井 さくら 2位

予1-5組3位 湘南happiness☆ 予1-7組3位 相模原Team Rust-eze 予1-6組4位

おざわ らいと ひらかわ ひいろ たかい ゆうり

222 尾澤 頼人 3位 215 平川 柊叶 2位 223 高井 優吏 1位

予1-6組3位 予1-5組4位 予1-7組4位

2組

3組

4組

1コース 2コース 3コース

3組

4コース

1組

5組

6組

7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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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

かきぎ ゆうご さいじょう まさひろ おりはら こうだい

201 柿木 裕互 1位 217 西條 真弘 3位 220 折原 煌泰 2位

予1-1組1位 相模原Team Rust-eze 予1-5組2位 予1-6組2位 Lucky  Fields

せお はるこ いとう てるは いとう こうたろう

204 妹尾 晴子 3位 212 伊藤 耀葉 1位 226 伊藤 幸太郎 2位

予1-2組1位 予1-4組2位 予1-7組2位 チーム伊藤

ふるばやし しょうた おがわ みんと しみず けいすけ ひらかわ ひいろ

207 古林 昇大 1位 209 小川 海音 2位 203 清水 奎介 3位 215 平川 柊叶 4位

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

わたなべ ゆうま すずき りゅうせい いとう こたろう かめい さくら

211 渡辺 佑麻 1位 205 鈴木 琉晟 4位 210 伊藤 小太朗 3位 225 亀井 さくら 2位

予1-4組1位 FIRST KIDS IZU 予1-2組2位 予2-2組1位 チーム伊藤 予2-3組2位 相模原Team Rust-eze

みうら はくな なかやま りょう あらい みさき

218 三浦 珀那 1位 202 中山 諒 3位 216 新井 海咲 2位

予1-5組1位 Freedom Bikes 予1-1組2位 予2-3組1位 湘南happiness☆ 予2-2組2位

さいとう こあ ひわたし こうえい たかい ゆうり なかの たいせい

221 斉藤 こあ 4位 224 樋渡 皇瑛 1位 223 高井 優吏 2位 208 中野 太惺 3位

予1-6組1位 ニトロキッズ 予1-7組1位 Team　Kamikaze　Kids 予2-4組1位 予2-1組2位 グラスホッパーズ

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 いとう こうたろう おがわ みんと

201 柿木 裕互 1位 226 伊藤 幸太郎 2位 209 小川 海音 3位

#1-1組1位 相模原Team Rust-eze #1-2組2位 チーム伊藤 #1-3組2位

いとう てるは おりはら こうだい かめい さくら

212 伊藤 耀葉 1位 220 折原 煌泰 3位 225 亀井 さくら 2位

#1-2組1位 #1-1組2位 Lucky  Fields #1-4組2位 相模原Team Rust-eze

ふるばやし しょうた ひわたし こうえい あらい みさき

207 古林 昇大 2位 224 樋渡 皇瑛 1位 216 新井 海咲 3位

#1-3組1位 相模原Team Rust-eze #1-6組1位 Team　Kamikaze　Kids #1-5組2位 湘南happiness☆

わたなべ ゆうま みうら はくな たかい ゆうり

211 渡辺 佑麻 2位 218 三浦 珀那 1位 223 高井 優吏 3位

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

1組

2組

4組

3組

5組

6組

1コース 2コース 3コース 4コース

2組

3組

4組

1組

1コース 4コース2コース 3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

かきぎ ゆうご ひわたし こうえい かめい さくら わたなべ ゆうま

201 柿木 裕互 2位 224 樋渡 皇瑛 3位 225 亀井 さくら 4位 211 渡辺 佑麻 1位

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

いとう てるは みうら はくな いとう こうたろう ふるばやし しょうた

212 伊藤 耀葉 3位 218 三浦 珀那 1位 226 伊藤 幸太郎 4位 207 古林 昇大 2位

#2-2組1位 #2-4組1位 Freedom Bikes #2-1組2位 チーム伊藤 #2-3組2位 相模原Team Rust-eze

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

ひわたし こうえい いとう てるは かめい さくら いとう こうたろう

224 樋渡 皇瑛 1位 212 伊藤 耀葉 2位 225 亀井 さくら 4位 226 伊藤 幸太郎 3位

#1-1組3位 Team　Kamikaze　Kids #1-2組3位 #1-1組4位 相模原Team Rust-eze #1-2組4位 チーム伊藤

