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予選 未就園児の部

3本走る総合順位により、4位まで決勝へ

No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位 No 氏名 順位

いわた たけと きたの あやめ なかにし　つかさ いとう すいは

1 岩田 岳大 1位 2 北野 あやめ 2位 3 中西　司 3位 4 伊藤 翠葉 4位

ニトロキッズ 横浜本牧レーシング

いとう すいは なかにし　つかさ すがわら るな いわた たけと

4 伊藤 翠葉 4位 3 中西　司 3位 5 菅原 瑠夏 2位 1 岩田 岳大 1位

横浜本牧レーシング ニトロキッズ 相模原team Rust-eze

すがわら るな なかにし　つかさ いとう すいは きたの あやめ

5 菅原 瑠夏 3位 3 中西　司 1位 4 伊藤 翠葉 4位 2 北野 あやめ 2位

相模原team Rust-eze ニトロキッズ 横浜本牧レーシング

きたの あやめ いわた たけと すがわら るな

2 北野 あやめ 3位 1 岩田 岳大 2位 5 菅原 瑠夏 1位

相模原team Rust-eze

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

いわた たけと すがわら るな なかにし　つかさ きたの あやめ

1 岩田 岳大 1位 5 菅原 瑠夏 2位 3 中西　司 4位 2 北野 あやめ 3位

予選1位 予選2位 相模原team Rust-eze 予選3位 ニトロキッズ 予選4位

最終順位
No

1位 1

2位 5

3位 2

4位 3

5位

FM IS賞 未就園児の部

No

4

3

2 北野 あやめ きたの あやめ 神奈川県 女

中西　司 なかにし　つかさ 神奈川県 男

チーム名

伊藤 翠葉 いとう すいは 神奈川県 女
ニトロキッズ

横浜本牧レーシング

氏名 フリガナ 都道府県 性別

中西　司 なかにし　つかさ 神奈川県 男 ニトロキッズ

北野 あやめ きたの あやめ 神奈川県 女

菅原 瑠夏 すがわら るな 神奈川県 女 相模原team Rust-eze

岩田 岳大 いわた たけと 神奈川県 男

氏名 フリガナ 都道府県 性別 チーム名

3コース

4コース

1組

4組

1コース 2コース 3コース

3組

4コース

1組

2組

1コース 2コース
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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

ふじさわ　としなり ぬきな すばる やまもと　ゆうり いしやまかいり

101 藤澤　寿成 1位 102 貫名 昴琉 103 山本　侑利 104 石山浬 2位

Freedom Bikes ニトロキッズ

かわぐち あおと たかはま　はるき まつだ れな もちづき　ゆうや

105 川口 碧大 106 高浜　遙輝 1位 107 松田 怜奈 3位 108 望月　悠矢 2位

よしむた　みそら おおかわ　ひびと しげまつ れん

109 吉牟田　美空 110 大川　響跳 2位 111 重松 蓮 1位

ニトロキッズ 相模原Team Rust-eze

こやまろく しばた　はるか たなか　のぞむ

112 小山楼空 1位 113 柴田　遼花 2位 114 田中　希 3位

チームしばた

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

予1-1組3位 予1-3組3位 予1-2組4位 予1-4組4位

まつだ れな たなか　のぞむ

107 松田 怜奈 1位 114 田中　希 2位

予1-2組3位 予1-4組3位 予1-1組4位 予1-3組4位

1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

ふじさわ　としなり しばた　はるか

101 藤澤　寿成 1位 113 柴田　遼花 2位

予1-1組1位 Freedom Bikes 予1-4組2位 チームしばた 予2-1組1位

たかはま　はるき おおかわ　ひびと まつだ れな

106 高浜　遙輝 1位 110 大川　響跳 2位 107 松田 怜奈 3位

予1-2組1位 予1-3組2位 予2-2組1位

しげまつ れん もちづき　ゆうや

111 重松 蓮 1位 108 望月　悠矢 2位

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

こやまろく いしやまかいり たなか　のぞむ

112 小山楼空 1位 104 石山浬 3位 114 田中　希 2位

予1-4組1位 予1-1組2位 ニトロキッズ 予2-2組2位

1組

2組

4組

3組

1組

2組

1コース 2コース 3コース

3組

4コース

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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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

