
23-Jun-19

順位 チーム名 所　　　属 監督 選手１ 選手２ 選手３ 周回数 タイム カテゴリー

1 浜松ブラックエンペラー 浜松UCフライングカイト 佐藤　倫子 佐藤　颯星 髙木　誠司 髙木　忠将 30 3時間04分10秒 男子の部

2 城内ミラクルおこすよwith K 静岡城内一輪車クラブ 築山　秀伸 山田　唯菜 太田　沙希 築山　亜弥 29 3時間01分19秒 女子の部

3 ENJOY☆MIC 松戸一輪車クラブMIC 廣井　良平 木村　柊弥 廣井　望路歩 廣井　望希羽 29 3時間04分08秒 混合の部

4 fantagirls浜松 浜松UCフライングカイト 尾﨑　智与子 佐藤　未悠 刑部　結衣 尾﨑　未歩 29 3時間05分18秒 女子の部

5 タピオカ Uc Iwata クローバーカイト 渡邊　優一 内山　真緒 渡邊　日菜 喜多川　潤也 28 3時間01分42秒 混合の部

6 Captain Purple UC藤枝 仲谷　佳子 磯崎　永波 仲谷　愛海 荒木　悠羽 28 3時間01分57秒 混合の部

7 JK with T 伊東豆ぞうクラブ 鈴木　敦 平林　聖羅 鈴木　悠菜 鈴木　拓実 28 3時間02分22秒 混合の部

8 ブラックサンダー ユニサイクルAmi長泉 小長井　崇嗣 青木　瑠璃 栁田　吏都 小長井　涼那 27 3時間01分55秒 女子の部

9 あおり運転撲滅委員会 ユニサイクルAmi長泉 白石　淑子 白石　和珠 金子　小姫 山田　蒼葉 27 3時間02分01秒 女子の部

10 kikiki～ ユニサイクルAmi長泉 栁田　智子 栁田　朋亮 金澤　咲輝 金澤　直輝 27 3時間02分58秒 混合の部

11 浜松ブラックドMペラー 浜松UCフライングカイト 峰野　里衣子 寺本　凌 福代　勝教 峰野　充史 27 3時間03分35秒 男子の部

12 Ami☆ツムフレンズ ユニサイクルAmi長泉 五十嵐　美紀 五十嵐　舞 渡邉　橙 森下　唯菜 27 3時間05分10秒 5・6年の部

13 mini　あすぴ 浜松積志ノースカイト 鈴木　芳隆 鈴木　杏菜 太田　里香 中川　奄李 27 3時間06分10秒 女子の部

14 ドリームラブピース 西奈児童館一輪車クラブ 青木　恵美 青木　夢月 石山　あい 祢次金　和 27 3時間06分29秒 5・6年の部

15 NA・マーケモノズ 浜松積志ノースカイト 上野　治代 千代島　おと羽 石黒　真菜 上野　馨子 27 3時間07分10秒 女子の部

16 あさりっ娘❤ 西奈児童館一輪車クラブ 石山　裕啓 石山　さくら 山内　茜莉 佐野　吏胡 26 3時間04分40秒 5・6年の部

17 Power of trinity 伊豆八岳一輪車クラブ 水野　ゆかり 丸山　紗也加 水野　晏 山下　望咲 26 3時間05分08秒 女子の部

18 ドリームモンスター 清水ドリームサイクル 森　三男 伊藤　彩月 大岡　愛海 石垣　智康 26 3時間06分31秒 5・6年の部

19 浜松プチブラックエンペラー 浜松UCフライングカイト 近藤　愛子 岡田　和子 近藤　優衣 塚越　琴杏 25 3時間00分02秒 5・6年の部

20 いちごGIRLS 伊豆八岳一輪車クラブ 久保田　菜々江 大沼　愛華 久保田　愛姫 遠藤　優奈 25 3時間00分23秒 5・6年の部

21 えだまめーず 焼津一輪車クラブ 松永　佐和美 大塚　涼夏 松永　ひなた 松下　瑠琉 25 3時間00分48秒 女子の部

22 もやし魂 焼津一輪車クラブ 滝　靖子 大畑　花奈 滝　美結 加藤　志依 25 3時間00分49秒 女子の部

23 浜松ブラックアベンジャーズ 浜松UCフライングカイト 多田　辰巳 宮木　將介 宮田　隆康 塚越　和宏 25 3時間01分34秒 男子の部

24 浜松ネクサス 浜松UCフライングカイト 川井　亜紀子 川井　琳央奈 高橋　沙弥 伊達　円香 25 3時間02分18秒 女子の部