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 みうら はくな かきぎ ゆうご ふるばやし しょうた

211 渡辺 佑麻 1位 218 三浦 珀那 2位 201 柿木 裕互 4位 207 古林 昇大 3位

#1-1組1位 FIRST KIDS IZU #1-2組1位 Freedom Bikes #1-1組2位 相模原Team Rust-eze #1-2組2位 相模原Team Rust-eze

最終順位
No

1位 211

2位 218

3位 207

4位 201

5位 224

6位 212

7位 226

8位 225

FM IS賞 年中の部

No

215

204

221 斉藤 こあ さいとう こあ 神奈川県 男 ニトロキッズ

妹尾 晴子 せお はるこ 神奈川県 女

チーム名

平川 柊叶 ひらかわ ひいろ 静岡県 男

氏名 フリガナ 都道府県 性別

チーム伊藤
亀井 さくら かめい さくら 神奈川県 女 相模原Team Rust-eze

伊藤 幸太郎 いとう こうたろう 静岡県 男

Team　Kamikaze　Kids
伊藤 耀葉 いとう てるは 神奈川県 男

樋渡 皇瑛 ひわたし こうえい 東京都 男

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

古林 昇大 ふるばやし しょうた 神奈川県 男

FIRST KIDS IZU
三浦 珀那 みうら はくな 長野県 男 Freedom Bikes

渡辺 佑麻 わたなべ ゆうま 静岡県 男

1組

氏名 フリガナ 都道府県 性別 チーム名

2組

1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 3コース

1組

4コース

1コース 2コース
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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 あおき かい はくま こうき たけうち かいり

301 深澤 莱瑠 1位 302 青木 開 303 白間 煌基 3位 304 竹内 海里 2位

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

ねぎし こうせい いわさき さくと たたら そうすけ いしもと けんと

305 根岸 恒誠 1位 306 岩崎 桜士 3位 307 多々良 奏介 2位 308 石本 健翔 4位

FIRST KIDS IZU ＠ VIT Team Kinocco 湘南happiness☆

よこい こうたろう かきのき あきと はまさき ようた いしもと ゆうと

309 横井 考太朗 2位 310 柿木 耀斗 1位 311 浜崎 陽太 312 石本 悠翔 3位

ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ 湘南happiness★

2組

3組

1組

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 あおき かい 男 年長 2 4 1 相模原Team Rust-eze

303 はくま こうき 男 年長 3 2 2 3 3 3 9 3 湘南SpringSuns

304 たけうち かいり 男 年長 4 1 3 2 2 2 6 2 FIRST KIDS IZU

Race 2 Class

1 2 3 1 2 3

305 ねぎし こうせい 男 年長 1 3 4 1 1 1 3 1 FIRST KIDS IZU ＠ VIT

306 いわさき さくと 男 年長 2 4 1 3 3 3 9 3 Team Kinocco

307 たたら そうすけ 男 年長 3 2 2 2 2 2 6 2 湘南happiness☆

308 いしもと けんと 男 年長 4 1 3 4 4 4 12 4

Race 3 Class

1 2 3 1 2 3
309 よこい こうたろう 男 年長 1 3 4 1 2 2 5 2
310 かきのき あきと 男 年長 2 4 1 2 1 1 4 1 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ

311 はまさき ようた 男 年長 3 2 2 湘南happiness★

312 いしもと ゆうと 男 年長 4 1 3 3 3 3 9 3

石本 健翔

柿木 耀斗
浜崎 陽太
石本 悠翔

横井 考太朗

T

T

L
NAME

多々良 奏介
岩崎 桜士

NAME

根岸 恒誠

竹内 海里

深澤 莱瑠
青木 開
白間 煌基

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

No.
Position Result

NAME
R

A

N

K

Result

チーム名

チーム名
T

T

L

T

T

L

R

A

N

K

R

A

N

K
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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