ふじさわ　としなり しげまつ れん おおかわ　ひびと たなか　のぞむ

101 藤澤　寿成 1位 111 重松 蓮 2位 110 大川　響跳 3位 114 田中　希 4位

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

たかはま　はるき こやまろく しばた　はるか もちづき　ゆうや

106 高浜　遙輝 2位 112 小山楼空 1位 113 柴田　遼花 4位 108 望月　悠矢 3位

#1-2組1位 #1-4組1位 #1-1組2位 チームしばた #1-3組2位

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

おおかわ　ひびと もちづき　ゆうや たなか　のぞむ しばた　はるか

110 大川　響跳 1位 108 望月　悠矢 2位 114 田中　希 4位 113 柴田　遼花 3位

準決1組3位 準決2組3位 準決1組4位 準決2組4位 チームしばた

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

ふじさわ　としなり こやまろく しげまつ れん たかはま　はるき

101 藤澤　寿成 1位 112 小山楼空 2位 111 重松 蓮 4位 106 高浜　遙輝 3位

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

最終順位
No

1位 101

2位 112

3位 106

4位 111

5位 110

6位 108

7位 113

8位 114

FM IS賞 年少の部

No

114

104

107

ニトロキッズ
松田 怜奈 まつだ れな 静岡県 女

石山浬 いしやまかいり 神奈川県 男

チーム名

田中　希 たなか　のぞむ 神奈川県 男

氏名 フリガナ 都道府県 性別

チームしばた
田中　希 たなか　のぞむ 神奈川県 男

柴田　遼花 しばた　はるか 静岡県 女

望月　悠矢 もちづき　ゆうや 静岡県 男

大川　響跳 おおかわ　ひびと 静岡県 男

重松 蓮 しげまつ れん 神奈川県 男 相模原Team Rust-eze

高浜　遙輝 たかはま　はるき 神奈川県 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

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

わたい けんた いとう　そら きたの ひなた しみず りょうた

201 渡井 健太 1位 202 伊藤　蒼空 3位 203 北野 陽大 2位 204 清水 椋太 4位

FIRST KIDS IZU ニトロキッズ

かきのき　はやと なかむら しでん みつやま なおき さの　たかまさ

205 柿木　駿斗 2位 206 中村 蒔伝 207 光山 直輝 1位 208 佐野　尊将

ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ TEAM RIVER 横浜本牧レーシング@VIT

たけうち みつき たかみ りひと たたら   げんすけ ふせ　りひと

209 竹内 海希 1位 210 高見 理仁 4位 211 多々良   絃介 3位 212 布施 璃人 2位

FIRST KIDS IZU 相模原Team Rust-eze 湘南happiness☆ ニトロキッズ

ふかさわ　るめ かわぐちまさき きむら しと いわさき　かえで

213 深澤　瑠萌 2位 214 川口真実希 4位 215 木村 詩斗 1位 216 岩崎　楓士 3位

ニトロ キッズ 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

いとう　そら たたら   げんすけ かわぐちまさき

202 伊藤　蒼空 3位 211 多々良   絃介 1位 214 川口真実希 2位

予1-1組3位 予1-3組3位 湘南happiness☆ 予1-2組4位 予1-4組4位

いわさき　かえで しみず りょうた たかみ りひと

216 岩崎　楓士 1位 204 清水 椋太 3位 210 高見 理仁 2位

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

1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

わたい けんた ふかさわ　るめ たたら   げんすけ

201 渡井 健太 1位 213 深澤　瑠萌 2位 211 多々良   絃介 3位