25 TT3姉妹 ユニサイクルなぎさ 木村　美加 木村　亜紬希 小沼　夏実 峯井　優穂 25 3時間02分52秒 女子の部

26 ブラックアミティー2019 ユニサイクルAmi長泉 渡邉　浩美 五十嵐　英晴 渡邉　竜也 森下　知一 25 3時間03分44秒 男子の部

27 パープルスターA♥Y♥U UC藤枝 横田　文子 田中　愛凛 横田　結萌 斎藤　百合 25 3時間04分12秒 5・6年の部

28 豆ランド 伊東豆ぞうクラブ 橋本　好弘 橋本　七虹 稲葉　瑠菜 小川　颯稀 25 3時間04分51秒 3・4年の部

29 トリプルモンスターS 西奈児童館一輪車クラブ 宮城島　亮 髙橋　真央 森山　秋一 宮城島　優菜 25 3時間05分38秒 5・6年の部

30 浜松ブラックサンダーMNY 浜松UCフライングカイト 土屋　いく 尾﨑　結衣 土屋　菜央 竹村　芽依 25 3時間06分43秒 5・6年の部

31 チームやじ UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI 上西園　聡子 若井　美菜子 神代　洋一 盛島　芽生 24 3時間00分04秒 混合の部

32 キノコ娘 榛原児童館一輪車クラブ 三輪　弘美 棚田　咲 河野　詩乃 八木　杏心 24 3時間00分40秒 5・6年の部

33 スマイル😊ラッキー☆スター ユニサイクルAmi長泉 大村　英利 大村　莉李歌 白石　和花 日吉　ラニ 24 3時間01分12秒 5・6年の部

34 メダカLOVE'S 伊豆八岳一輪車クラブ 大沼　秋奈 大沼　天斗 大沼　吉徳 大沼　莞紘 24 3時間03分35秒 ファミリーの部

35 浜松ブラックNOW 浜松UCフライングカイト 刑部　和美 刑部　雄二 中村　哲朗 渡辺　斉史 24 3時間05分24秒 男子の部

36 ドリームスカイ 清水ドリームサイクル 森　奈津江 久米　爽子 名倉　花 池田　椛乃 24 3時間05分34秒 5・6年の部

37 ドリハハ 清水ドリームサイクル 久米　歩 伊藤　晴香 大岡　由貴栄 久米　千草 24 3時間06分37秒 女子の部

38 浜松Flying Girls 浜松UCフライングカイト 村口　さやか 川井　紗里奈 村口　かのん 渥美　優芽 24 3時間07分37秒 3・4年の部

39 Ami4フレンズ★😊 ユニサイクルAmi長泉 杉山　克憲 杉山　ひまり 小出　みお 青木　菫 23 3時間01分25秒 3・4年の部

40 それいけ！たまこはん！！ 西奈児童館一輪車クラブ 山内　久枝 山内　茉瑚 石崎　珠妃 鈴木　帆菜 23 3時間01分25秒 3・4年の部

41 AK☆と太もも君 ユニサイクルAmi長泉 山田　理枝 江上　夏穂 山田　朱莉 上野　洋輔 23 3時間03分07秒 混合の部

42 シューティングBOYS U.C.シューティングスター 江河　有希 平田　啓悟 久川　壱弥 江河　大騎 23 3時間05分24秒 3・4年の部

43 VV-Heart & Star U.C.シューティングスター 池谷　久美子 池谷　心彩 芹澤　七星 鈴木　心花 23 3時間06分27秒 5・6年の部

ＲＥＳＵＬＴＳ／競技結果（総合）

                  第16回　ＣＳＣ　３時間耐久一輪車レース大会
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44 西奈99ギャルズ 西奈児童館一輪車クラブ 森山　江里子 森山　彩奈 祢次金　緑 石崎　安有美 23 3時間06分54秒 女子の部

45 スマイルズ 伊豆八岳一輪車クラブ 野田　礼子 野田　あかり 水野　凛 山下　昇平 22 3時間00分07秒 5・6年の部

46 団子三姉妹 UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI 藤間　由起子 中元　寧々 藤間　咲音 上西園　彩咲 22 3時間04分42秒 5・6年の部