はくま こうき いしもと ゆうと いしもと けんと

303 白間 煌基 1位 312 石本 悠翔 2位 308 石本 健翔 3位

予1-1組3位 湘南SpringSuns 予1-3組3位 予1-2組4位

いわさき さくと

306 岩崎 桜士 1位

予1-2組3位 Team Kinocco 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 かきのき あきと たたら そうすけ はくま こうき

301 深澤 莱瑠 1位 310 柿木 耀斗 3位 307 多々良 奏介 2位 303 白間 煌基 4位

予1-1組1位 ニトロ キッズ 予1-3組1位 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ 予1-2組2位 湘南happiness☆ 予2-1組1位 湘南SpringSuns

ねぎし こうせい たけうち かいり よこい こうたろう いわさき さくと

305 根岸 恒誠 1位 304 竹内 海里 2位 309 横井 考太朗 3位 306 岩崎 桜士 4位

予1-2組1位 FIRST KIDS IZU ＠ VIT 予1-1組2位 FIRST KIDS IZU 予1-3組2位 予2-2組1位 Team Kinocco

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

かきのき あきと よこい こうたろう はくま こうき いわさき さくと

310 柿木 耀斗 1位 309 横井 考太朗 2位 303 白間 煌基 3位 306 岩崎 桜士 4位

#1-1組3位 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ #1-2組3位 #1-1組4位 湘南SpringSuns #1-2組4位 Team Kinocco

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 たたら そうすけ たけうち かいり

301 深澤 莱瑠 1位 305 根岸 恒誠 4位 307 多々良 奏介 3位 304 竹内 海里 2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 湘南happiness☆ #1-2組2位 FIRST KIDS IZU

1組

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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最終順位
No

1位 301

2位 304

3位 307

4位 305

5位 310

6位 309

7位 303

8位 306

FM IS賞 年長の部

No

306

310

305

ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ
根岸 恒誠 ねぎし こうせい 静岡県 男 FIRST KIDS IZU ＠ VIT

柿木 耀斗 かきのき あきと 神奈川県 男

チーム名

岩崎 桜士 いわさき さくと 神奈川県 男 Team Kinocco

氏名 フリガナ 都道府県 性別

湘南SpringSuns
岩崎 桜士 いわさき さくと 神奈川県 男 Team Kinocco

白間 煌基 はくま こうき 神奈川県 男

ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ
横井 考太朗 よこい こうたろう 静岡県 男

柿木 耀斗 かきのき あきと 神奈川県 男

湘南happiness☆
根岸 恒誠 ねぎし こうせい 静岡県 男 FIRST KIDS IZU ＠ VIT

多々良 奏介 たたら そうすけ 静岡県 男

ニトロ キッズ
竹内 海里 たけうち かいり 静岡県 男 FIRST KIDS IZU

深澤 莱瑠 ふかさわ らる 神奈川県 男

氏名 フリガナ 都道府県 性別 チーム名
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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

