
１６女　１年生以下 2007.1.3
ｾﾞｯｹﾝNo 名　　　前 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　　　　　属 学年

1041 岩本　愛里 イワモトアイリ ｕｃシューティングスター 小１ 37:05:26
1042 丹羽　このみ ニワコノミ ｕｃシューティングスター 小１ 29:27:39
1043 棚井　美裕 タナイミユ ｕｃシューティングスター 小１ 29:06:46
1044 四方　さやか シカタサヤカ ｕｃシューティングスター 小１ 41:57:81
1045 加藤　陽都 カトウミナミ ｕｃシューティングスター 幼 33:49:58
1064 鈴木　香奈恵 スズキカナエ 御殿場一輪車サークル 小１ 32:58:80
1367 川上　萌 カワカミモエ 三島一輪車走ろう会 ６才 59:15:06
1004 福地　莉子 フクチリコ 静岡城内一輪車クラブ 小１ 26:56:32
1006 山本　珠暉 ヤマモトタマキ 静岡城内一輪車クラブ 小１ 25:01:16
1008 滝口　夏緒 タキグチナオ 静岡城内一輪車クラブ 小１ 32:41:16
1422 増本　海来 マスモト　ミク ユニサイクルＡｍｉ長泉 小１ 28:51:64
1084 中村　祐貴子 ナカムラ　ユウキコ 篠崎一輪車クラブ 未 38:37:18
1085 中村　美貴子 ナカムラ　ユウキコ 篠崎一輪車クラブ 未 35:30:68
1337 小澤　菜緒 オザワ　ナオ 伊東豆ぞうクラブ 小１ 32:55:25
939 樋渡　渚 ヒワタシナギサ 相模野一輪車クラブ 小１ 30:25:83

1362 小松　風花　　　コマツ　フウカ ｕｃシューティングスター 小１ 28:59:74
1350 小林　明菜 三島市 小１ 1:04:51:18
1382 松丸　奈菜 マツマル　ナナ 江戸川一輪車クラブぴえろ 小１ 33:48:86

１６女　２年生
1424 庄子　由夏 ショウジ　ユカ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小２ 34:16:96
1427 片山　七音歌 カタヤマ　ナノカ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小２ 37:26:62
1050 吉田　妃美子 ヨシダ　キミコ 安東一輪車クラブＢ．Ｓ．Ｐ 小２ 31:59:63
1051 山崎　菜奈子 ヤマザキ　ナナコ 安東一輪車クラブＢ．Ｓ．Ｐ 小２ 29:00:43
1390 塩川  愛生 シオカワメイ ドルフィンリンク 小２ 28:10:87
1338 谷屋　杏香 シオタニキョウカ 伊東豆ぞうクラブ 小２ 32:55:68
1001 長坂　綾 ナガサカ　アヤ 静岡城内一輪車クラブ 小２ 21:11:79
938 熊倉　莉子 クマクラ　リコ ユニサイクルスマイル 小２ 36:44:51

1364 近藤　万葉 平塚市 小２ 51:59:16
1348 中原　彩乃 西奈児童館 小２ 31:40:01
1347 塩澤　樹 西奈児童館 小２ 31:08:56
1397 小笠原　穂波 オガサワラ　ホナミ 清水ファイターズ 小２ 49:32:81



２０女　３・４年生 2007.1.3
ｾﾞｯｹﾝNo 名　　　前 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　　　　　属 学年

1003 福地　マリヤ フクチマリヤ 静岡城内一輪車クラブ 小３ 19:51:61
1005 山本　夏夢 ヤマモトナツメ 静岡城内一輪車クラブ 小３ 19:10:96
1009 勝山　真梨子 カツヤマ　マリコ 静岡城内一輪車クラブ 小４ 21:31:81
1392 浜田　穂乃花 ハマダ　　ホノカ 清水ファイターズ 小３ 25:11:31
1395 望月　彩加 モチヅキ　アヤカ 清水ファイターズ 小４ 30:05:06
1393 小林　結奈 コバヤシ　ユウナ 清水ファイターズ 小４ 25:13:72
1398 松本　玲佳 マツモト　レイカ 清水ファイターズ 小４ 32:32:64
1099 鎌田　実奈 カマタ　　　ミナ 相武台一輪車クラブ 小３ 22:23:66
1406 柏原　理沙 カシワバラ　リサ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小３ 22:17:58
1404 牧野　凛奈 マキノ　　リンナ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小３ 21:58:69
1409 下山　千裕 シモヤマ　チヒロ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小４ 22:30:25
1423 庄子　真由 ショウジ　マユ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小４ 27:05:42
1426 後藤　秋桜 ゴトウ　アキヨ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小４ 22:39:16
1432 山口　凪沙 ヤマグチナギサ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小４ 26:50:84