47 オヤジ魂☆此処にあり！？ ユニサイクルAmi長泉 江上　千夏 増本　和裕 江上　俊郎 杉山　克憲 22 3時間07分27秒 男子の部

48 マミーズ ユニサイクルAmi長泉 青木　聡 日吉　貴子 金子　有紀 青木　祐子 22 3時間08分01秒 女子の部

49 ぷちトマトちゃん 焼津一輪車クラブ 立林　慶子 山田　蒼空 加藤　芙侑 立林　ゆかな 21 3時間05分58秒 3・4年の部

50 ラ・フェスタ 浜松積志ノースカイト 中川　義和 中川　栞李 太田　陽葉里 井嶋　梨音 21 3時間06分54秒 3・4年の部

51 天竜モモクロ 浜松UCフライングカイト 伊達　並子 鈴木　壮祐 伊達　智規 高山　雅貴 20 3時間01分50秒 男子の部

52 浜松Kmaリボンナインズ 浜松UCフライングカイト 松田　利美 中島　心花 松田　桃葉 髙橋　明莉 19 3時間01分49秒 3・4年の部

53 ドリームシャンシャン 清水ドリームサイクル 池田　達哉 岩崎夢利奈 久米　蕗子 大岡　拓実 19 3時間02分01秒 3・4年の部

54 西奈レッドプリキュア 西奈児童館一輪車クラブ 伴野　育子 伴野　七海 小川　廣 上林　芽依 19 3時間05分06秒 混合の部

55 イケイケ！！　しゃいにーず 西奈児童館一輪車クラブ 佐野　美由紀 佐野　陽菜 石割　あゆ 青柳　咲希 19 3時間07分25秒 3・4年の部

56 Ami☆一輪車Kids ユニサイクルAmi長泉 植松　英治 植松　舞 江上　煌太郎 大浦　希帆 18 3時間08分57秒 3・4年の部

57 浜松トリプルK 浜松UCフライングカイト 渥美　江理 竹村　采音 渥美　虹々凪 柳本　栞奈 18 3時間09分46秒 1・2年の部

58 レインボー・スマイル U.C.シューティングスター 長田　充 池谷　心結 杉山　遥南 長田　海斗 17 3時間05分52秒 1・2年の部

59 小悪魔三人娘♡ U.C.シューティングスター 平田　淳子 勝又　唯愛 平田　瑞季 鈴木　星来 16 3時間08分42秒 1・2年の部

60 チームハムスター 焼津一輪車クラブ 坂本　麻里 小畑　志帆 小西　蓮夏 坂本　彩名 15 3時間00分43秒 1・2年の部

61 グリーンミニオンズ ユニサイクルAmi長泉 岩﨑　仁美 西川　桃子 岩﨑　聖 宮代　真帆 14 3時間06分27秒 1・2年の部

62 Ami☆ポコリン ユニサイクルAmi長泉 小出　緑 江上　琳夏 大村　莉乃愛 小出　麻央 14 3時間08分03秒 1・2年の部

63 パンケーキ食べたい！ 浜松積志ノースカイト 井嶋　智香 中西　蒼太郎 大城　晃聖 井嶋　彩音 13 3時間05分50秒 1・2年の部



       