ふかさわ らる さいとう こあ ひわたし こうえい

301 深澤 莱瑠 1位 221 斉藤 こあ 3位 224 樋渡 皇瑛 2位

ニトロ キッズ ニトロキッズ Team　Kamikaze　Kids

あおき かい みうら はくな かめい さくら せお じょうじ

302 青木 開 218 三浦 珀那 1位 225 亀井 さくら 2位 9 妹尾 城志 3位

相模原Team Rust-eze Freedom Bikes 相模原Team Rust-eze

はくま こうき さいじょう まさひろ いとう こうたろう かめい けんしん

303 白間 煌基 2位 217 西條 真弘 1位 226 伊藤 幸太郎 3位 28 亀井 健新

湘南SpringSuns チーム伊藤 相模原Team Rust-eze

たけうち かいり あらい みさき わたい けんた おおはた こうすけ

304 竹内 海里 1位 216 新井 海咲 2位 101 渡井 健太 3位 20 大畑 孝輔

FIRST KIDS IZU 湘南happiness☆ FIRST KIDS IZU

ねぎし こうせい なかじま だいし みつやま なおき かねこ たいよう

305 根岸 恒誠 1位 213 中島 大志 3位 105 光山 直輝 2位 15 金子 大洋

FIRST KIDS IZU ＠ VIT 横浜本牧レーシング@VIT

いわさき さくと いとう てるは ふせ りひと よしむた みそら

306 岩崎 桜士 2位 212 伊藤 耀葉 1位 108 布施 璃人 3位 6 吉牟田 美空 4位

Team Kinocco ニトロキッズ

たたら そうすけ はまさき ようた たけうち みつき あべ しんば

307 多々良 奏介 1位 311 浜崎 陽太 112 竹内 海希 2位 5 阿部 真羽 3位

湘南happiness☆ 湘南happiness★ FIRST KIDS IZU

よこい こうたろう いとう こたろう たたら げんすけ いわさき かえで

309 横井 考太朗 1位 210 伊藤 小太朗 4位 113 多々良 絃介 2位 133 岩崎 楓士 3位

チーム伊藤 湘南happiness☆ Team Kinocco

はまさき ようた おがわ みんと たかおか ゆういちろう ふかさわ るめ

311 浜崎 陽太 209 小川 海音 1位 116 高岡 結一朗 128 深澤 瑠萌 2位

湘南happiness★ ニトロ キッズ

かきぎ ゆうご ふるばやし しょうた もり かいせい ふじまき かねひら

201 柿木 裕互 1位 207 古林 昇大 2位 119 森 海晴 127 藤巻 兼平

相模原Team Rust-eze 相模原Team Rust-eze りす組

なかやま りょう せお はるこ なかむら しでん わたなべ ゆうま

202 中山 諒 1位 204 妹尾 晴子 4位 123 中村 蒔伝 3位 211 渡辺 佑麻 2位

TEAM  RIVER FIRST KIDS IZU

10組

8組

11組

9組

7組

6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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2回戦（コース1周） エキスパートの部

各組2位までは準々決勝へ

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 はくま こうき あらい みさき

301 深澤 莱瑠 1位 303 白間 煌基 2位 216 新井 海咲 3位

#1-1組1位 ニトロ キッズ #1-3組2位 湘南SpringSuns #1-4組2位 湘南happiness☆

みうら はくな たけうち かいり ひわたし こうえい みつやま なおき

218 三浦 珀那 3位 304 竹内 海里 1位 224 樋渡 皇瑛 2位 105 光山 直輝 4位

#1-2組1位 Freedom Bikes #1-4組1位 FIRST KIDS IZU #1-1組2位 Team　Kamikaze　Kids #1-5組2位 横浜本牧レーシング@VIT

さいじょう まさひろ ねぎし こうせい かめい さくら

217 西條 真弘 3位 305 根岸 恒誠 1位 225 亀井 さくら 2位

#1-3組1位 #1-5組1位 FIRST KIDS IZU ＠ VIT #1-2組2位 相模原Team Rust-eze

いとう てるは おがわ みんと たたら げんすけ わたなべ ゆうま

212 伊藤 耀葉 2位 209 小川 海音 3位 113 多々良 絃介 4位 211 渡辺 佑麻 1位

#1-6組1位 #1-9組1位 #1-8組2位 湘南happiness☆ #1-11組2位 FIRST KIDS IZU

たたら そうすけ かきぎ ゆうご いわさき さくと ふかさわ るめ

307 多々良 奏介 1位 201 柿木 裕互 2位 306 岩崎 桜士 3位 128 深澤 瑠萌 4位

#1-7組1位 湘南happiness☆ #1-10組1位 相模原Team Rust-eze #1-6組2位 Team Kinocco #1-9組2位 ニトロ キッズ