1082 市川　花 イチカワ　ハナ 静岡市西奈児童館一輪車クラ 小４ 22:47:39
1059 折原　玲美 オリハラ　レミ 三島市 小４ 49:31:45
1060 漆畑　春花 ウルシバタ　ハルカ ＵＣ藤枝 小３ 22:34:88
1061 山田　奈央 ヤマダ　　ナオ ＵＣ藤枝 小４ 23:24:71
1070 佐野　愛梨 サノ　アイリ 御殿場一輪車サークル 小４ 21:28:79
1067 野木　優子 ノギ　ユウコ 御殿場一輪車サークル 小４ 26:25:71
1418 山梨　央奈 ヤマナシ　フミナ 清水ドリームサイクル 小３ 29:17:75
1402 柴田　直枝 シバタ　ナエオ 清水ドリームサイクル 小４ 21:38:85
1073 三輪　綾香 ミワ　　　　アヤカ 榛原児童館 小３ 27:42:54
1076 廣道　和 ヒロミチ　ナゴミ 榛原児童館 小４ 30:20:64
1036 松木　明日香 マツキ　　アスカ ｕｃシューティングスター 小３ 21:19:59
1037 河原　伶奈 カワハラ　レイナ ｕｃシューティングスター 小３ 22:03:26
1034 丹羽　みなみ ニワ　ミナミ UCシューティングスター 小４ 26:21:54
1052 佐々木　綾香 ササキ　アヤカ 安東一輪車クラブＢ．Ｓ．Ｐ 小３ 25:15:38
1055 杉山　知紗子 スギヤマ　チサコ 安東一輪車クラブＢ．Ｓ．Ｐ 小４ 21:18:72
1053 吉田　結美子 ヨシダユミコ 安東一輪車クラブＢ．Ｓ．Ｐ 小４ 31:21:30
1054 山崎　一華 ヤマナシ　イチカ 安東一輪車クラブＢ．Ｓ．Ｐ 小４ 27:09:58
1487 杉崎　日向子 スギザ　キヒナコ 沼津市 小４ 49:28:33
1095 武井　彩夏 タケイ　アヤカ 沼津市 小４ 1:00:08:00
1499 斉藤　すみれ サイトウ　スミレ 伊東豆ぞうクラブ 小４ 23:05:37
1500 小澤　優香 オザワ　ユウカ 伊東豆ぞうクラブ 小４ 22:20:50
1312 高木　彩夢 タカギ　アム 伊東豆ぞうクラブ 小４ 19:19:63
1326 大橋　万裕子 オオハシ　マユコ 伊東豆ぞうクラブ 小４ 22:23:85
1328 相馬　彩花 　ソウマ　アヤカ 伊東豆ぞうクラブ 小３ 23:39:84
999 伊代野　実咲 イヨノミサキ 伊東豆ぞうクラブ 小３ 24:48:23
940 草間　恵海 クサマ　メグミ 相模野一輪車クラブ 小３ 21:15:85
941 小澤　澪 オザワ　ミオ 相模野一輪車クラブ 小３ 24:37:32
942 鈴木　梨子 スズキ　リコ 相模野一輪車クラブ 小３ 21:17:43
944 安澤　佳那 ヤスザワ　カナ 相模野一輪車クラブ 小４ 24:37:60