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

みつやま なおき ふせ　りひと いわさき　かえで

207 光山 直輝 3位 212 布施 璃人 1位 216 岩崎　楓士 2位

予1-2組1位横浜本牧レーシング@VIT 予1-3組2位 ニトロキッズ 予2-2組1位

たけうち みつき かきのき　はやと かわぐちまさき

209 竹内 海希 1位 205 柿木　駿斗 2位 214 川口真実希 3位

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

きむら しと きたの ひなた たかみ りひと

215 木村 詩斗 1位 203 北野 陽大 2位 210 高見 理仁 3位

予1-4組1位 FIRST KIDS IZU 予1-1組2位 予2-2組2位 相模原Team Rust-eze

1コース 2コース 3コース

3組

4組

4コース

1組

2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

4コース

1組

3組

4組

4コース

1組

2組
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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

わたい けんた たけうち みつき いわさき　かえで きたの ひなた

201 渡井 健太 1位 209 竹内 海希 2位 216 岩崎　楓士 4位 203 北野 陽大 3位

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

ふせ　りひと きむら しと ふかさわ　るめ かきのき　はやと

212 布施 璃人 2位 215 木村 詩斗 1位 213 深澤　瑠萌 4位 205 柿木　駿斗 3位

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

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

きたの ひなた かきのき　はやと いわさき　かえで ふかさわ　るめ

203 北野 陽大 2位 205 柿木　駿斗 4位 216 岩崎　楓士 3位 213 深澤　瑠萌 1位

準決1組3位 準決2組3位 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ 準決1組4位 準決2組4位 ニトロ キッズ

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

わたい けんた きむら しと たけうち みつき ふせ　りひと

201 渡井 健太 1位 215 木村 詩斗 2位 209 竹内 海希 3位 212 布施 璃人 4位

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

最終順位
No

1位 201

2位 215

3位 209

4位 212

5位 213

6位 203

7位 216

8位 205

FM IS賞 年中の部

No

204

211

207

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 KIDS IZU
木村 詩斗 きむら しと 静岡県 男 FIRST KIDS IZU

渡井 健太 わたい けんた 静岡県 男

FIRST KIDS IZU
布施 璃人 ふせ　りひと 神奈川県 男 ニトロキッズ

竹内 海希 たけうち みつき 静岡県 男

ニトロ キッズ
北野 陽大 きたの ひなた 神奈川県 男

深澤　瑠萌 ふかさわ　るめ 神奈川県 女

柿木　駿斗 かきのき　はやと 神奈川県 男 ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ

岩崎　楓士 いわさき　かえで 神奈川県 男

チーム名

清水 椋太 しみず りょうた 神奈川県 男 ニトロキッズ

氏名 フリガナ 都道府県 性別

湘南happiness☆
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

多々良   絃介 たたら   げんすけ 静岡県 男
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予選1本目 年長の部