よこい こうたろう なかやま りょう たけうち みつき ふるばやし しょうた

309 横井 考太朗 1位 202 中山 諒 3位 112 竹内 海希 4位 207 古林 昇大 2位

#1-8組1位 #1-11組1位 #1-7組2位 FIRST KIDS IZU #1-10組2位 相模原Team Rust-eze

準々決勝（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

ふかさわ らる ねぎし こうせい ひわたし こうえい

301 深澤 莱瑠 1位 305 根岸 恒誠 2位 224 樋渡 皇瑛 3位

#2-1組1位 ニトロ キッズ #2-3組1位 FIRST KIDS IZU ＠ VIT #2-2組2位 Team　Kamikaze　Kids

たけうち かいり はくま こうき かめい さくら

304 竹内 海里 2位 303 白間 煌基 1位 225 亀井 さくら 3位

#2-2組1位 FIRST KIDS IZU #2-1組2位 湘南SpringSuns #2-3組2位 相模原Team Rust-eze

わたなべ ゆうま よこい こうたろう かきぎ ゆうご

211 渡辺 佑麻 2位 309 横井 考太朗 3位 201 柿木 裕互 1位

#2-4組1位 FIRST KIDS IZU #2-6組1位 #2-5組2位 相模原Team Rust-eze

たたら そうすけ いとう てるは ふるばやし しょうた

307 多々良 奏介 1位 212 伊藤 耀葉 3位 207 古林 昇大 2位

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

3コース 4コース

2組

3組

4組

6組

1コース 2コース

1組

4組

4コース

1組

3組

5組

1コース 2コース 3コース

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

ふかさわ らる かきぎ ゆうご たけうち かいり ふるばやし しょうた

301 深澤 莱瑠 1位 201 柿木 裕互 2位 304 竹内 海里 4位 207 古林 昇大 3位

#2-1組1位 ニトロ キッズ #2-3組1位 相模原Team Rust-eze #2-2組2位 FIRST KIDS IZU #2-4組2位 相模原Team Rust-eze

はくま こうき たたら そうすけ ねぎし こうせい わたなべ ゆうま

303 白間 煌基 3位 307 多々良 奏介 1位 305 根岸 恒誠 2位 211 渡辺 佑麻 4位

#2-2組1位 湘南SpringSuns #2-4組1位 湘南happiness☆ #2-1組2位 FIRST KIDS IZU ＠ VIT #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

ふるばやし しょうた はくま こうき たけうち かいり わたなべ ゆうま

207 古林 昇大 2位 303 白間 煌基 3位 304 竹内 海里 4位 211 渡辺 佑麻 1位

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

ふかさわ らる たたら そうすけ かきぎ ゆうご ねぎし こうせい

301 深澤 莱瑠 2位 307 多々良 奏介 4位 201 柿木 裕互 3位 305 根岸 恒誠 1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 相模原Team Rust-eze #1-2組2位 FIRST KIDS IZU ＠ VIT