1379 小池　裕子 ユニサイクルＡｍｉ長泉 小３ 22:15:08
1376 島田　はるか 小２ 35:18:90
1365 近藤　香穂 小４ 30:52:39
1361 小松　路花 UCシューティングスター 小３ 28:24:74
1357 斧里　緒菜 小３ DIS
1355 青木　咲織 静岡市西奈児童館一輪車クラ 小３ 22:27:65
1349 高橋　かりな 安東一輪車クラブＢ．Ｓ．Ｐ 小３ 39:32:17
1346 塩澤　　楓 静岡市西奈児童館一輪車クラ 小４ 30:07:16
1013 櫻井　美希 サクライ　ミキ 江戸川一輪車クラブぴえろ 小２ 27:16:64



２０女　５年生 2007.1.3
ｾﾞｯｹﾝNo 名　　　前 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　　　　　属 学年

949 石川　愛那 イシカワアイナ 相模野一輪車クラブ 小５ 22:07:62
950 山崎　さつき ヤマザキサツキ 相模野一輪車クラブ 小５ 23:42:87
977 樋渡　楓 ヒワタシカエデ 相模野一輪車クラブ 小５ 22:17:28
983 吉田　瑞季 ヨシダ　ミズキ 相模野一輪車クラブ 小５ 20:49:24

1007 滝口　真緒 タキグチマオ 静岡城内一輪車クラブ 小５ 25:00:35
1030 加藤　遥夏 カトウ　ハルカ ｕｃシューティングスター 小５ 20:20:53
1031 久保田　美佳 クボタ　ミカ ｕｃシューティングスター 小５ 31:53:64
1032 野城　那奈 ノシロ　ナナ ｕｃシューティングスター 小５ 24:25:76
1062 漆畑　夏希 ウルシバタ　ナツキ ＵＣ藤枝 小５ 22:19:58
1074 増田　彩夏 マスダ　　アヤカ 榛原児童館 小５ 27:41:48
1403 高山友見 タカヤマトモミ 清水ドリームサイクル 小５ 29:04:00
1419 杉山　美樹 スギヤマ　ミキ 清水ドリームサイクル 小５ 22:09:76
1020 古瀬　凪沙 フルセ　　ナギサ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小５ 20:33:61
1014 青島　千映里 アオシマ　チエリ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小５ DIS
1065 鈴木　春希 スズキ　　ハルキ 御殿場一輪車サークル 小５ 24:34:75
1396 小笠原　結子 オガサワラ　ユイコ 清水ファイターズ 小５ 24:59:82
1363 溝田　桃子 ミゾタ　　モモコ ドルフィンリンク 小５ 21:25:84
1370 久保田　媛利衣クボタ　　エリイ ドルフィンリンク 小５ 21:48:48
1385 亀山　麻里 カメヤマ　マリ ドルフィンリンク 小５ 21:29:77
1387 斉藤　夢季 サイトウ　ユキ ドルフィンリンク 小５ 21:11:94
1386 山田　優 ヤマダユウ ドルフィンリンク 小５ 22:42:07
1389 芦川　志帆 アシカワ　シホ ドルフィンリンク 小５ 23:01:11
1381 松丸　玲菜 江戸川一輪車クラブぴえろ 小５ 20:42:14
1377 佐野　友里花 ドルフィンリンク 小５ 23:45:81
1366 井上　かおり 清水ファイターズ 小５ 26:45:14
1352 河田　夏帆 ユニサイクルスマイル 小５ 24:15:85

２０女　６年生
ｾﾞｯｹﾝNo 名　　　前 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　　　　　属 学年

1391 浜田　美波 ハマダ　　ミナミ 清水ファイターズ 小６ 24:53:43
1394 幡野　秋花 ハタノ　シュウカ 清水ファイターズ 小６ 34:07:36
920 齋藤　　舞 サイトウ　マイ 清水ファイターズ 小６ 26:49:97