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

おりはら　こうだい さいとうこあ すがわら こうし

302 折原　煌泰 3位 303 斉藤こあ 1位 304 菅原 昊志 2位

ニトロキッズ 相模原team Rust-eze

なかやま　りょう はやさか　ともき ふるばやし　しょうた おがわ みんと

305 中山　諒 2位 306 早坂　文希 3位 307 古林　昇大 1位 308 小川  海音 4位

相模原Team Rust-eze

わたなべ ゆうま あらい　みさき いとう てるは さいじょう　まさひろ

309 渡辺 佑麻 1位 310 新井　海咲 2位 311 伊藤 耀葉 3位 312 西條　真弘 4位

FIRST KIDS IZU 湘南happiness 横浜本牧レーシング

みうら はくな のざき ひなた たなか　まゆ うじべ　てつ

313 三浦 珀那 1位 314 野崎 陽詩 3位 315 田中　真夢 4位 316 氏部　哲 2位

Freedom Bikes ニトロキッズ

かきぎ　ゆうご しみず けいすけ いしやまたいせい

317 柿木　裕互 1位 318 清水 奎介 3位 319 石山大晴 2位

相模原Team Rust-eze ニトロキッズ

予選2本目 年長の部

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

おりはら　こうだい のざき ひなた おがわ みんと

302 折原　煌泰 1位 314 野崎 陽詩 2位 308 小川  海音 3位

予1-1組3位 予1-4組3位 ニトロキッズ 予1-2組4位 予1-5組4位

はやさか　ともき しみず けいすけ さいじょう　まさひろ

306 早坂　文希 2位 318 清水 奎介 1位 312 西條　真弘 3位

予1-2組3位 予1-5組3位 予1-3組4位

いとう てるは たなか　まゆ

311 伊藤 耀葉 1位 315 田中　真夢 2位

予1-3組3位 横浜本牧レーシング 予1-1組4位 予1-4組4位

4コース

1組

2組

1コース 2コース 3コース

2コース 3コース

3組

5組

4組

4コース

1組

2組

1コース

3組
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1回戦 年長の部

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

さいとうこあ かきぎ　ゆうご うじべ　てつ いとう てるは

303 斉藤こあ 2位 317 柿木　裕互 1位 316 氏部　哲 4位 311 伊藤 耀葉 3位

予1-1組1位 ニトロキッズ 予1-5組1位 相模原Team Rust-eze 予1-4組2位 予2-3組1位 横浜本牧レーシング

ふるばやし　しょうた すがわら こうし いしやまたいせい のざき ひなた

307 古林　昇大 2位 304 菅原 昊志 3位 319 石山大晴 1位 314 野崎 陽詩 4位

予1-2組1位 相模原Team Rust-eze 予1-1組2位 相模原team Rust-eze 予1-5組2位 ニトロキッズ 予2-1組2位 ニトロキッズ

わたなべ ゆうま なかやま　りょう おりはら　こうだい はやさか　ともき

309 渡辺 佑麻 1位 305 中山　諒 2位 302 折原　煌泰 3位 306 早坂　文希 4位

予1-3組1位 FIRST KIDS IZU 予1-2組2位 予2-1組1位 予2-2組2位

みうら はくな あらい　みさき しみず けいすけ たなか　まゆ

313 三浦 珀那 1位 310 新井　海咲 3位 318 清水 奎介 2位 315 田中　真夢

予1-4組1位 Freedom Bikes 予1-3組2位 湘南happiness 予2-2組1位 予2-3組2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

かきぎ　ゆうご わたなべ ゆうま ふるばやし　しょうた しみず けいすけ

317 柿木　裕互 2位 309 渡辺 佑麻 3位 307 古林　昇大 1位 318 清水 奎介 4位

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

いしやまたいせい みうら はくな さいとうこあ なかやま　りょう

319 石山大晴 4位 313 三浦 珀那 1位 303 斉藤こあ 2位 305 中山　諒 3位

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

わたなべ ゆうま なかやま　りょう しみず けいすけ いしやまたいせい

309 渡辺 佑麻 1位 305 中山　諒 3位 318 清水 奎介 4位 319 石山大晴 2位

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

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

ふるばやし　しょうた みうら はくな かきぎ　ゆうご さいとうこあ

307 古林　昇大 2位 313 三浦 珀那 4位 317 柿木　裕互 1位 303 斉藤こあ 3位

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

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

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
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最終順位
No