最終順位
No

1位 305

2位 301

3位 201

4位 307

5位 211

6位 207

7位 303

8位 304

湘南SpringSuns
竹内 海里 たけうち かいり 静岡県 男 FIRST KIDS IZU

白間 煌基 はくま こうき

相模原Team Rust-eze

FIRST KIDS IZU
古林 昇大 ふるばやし しょうた 神奈川県 男

渡辺 佑麻

深澤 莱瑠 ふかさわ らる 神奈川県 男

神奈川県 男

相模原Team Rust-eze
たたら そうすけ 静岡県 男 湘南happiness☆

ニトロ キッズ

多々良 奏介

柿木 裕互 かきぎ ゆうご 神奈川県 男

わたなべ ゆうま 静岡県 男

1組

氏名 フリガナ 都道府県 性別

2コース 3コース 4コース

根岸 恒誠 ねぎし こうせい 静岡県 男 FIRST KIDS IZU ＠ VIT

2コース 3コース

2組

チーム名

1組

1コース

1組

4コース1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 No 氏名 順位 No 氏名 順位

ふじさわ としなり きたの あやめ もりや ゆき かめい けんしん

1 藤澤 寿成 10 北野 あやめ 19 森屋 雪 28 亀井 健新

Freedom Bikes 相模原Team Rust-eze

いけだ りゅうせい いとう すいは おおはた こうすけ かつまた としき

2 池田 龍生 1位 11 伊藤 翠葉 20 大畑 孝輔 29 勝又 敏稀

STAY GOLD

かわい たくみ かわぐち あおと いしだ たくみ ささき こう

3 河合 琢実 12 川口 碧大 21 石田 拓海 30 佐々木 昊

さいじょう きみこ にいじま ちさ いとう りん つじた じゅんたろう

4 西條 希実子 13 新島 千紗 1位 22 伊藤 凛 31 辻田 潤太郎 1位

チーム伊藤 ニトロキッズ

あべ しんば もちづき ゆうや こやま ろく のざき ゆうま

5 阿部 真羽 3位 14 望月 悠矢 23 小山 楼空 1位 32 野崎 勇真

よしむた みそら かねこ たいよう しげひろ なこ やまだ にしき

6 吉牟田 美空 4位 15 金子 大洋 24 重廣 菜胡 33 山田 虹織

LINE4

しげまつ れん いしだ せい まつだ れな おおかわ ひびと

7 重松 蓮 2位 16 石田 晟 25 松田 怜奈 34 大川 響跳

相模原Team Rust-eze

やまもと ゆうり おざわ えいと よしだ えり しいな せい

8 山本 侑利 17 尾澤 映人 26 吉田 衣里 2位 35 椎名 世 2位

とーかい☆れーしんぐ

せお じょうじ はらだ しずく あきもと だいき ともの うりゅう

9 妹尾 城志 5位 18 原田 詩月 27 秋本 大輝 36 伴野 佑龍

4組

1

3

9

2

1組 2組 3組

7

8

5

6

4
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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 もりや じん かきのき はやと もちづき だいご