1056 吉田　満美子 ヨシダ　ユミコ 安東一輪車クラブＢ．Ｓ．Ｐ 小６ 25:50:42
1069 佐野　瑛里菜 サノ　　　エリナ 御殿場一輪車サークル 小６ 23:42:87
1090 糸日谷　真央 イトヒヤ　　マオ 篠崎一輪車クラブ 小６ 18:30:77
1430 林　　　法子 ハヤシ　　ノリコ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小５ 19:25:21
1425 後藤　澪奈 ゴトウ　　ミオナ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小５ 22:59:15
1022 長田　香乃 オサダ　カノ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小５ 21:28:31
1495 八木　さくら ヤギ　　サクラ 伊東豆ぞうクラブ 小６ 19:28:40
1494 上原　実穂 ウエハラ　ミホ 伊東豆ぞうクラブ 小６ 20:07:92
1493 椙下　智加 スギシタ　チカ 伊東豆ぞうクラブ 小６ 20:33:98
1496 相馬　美里 ソウマ　ミサト 伊東豆ぞうクラブ 小６ 21:02:37
1497 阿部　華実 アベ　ハナミ 伊東豆ぞうクラブ 小６ 20:25:09
1492 小川　美咲 オガワ　ミサキ 伊東豆ぞうクラブ 小６ 17:38:34
1498 斎藤　あやめ サイトウ　アヤメ 伊東豆ぞうクラブ 小６ 22:46:70
1078 八木　しおり ヤギ　　シオリ 榛原児童館 小６ 27:29:25
925 鎌田　奈々 カマダ　　ナナ ユニサイクルスマイル 小６ 23:24:21

1029 山田　彩乃 ヤマダ　　アヤノ ｕｃシューティングスター 小６ 20:08:71
985 村上　奈津実 ムラカミ　ナツキ 相模野一輪車クラブ 小６ 21:17:04
987 森　　さやか モリ　サヤカ 相模野一輪車クラブ 小６ 20:18:57

1380 松丸　愛里菜 江戸川一輪車クラブぴえろ 小６ 21:08:12
1359 的場　優香 梅田めり－ご－らんど 小６ 21:24:41
1358 長谷川　さや 小６ 40:29:86



２４女　２０才以下 2007.1.3
ｾﾞｯｹﾝNo 名　　　前 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　　　　　属 学年

1021 長田　優奈 オサダ　　ユナ ユニサイクルＡｍｉ長泉 中１ 20:42:94
1017 江戸　　希 エド　　　ノゾミ ユニサイクルＡｍｉ長泉 中２ 23:13:63
1023 小澤　未来 オザワ　　ミク ユニサイクルＡｍｉ長泉 中１ 21:54:89
992 吉田　千穂 ヨシダ　　チホ 相模野一輪車クラブ 中１ 19:26:24

1091 郡司　望帆 グンジ　　ミホ 篠崎一輪車クラブ 中１ 19:25:42
1092 矢澤　沙織 ヤサワ　サオリ 篠崎一輪車クラブ 中３ 17:23:13
996 熊谷　真咲 クマガイ　マサキ 相模野一輪車クラブ 中２ 20:12:99

1384 小澤　　舞 オザワ　　マイ 相模野一輪車クラブ 中２ 19:02:05
997 津田　稚奈 ツダ　　　ワカナ 相模野一輪車クラブ 高３ 19:16:15

1012 櫻井　理加 サクライ　リカ 江戸川一輪車クラブぴえろ 高３ 19:32:75
1491 清水　結衣 シミズ　ユイ 伊東豆ぞうクラブ 中１ 20:40:36
1490 江川　　尚 エガワ　　ショウ 伊東豆ぞうクラブ 高２ 21:07:04
921 今井　友夏里 イマイ　　ユカリ ユニサイクルスマイル １９才 25:11:60

1028 寺田　聖令菜 テラダ　　　セリナ ｕｃシューティングスター 中１ 17:09:58
1027 寺田　愛里紗 テラダ　　アリサ ｕｃシューティングスター 高１ 18:05:21

２４女　２１才以上
ｾﾞｯｹﾝNo 名　　　前 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　　　　　属 学年

1057 佐々木　美奈子ササキ　ミナコ 安東一輪車クラブＢ．Ｓ．Ｐ 28 32:39:00
1024 柴田　章子 シバタ　アキコ 清水ドリームサイクル 39 36:09:39
1488 清水　和枝 シミズ　カズエ 伊東豆ぞうクラブ 42 33:33:78
1489 江川　　文 エガワ　　アヤ 伊東豆ぞうクラブ 21 27:18:10
1094 郡司　直子 グンジ　ナオコ 篠崎一輪車クラブ 46 36:02:24