1位 317

2位 307

3位 303

4位 313

5位 309

6位 319

7位 305

8位 318

FM IS賞 年長の部

No

306

308

315

氏名 フリガナ 都道府県 性別 チーム名

相模原Team Rust-eze
古林　昇大 ふるばやし　しょうた 神奈川県 男 相模原Team Rust-eze

柿木　裕互 かきぎ　ゆうご 神奈川県 男

ニトロキッズ
三浦 珀那 みうら はくな 長野県 男 Freedom Bikes

斉藤こあ さいとうこあ 神奈川県 男

FIRST KIDS IZU
石山大晴 いしやまたいせい 神奈川県 男 ニトロキッズ

渡辺 佑麻 わたなべ ゆうま 静岡県 男

清水 奎介 しみず けいすけ 静岡県 男

中山　諒 なかやま　りょう 静岡県 男

チーム名

早坂　文希 はやさか　ともき 神奈川県 男

氏名 フリガナ 都道府県 性別

田中　真夢 たなか　まゆ 神奈川県 女

小川  海音 おがわ みんと 東京都 男
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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

かきぎ　ゆうご かきのき　はやと なかむら しでん

317 柿木　裕互 1位 205 柿木　駿斗 2位 206 中村 蒔伝

相模原Team Rust-eze ＬＩＮＯ　ＫＥＩＫＩ TEAM RIVER

みうら はくな きたの ひなた みつやま なおき よしむた　みそら

313 三浦 珀那 1位 203 北野 陽大 3位 207 光山 直輝 2位 109 吉牟田　美空

Freedom Bikes 横浜本牧レーシング@VIT ニトロキッズ

ふるばやし　しょうた いしやまたいせい さの　たかまさ いしやまかいり

307 古林　昇大 1位 319 石山大晴 2位 208 佐野　尊将 4位 104 石山浬 3位

相模原Team Rust-eze ニトロキッズ ニトロキッズ

たなか　まゆ たけうち みつき ぬきな すばる

315 田中　真夢 2位 209 竹内 海希 1位 102 貫名 昴琉

FIRST KIDS IZU

さいとうこあ さいじょう　まさひろ たかみ りひと たなか　のぞむ

303 斉藤こあ 1位 312 西條　真弘 3位 210 高見 理仁 2位 114 田中　希

ニトロキッズ 相模原Team Rust-eze

おがわ みんと いとう てるは たたら   げんすけ しばた　はるか

308 小川  海音 3位 311 伊藤 耀葉 2位 211 多々良   絃介 1位 113 柴田　遼花

横浜本牧レーシング 湘南happiness☆ チームしばた

なかやま　りょう あらい　みさき ふせ　りひと こやまろく

305 中山　諒 2位 310 新井　海咲 3位 212 布施 璃人 1位 112 小山楼空 4位

湘南happiness ニトロキッズ

わたい けんた はやさか　ともき ふかさわ　るめ しげまつ れん

201 渡井 健太 1位 306 早坂　文希 3位 213 深澤　瑠萌 2位 111 重松 蓮

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

わたなべ ゆうま すがわら こうし きむら しと いわさき　かえで

309 渡辺 佑麻 1位 304 菅原 昊志 2位 215 木村 詩斗 3位 216 岩崎　楓士 4位

FIRST KIDS IZU 相模原team Rust-eze FIRST KIDS IZU

2組

4コース

1組

1コース 2コース 3コース

3組

5組

4組

6組

7組

8組

9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

かきぎ　ゆうご たけうち みつき みつやま なおき

317 柿木　裕互 1位 209 竹内 海希 2位 207 光山 直輝 3位

#1-1組1位 相模原Team Rust-eze #1-4組1位 FIRST KIDS IZU #1-2組2位 横浜本牧レーシング@VIT

みうら はくな さいとうこあ いしやまたいせい

313 三浦 珀那 2位 303 斉藤こあ 3位 319 石山大晴 1位

#1-2組1位 Freedom Bikes #1-5組1位 ニトロキッズ #1-3組2位 ニトロキッズ

ふるばやし　しょうた かきのき　はやと たなか　まゆ

307 古林　昇大 1位 205 柿木　駿斗 2位 315 田中　真夢 3位

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

たたら   げんすけ わたなべ ゆうま ふかさわ　るめ

211 多々良   絃介 3位 309 渡辺 佑麻 1位 213 深澤　瑠萌 2位