23-Jun-19

小学生１・２年生の部（１６インチ）

順位 番号 チーム名 所　　属 監督 選手１ 選手２ 選手３ 周回数 タイム カテゴリー

1 1 浜松トリプルK 浜松UCフライングカイト 渥美　江理 竹村　采音 渥美　虹々凪 柳本　栞奈 18 3時間09分46秒 1・2年の部

2 23 レインボー・スマイル U.C.シューティングスター 長田　充 池谷　心結 杉山　遥南 長田　海斗 17 3時間05分52秒 1・2年の部

3 21 小悪魔三人娘♡ U.C.シューティングスター 平田　淳子 勝又　唯愛 平田　瑞季 鈴木　星来 16 3時間08分42秒 1・2年の部

4 37 チームハムスター 焼津一輪車クラブ 坂本　麻里 小畑　志帆 小西　蓮夏 坂本　彩名 15 3時間00分43秒 1・2年の部

5 51 グリーンミニオンズ ユニサイクルAmi長泉 岩﨑　仁美 西川　桃子 岩﨑　聖 宮代　真帆 14 3時間06分27秒 1・2年の部

6 52 Ami☆ポコリン ユニサイクルAmi長泉 小出　緑 江上　琳夏 大村　莉乃愛 小出　麻央 14 3時間08分03秒 1・2年の部

7 15 パンケーキ食べたい！ 浜松積志ノースカイト 井嶋　智香 中西　蒼太郎 大城　晃聖 井嶋　彩音 13 3時間05分50秒 1・2年の部

共催：（公社）日本一輪車協会

主催：一般財団法人日本サイクルスポーツセンター・静岡県一輪車連盟

                  第16回　ＣＳＣ　３時間耐久一輪車レース大会

ＲＥＳＵＬＴＳ／競技結果



       

23-Jun-19

小学生３・４年生の部（２０インチ）

順位 番号 チーム名 所　　属 監督 選手1 選手2 選手3 周回数 タイム カテゴリー

1 26 豆ランド 伊東豆ぞうクラブ 橋本　好弘 橋本　七虹 稲葉　瑠菜 小川　颯稀 25 3時間04分51秒 3・4年の部

2 2 浜松Flying Girls 浜松UCフライングカイト 村口　さやか 川井　紗里奈 村口　かのん 渥美　優芽 24 3時間07分37秒 3・4年の部

3 53 Ami4フレンズ★😊 ユニサイクルAmi長泉 杉山　克憲 杉山　ひまり 小出　みお 青木　菫 23 3時間01分25秒 3・4年の部

4 46 それいけ！たまこはん！！ 西奈児童館一輪車クラブ 山内　久枝 山内　茉瑚 石崎　珠妃 鈴木　帆菜 23 3時間01分25秒 3・4年の部

5 22 シューティングBOYS U.C.シューティングスター 江河　有希 平田　啓悟 久川　壱弥 江河　大騎 23 3時間05分24秒 3・4年の部

6 36 ぷちトマトちゃん 焼津一輪車クラブ 立林　慶子 山田　蒼空 加藤　芙侑 立林　ゆかな 21 3時間05分58秒 3・4年の部

7 14 ラ・フェスタ 浜松積志ノースカイト 中川　義和 中川　栞李 太田　陽葉里 井嶋　梨音 21 3時間06分54秒 3・4年の部

8 3 浜松Kmaリボンナインズ 浜松UCフライングカイト 松田　利美 中島　心花 松田　桃葉 髙橋　明莉 19 3時間01分49秒 3・4年の部

9 19 ドリームシャンシャン 清水ドリームサイクル 池田　達哉 岩崎夢利奈 久米　蕗子 大岡　拓実 19 3時間02分01秒 3・4年の部

10 42 イケイケ！！　しゃいにーず 西奈児童館一輪車クラブ 佐野　美由紀 佐野　陽菜 石割　あゆ 青柳　咲希 19 3時間07分25秒 3・4年の部

11 54 Ami☆一輪車Kids ユニサイクルAmi長泉 植松　英治 植松　舞 江上　煌太郎 大浦　希帆 18 3時間08分57秒 3・4年の部

共催：（公社）日本一輪車協会

                  第16回　ＣＳＣ　３時間耐久一輪車レース大会

ＲＥＳＵＬＴＳ／競技結果

主催：一般財団法人日本サイクルスポーツセンター・静岡県一輪車連盟



       