１６男　１年生以下 2007.1.3
ｾﾞｯｹﾝNo 名　　　前 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　　　　　属 学年

1002 長坂　亮 ナガサカ　リョウ 静岡城内一輪車クラブ 幼 23:28:91
1407 柏原　武流 カシワバ　ラタケル ユニサイクルＡｍｉ長泉 幼 34:05:05
1450 山口　洵弥 ヤマグチ　ジュンヤ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小１ 37:01:56
1038 松木　　優 マツキ　　スグル ｕｃシューティングスター 小１ 26:47:20
1077 廣道　昴也 ヒロミチ　タカヤ 榛原児童館 幼 52:05:37
1080 増田　賢司 マスダ　ケンジ 榛原児童館 小１ 54:15:27
1083 市川　太一 イチカワ　タイチ 静岡市西奈児童館一輪車クラ 小１ 31:20:82
1354 青木　隆史 アオキ　タカシ 静岡市西奈児童館一輪車クラ 小１ 26:56:58
1375 島田　祥行 伊東豆ぞうクラブ 小１ 1:03:00:52

１６男　２年生
ｾﾞｯｹﾝNo 名　　　前 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　　　　　属 学年

1400 成岡　和雅 ナルオカ　カズマサ 清水ドリームサイクル 小２ 46:31:37
1411 下山　智士 シモヤマ　サトシ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小２ 23:39:36
1015 青島　泰雅 アオシマ　タイガ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小２ DIS
1405 牧野　凌介 マキノ　リョウスケ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小２ 30:24:70
1075 増田　謙斗 マスダ　ケント 榛原児童館 小２ 52:03:55
1047 野城　真彦 ノシロ　　マサヒコ ｕｃシューティングスター 小２ 29:40:58
1039 四方　雄馬 シカタ　ユウマ ｕｃシューティングスター 小２ 31:01:70



２０男　３、４年生 2007.1.3
ｾﾞｯｹﾝNo 名　　　前 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　　　　　属 学年

1368 川上　拓真 カワカミ　　タクマ 三島一輪車走ろう会 小３ 24:32:00
1086 中村　和貴 ナカムラ　カズキ 篠崎一輪車クラブ 小３ 22:14:07
1087 郡司　健太郎 グンジ　　ケンタロウ篠崎一輪車クラブ 小４ 19:45:02
1401 高山　和也 タカヤマカズヤ 清水ドリームサイクル 小３ 26:17:69
1046 野城　達弘 ノシロ　　　タツヒロ ｕｃシューティングスター 小３ 27:32:24
1033 山田　純矢 ヤマダ　ジュンヤ ｕｃシューティングスター 小４ 20:09:98
1035 久保田　耕介 クボタ　コウスケ ｕｃシューティングスター 小３ 35:38:33
1388 斉藤　大輝 サイトウ　マサキ ドルフィンリンク 小３ 23:42:16
1371 杉山　駿 スギヤマシュン 裾野市 小２ 23:39:07
1360 的場　悠人 マトバ　ユウト 逗子市 小４ 29:30:55
1327 清水　大成 シミズ　タイセイ 伊東豆ぞうクラブ 小４ 23:39:07

２０男　５年生以上
ｾﾞｯｹﾝNo 名　　　前 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　　　　　属 学年

1066 山下　建 ヤマシタ　タケル 御殿場一輪車サークル 小６ 41:44:09
1068 杉江　原太 スギエ　ゲンタ 御殿場一輪車サークル 小６ 25:20:46
923 今井　勇太郎　イマイ　　ユウタロウユニサイクルスマイル 小６ 22:58:79

1063 山田　一貴 ヤマダ　カズキ ＵＣ藤枝 小６ 21:18:93
1019 江戸　　翼 エド　　　ツバサ ユニサイクルＡｍｉ長泉 小６ 19:57:01
1089 矢澤　隼人 ヤザワ　ハヤト 篠崎一輪車クラブ 小６ 18:56:79
989 中村　翼 ナカムラ　ツバサ 相模野一輪車クラブ 小６ 22:08:09
988 熊谷　陽太 クマガイ　ヨウタ 相模野一輪車クラブ 小６ 19:06:25