#1-6組1位 湘南happiness☆ #1-9組1位 FIRST KIDS IZU #1-8組2位 ニトロ キッズ

ふせ　りひと いとう てるは すがわら こうし

212 布施 璃人 311 伊藤 耀葉 2位 304 菅原 昊志 1位

#1-7組1位 ニトロキッズ #1-6組2位 横浜本牧レーシング #1-9組2位 相模原team Rust-eze

わたい けんた なかやま　りょう たかみ りひと

201 渡井 健太 1位 305 中山　諒 2位 210 高見 理仁 3位

#1-8組1位 FIRST KIDS IZU #1-7組2位 #1-5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

かきぎ　ゆうご ふるばやし　しょうた みうら はくな

317 柿木　裕互 3位 307 古林　昇大 2位 313 三浦 珀那 1位

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

いしやまたいせい たけうち みつき かきのき　はやと

319 石山大晴 2位 209 竹内 海希 1位 205 柿木　駿斗 3位

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

わたなべ ゆうま わたい けんた いとう てるは

309 渡辺 佑麻 1位 201 渡井 健太 2位 311 伊藤 耀葉 3位

#2-4組1位 FIRST KIDS IZU #2-6組1位 FIRST KIDS IZU #2-5組2位 横浜本牧レーシング

すがわら こうし ふかさわ　るめ なかやま　りょう

304 菅原 昊志 2位 213 深澤　瑠萌 3位 305 中山　諒 1位

#2-5組1位 相模原team Rust-eze #2-4組2位 ニトロ キッズ #2-6組2位

1コース 2コース 3コース

2組

4コース

1組

3組

4組

5組

6組

1コース 2コース 3コース 4コース

1組

2組

3組

4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

みうら はくな わたなべ ゆうま いしやまたいせい すがわら こうし

313 三浦 珀那 3位 309 渡辺 佑麻 2位 319 石山大晴 1位 304 菅原 昊志 4位

準々-1組1位 Freedom Bikes 準々-3組1位 FIRST KIDS IZU 準々-2組2位 ニトロキッズ 準々-4組2位 相模原team Rust-eze

たけうち みつき なかやま　りょう ふるばやし　しょうた わたい けんた

209 竹内 海希 4位 305 中山　諒 3位 307 古林　昇大 2位 201 渡井 健太 1位

準々-2組1位 FIRST KIDS IZU 準々-4組1位 準々-1組2位 相模原Team Rust-eze 準々-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

みうら はくな なかやま　りょう すがわら こうし たけうち みつき

313 三浦 珀那 1位 305 中山　諒 3位 304 菅原 昊志 2位 209 竹内 海希 4位

準決-1組3位 Freedom Bikes 準決-2組3位 準決-1組4位 相模原team Rust-eze 準決-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

いしやまたいせい わたい けんた わたなべ ゆうま ふるばやし　しょうた

319 石山大晴 4位 201 渡井 健太 3位 309 渡辺 佑麻 1位 307 古林　昇大 2位

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

最終順位
No

1位 309

2位 307

3位 201

4位 319

5位 313

6位 304

7位 305

8位 209

1コース 2コース

2コース 3コース 4コース1コース

3コース

2組

1組

4コース

1組

1コース 2コース 3コース 4コース

氏名 フリガナ 都道府県 性別
渡辺 佑麻 わたなべ ゆうま 静岡県 男

チーム名

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

1組

男

FIRST KIDS IZU
石山大晴 いしやまたいせい 神奈川県 男

渡井 健太 わたい けんた 静岡県 男

相模原team Rust-eze

ニトロキッズ
Freedom Bikes

菅原 昊志 すがわら こうし 神奈川県 男

三浦 珀那 みうら はくな 長野県

相模原Team Rust-eze

竹内 海希 たけうち みつき 静岡県 男 FIRST KIDS IZU

中山　諒 なかやま　りょう 静岡県 男
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