23-Jun-19

小学生５・６年生の部（２０インチ）

順位 番号 チーム名 所　　属 監督 選手1 選手2 選手3 周回数 タイム カテゴリー

1 55 Ami☆ツムフレンズ ユニサイクルAmi長泉 五十嵐　美紀 五十嵐　舞 渡邉　橙 森下　唯菜 27 3時間05分10秒 5・6年の部

2 43 ドリームラブピース 西奈児童館一輪車クラブ 青木　恵美 青木　夢月 石山　あい 祢次金　和 27 3時間06分29秒 5・6年の部

3 41 あさりっ娘❤ 西奈児童館一輪車クラブ 石山　裕啓 石山　さくら 山内　茜莉 佐野　吏胡 26 3時間04分40秒 5・6年の部

4 17 ドリームモンスター 清水ドリームサイクル 森　三男 伊藤　彩月 大岡　愛海 石垣　智康 26 3時間06分31秒 5・6年の部

5 4 浜松プチブラックエンペラー 浜松UCフライングカイト 近藤　愛子 岡田　和子 近藤　優衣 塚越　琴杏 25 3時間00分02秒 5・6年の部

6 31 いちごGIRLS 伊豆八岳一輪車クラブ 久保田　菜々江 大沼　愛華 久保田　愛姫 遠藤　優奈 25 3時間00分23秒 5・6年の部

7 48 パープルスターA♥Y♥U UC藤枝 横田　文子 田中　愛凛 横田　結萌 斎藤　百合 25 3時間04分12秒 5・6年の部

8 44 トリプルモンスターS 西奈児童館一輪車クラブ 宮城島　亮 髙橋　真央 森山　秋一 宮城島　優菜 25 3時間05分38秒 5・6年の部

9 5 浜松ブラックサンダーMNY 浜松UCフライングカイト 土屋　いく 尾﨑　結衣 土屋　菜央 竹村　芽依 25 3時間06分43秒 5・6年の部

10 25 キノコ娘 榛原児童館一輪車クラブ 三輪　弘美 棚田　咲 河野　詩乃 八木　杏心 24 3時間00分40秒 5・6年の部

11 56 スマイル😊ラッキー☆スター ユニサイクルAmi長泉 大村　英利 大村　莉李歌 白石　和花 日吉　ラニ 24 3時間01分12秒 5・6年の部

12 18 ドリームスカイ 清水ドリームサイクル 森　奈津江 久米　爽子 名倉　花 池田　椛乃 24 3時間05分34秒 5・6年の部

13 24 VV-Heart & Star U.C.シューティングスター 池谷　久美子 池谷　心彩 芹澤　七星 鈴木　心花 23 3時間06分27秒 5・6年の部

14 29 スマイルズ 伊豆八岳一輪車クラブ 野田　礼子 野田　あかり 水野　凛 山下　昇平 22 3時間00分07秒 5・6年の部

15 35 団子三姉妹 UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI 藤間　由起子 中元　寧々 藤間　咲音 上西園　彩咲 22 3時間04分42秒 5・6年の部

共催：（公社）日本一輪車協会

                  第16回　ＣＳＣ　３時間耐久一輪車レース大会

ＲＥＳＵＬＴＳ／競技結果

主催：一般財団法人日本サイクルスポーツセンター・静岡県一輪車連盟



       