101 渡井 健太 1位 110 森屋 仁 118 柿木 駿斗 2位 126 望月 大悟

FIRST KIDS IZU ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ

いしわた やまと わたなべ あお もり かいせい ふじまき かねひら

102 石渡 大和 111 渡部 碧 119 森 海晴 127 藤巻 兼平

りす組

もちずき たくみ たけうち みつき おの おうすけ ふかさわ るめ

103 望月 逞充 112 竹内 海希 120 小野 櫻介 3位 128 深澤 瑠萌 1位

FIRST KIDS IZU ニトロ キッズ

やまなし とわ たたら げんすけ ほり ぎんじ いけだ はるき

104 山梨 登和 113 多々良 絃介 121 堀 銀志 4位 129 池田 晴紀 5位

湘南happiness☆

みつやま なおき かわぐち まさき やぎ しりゅう つじもと りゅう

105 光山 直輝 4位 114 川口 真実希 122 八木 獅龍 130 辻本 竜

横浜本牧レーシング@VIT

きむら しと すがわら ひろや なかむら しでん しみず りょうた

106 木村 詩斗 2位 115 菅原 寛矢 123 中村 蒔伝 1位 131 清水 椋太 2位

TEAM  RIVER ニトロキッズ

ふじわら しゅうと たかおか ゆういちろう はくま しおん きたの ひなた

107 藤原 柊斗 3位 116 高岡 結一朗 124 白間 史穏 132 北野 陽大 4位

湘南SpringSuns

ふせ りひと くまざわ けいた ふくい そういちろう いわさき かえで

108 布施 璃人 117 熊沢 恵太 125 福井 蒼一朗 5位 133 岩崎 楓士 3位

ニトロキッズ Team Kinocco

あきもと らいと

109 秋本 頼人

1組 2組 3組 4組

1

5

2

3

4

7

6

8

9
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年中の部

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

かきぎ ゆうご いとう こたろう やまだ たびひと

201 柿木 裕互 1位 210 伊藤 小太朗 6位 219 山田 旅人

相模原Team Rust-eze チーム伊藤

なかやま りょう わたなべ ゆうま おりはら こうだい

202 中山 諒 4位 211 渡辺 佑麻 3位 220 折原 煌泰 4位

FIRST KIDS IZU Lucky  Fields

しみず けいすけ いとう てるは さいとう こあ

203 清水 奎介 3位 212 伊藤 耀葉 4位 221 斉藤 こあ 5位

GRASS HOPPERS ニトロキッズ

せお はるこ なかじま だいし おざわ らいと

204 妹尾 晴子 5位 213 中島 大志 222 尾澤 頼人

すずき りゅうせい くりた ともちか たかい ゆうり

205 鈴木 琉晟 214 栗田 智央 5位 223 高井 優吏

やすいけ ゆずき ひらかわ ひいろ ひわたし こうえい

206 安池 柚輝 215 平川 柊叶 224 樋渡 皇瑛 1位

Team　Kamikaze　Kids

ふるばやし しょうた あらい みさき かめい さくら

207 古林 昇大 2位 216 新井 海咲 2位 225 亀井 さくら 2位

相模原Team Rust-eze 湘南happiness☆ 相模原Team Rust-eze

なかの たいせい さいじょう まさひろ いとう こうたろう

208 中野 太惺 6位 217 西條 真弘 7位 226 伊藤 幸太郎 3位

グラスホッパーズ チーム伊藤

おがわ みんと みうら はくな

209 小川 海音 218 三浦 珀那 1位

Freedom Bikes

9

7

8

6

3

4

5

1

2

1組 2組 3組
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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☆

あおき かい いしもと けんと

302 青木 開 308 石本 健翔 5位

相模原Team Rust-eze

はくま こうき よこい こうたろう

303 白間 煌基 309 横井 考太朗 4位

湘南SpringSuns

たけうち かいり かきのき あきと

304 竹内 海里 310 柿木 耀斗 3位

FIRST KIDS IZU ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ

ねぎし こうせい はまさき ようた

305 根岸 恒誠 2位 311 浜崎 陽太

FIRST KIDS IZU ＠ VIT 湘南happiness★

いわさき さくと いしもと ゆうと

306 岩崎 桜士 3位 312 石本 悠翔 2位

Team Kinocco

2組

1

2

1組

5

6

3

4
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賞品一覧

未就園児の部 FM IS賞 ラン&ランニングバイク
温泉券 伊東マリンタウン 虹の郷 ペットボトル飲料 コカ コーラ イ ーストジャパン

お食事券 伊東マリンタウン

土肥金山 ペットボトル飲料 コカ コーラ イ ーストジャパン

温泉券 伊東マリンタウン

ペットボトル飲料 コカ コーラ イ ーストジャパン

ぬいぐるみ 伊東マリンタウン

飲料水 伊東マリンタウン ペットボトル飲料 コカ コーラ イ ーストジャパン

年少の部 FM IS賞 ラン&ランニングバイク
温泉券 伊東マリンタウン 虹の郷 ペットボトル飲料 コカ コーラ イ ーストジャパン

お食事券 伊東マリンタウン

土肥金山 ペットボトル飲料 コカ コーラ イ ーストジャパン

温泉券 伊東マリンタウン

ペットボトル飲料 コカ コーラ イ ーストジャパン

ぬいぐるみ 伊東マリンタウン

飲料水 伊東マリンタウン ペットボトル飲料 コカ コーラ イ ーストジャパン

年中の部 FM IS賞 ラン&ランニングバイク
温泉券 伊東マリンタウン 虹の郷 ペットボトル飲料 コカ コーラ イ ーストジャパン

お食事券 伊東マリンタウン

土肥金山 ペットボトル飲料 コカ コーラ イ ーストジャパン

温泉券 伊東マリンタウン

ペットボトル飲料 コカ コーラ イ ーストジャパン

ぬいぐるみ 伊東マリンタウン

飲料水 伊東マリンタウン

年長の部 FM IS賞 ラン&ランニングバイク
温泉券 伊東マリンタウン 虹の郷 ペットボトル飲料 コカ コーラ イ ーストジャパン

お食事券 伊東マリンタウン

土肥金山 ペットボトル飲料 コカ コーラ イ ーストジャパン

温泉券 伊東マリンタウン

ぬいぐるみ 伊東マリンタウン

飲料水 伊東マリンタウン

エキスパートの部
温泉券 伊東マリンタウン

お食事券 伊東マリンタウン

ぬいぐるみ 伊東マリンタウン

温泉券 伊東マリンタウン

飲料水 伊東マリンタウン

3位

3

3組

1組

2組

3組

1位

2位

1組

2組

2

3

1

2

2組

4組

1

2

3

1

2

1組

3組

2組

1組

4組

2位

3位

3

1
1位

2位

2位

3位

3位

2位

1位

1位

3位

1位
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