23-Jun-19

一般男子の部（２４インチ以下）

順位 番号 チーム名 所　　属 監督 選手1 選手2 選手3 周回数 タイム カテゴリー

1 6 浜松ブラックエンペラー 浜松UCフライングカイト 佐藤　倫子 佐藤　颯星 髙木　誠司 髙木　忠将 30 3時間04分10秒 男子の部

2 9 浜松ブラックドMペラー 浜松UCフライングカイト 峰野　里衣子 寺本　凌 福代　勝教 峰野　充史 27 3時間03分35秒 男子の部

3 10 浜松ブラックアベンジャーズ 浜松UCフライングカイト 多田　辰巳 宮木　將介 宮田　隆康 塚越　和宏 25 3時間01分34秒 男子の部

4 57 ブラックアミティー2019 ユニサイクルAmi長泉 渡邉　浩美 五十嵐　英晴 渡邉　竜也 森下　知一 25 3時間03分44秒 男子の部

5 11 浜松ブラックNOW 浜松UCフライングカイト 刑部　和美 刑部　雄二 中村　哲朗 渡辺　斉史 24 3時間05分24秒 男子の部

6 58 オヤジ魂☆此処にあり！？ ユニサイクルAmi長泉 江上　千夏 増本　和裕 江上　俊郎 杉山　克憲 22 3時間07分27秒 男子の部

7 12 天竜モモクロ 浜松UCフライングカイト 伊達　並子 鈴木　壮祐 伊達　智規 高山　雅貴 20 3時間01分50秒 男子の部

共催：（公社）日本一輪車協会

主催：一般財団法人日本サイクルスポーツセンター・静岡県一輪車連盟

                  第16回　ＣＳＣ　３時間耐久一輪車レース大会

ＲＥＳＵＬＴＳ／競技結果



ＣＳＣ　３時

23-Jun-19

一般女子の部（２４インチ以下）

順位 番号 チーム名 所　　属 監督 選手1 選手2 選手3 周回数 タイム カテゴリー

1 50 城内ミラクルおこすよwith K 静岡城内一輪車クラブ 築山　秀伸 山田　唯菜 太田　沙希 築山　亜弥 29 3時間01分19秒 女子の部

2 7 fantagirls浜松 浜松UCフライングカイト 尾﨑　智与子 佐藤　未悠 刑部　結衣 尾﨑　未歩 29 3時間05分18秒 女子の部

3 61 ブラックサンダー ユニサイクルAmi長泉 小長井　崇嗣 青木　瑠璃 栁田　吏都 小長井　涼那 27 3時間01分55秒 女子の部

4 60 あおり運転撲滅委員会 ユニサイクルAmi長泉 白石　淑子 白石　和珠 金子　小姫 山田　蒼葉 27 3時間02分01秒 女子の部

5 13 mini　あすぴ 浜松積志ノースカイト 鈴木　芳隆 鈴木　杏菜 太田　里香 中川　奄李 27 3時間06分10秒 女子の部

6 16 NA・マーケモノズ 浜松積志ノースカイト 上野　治代 千代島　おと羽 石黒　真菜 上野　馨子 27 3時間07分10秒 女子の部

7 30 Power of trinity 伊豆八岳一輪車クラブ 水野　ゆかり 丸山　紗也加 水野　晏 山下　望咲 26 3時間05分08秒 女子の部

8 39 えだまめーず 焼津一輪車クラブ 松永　佐和美 大塚　涼夏 松永　ひなた 松下　瑠琉 25 3時間00分48秒 女子の部

9 38 もやし魂 焼津一輪車クラブ 滝　靖子 大畑　花奈 滝　美結 加藤　志依 25 3時間00分49秒 女子の部

10 8 浜松ネクサス 浜松UCフライングカイト 川井　亜紀子 川井　琳央奈 高橋　沙弥 伊達　円香 25 3時間02分18秒 女子の部

11 40 TT3姉妹 ユニサイクルなぎさ 木村　美加 木村　亜紬希 小沼　夏実 峯井　優穂 25 3時間02分52秒 女子の部

12 20 ドリハハ 清水ドリームサイクル 久米　歩 伊藤　晴香 大岡　由貴栄 久米　千草 24 3時間06分37秒 女子の部

13 47 西奈99ギャルズ 西奈児童館一輪車クラブ 森山　江里子 森山　彩奈 祢次金　緑 石崎　安有美 23 3時間06分54秒 女子の部

14 59 マミーズ ユニサイクルAmi長泉 青木　聡 日吉　貴子 金子　有紀 青木　祐子 22 3時間08分01秒 女子の部

共催：（公社）日本一輪車協会

                  第16回　ＣＳＣ　３時間耐久一輪車レース大会

ＲＥＳＵＬＴＳ／競技結果

主催：一般財団法人日本サイクルスポーツセンター・静岡県一輪車連盟



       

23-Jun-19

一般男女混合の部（２４インチ以下）

順位 番号 チーム名 所　　属 監督 選手1 選手2 選手3 周回数 タイム カテゴリー

1 28 ENJOY☆MIC 松戸一輪車クラブMIC 廣井　良平 木村　柊弥 廣井　望路歩 廣井　望希羽 29 3時間04分08秒 混合の部

2 33 タピオカ Uc Iwata クローバーカイト 渡邊　優一 内山　真緒 渡邊　日菜 喜多川　潤也 28 3時間01分42秒 混合の部

3 49 Captain Purple UC藤枝 仲谷　佳子 磯崎　永波 仲谷　愛海 荒木　悠羽 28 3時間01分57秒 混合の部

4 27 JK with T 伊東豆ぞうクラブ 鈴木　敦 平林　聖羅 鈴木　悠菜 鈴木　拓実 28 3時間02分22秒 混合の部

5 62 kikiki～ ユニサイクルAmi長泉 栁田　智子 栁田　朋亮 金澤　咲輝 金澤　直輝 27 3時間02分58秒 混合の部

6 34 チームやじ UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI 上西園　聡子 若井　美菜子 神代　洋一 盛島　芽生 24 3時間00分04秒 混合の部

7 63 AK☆と太もも君 ユニサイクルAmi長泉 山田　理枝 江上　夏穂 山田　朱莉 上野　洋輔 23 3時間03分07秒 混合の部

8 45 西奈レッドプリキュア 西奈児童館一輪車クラブ 伴野　育子 伴野　七海 小川　廣 上林　芽依 19 3時間05分06秒 混合の部

共催：（公社）日本一輪車協会

主催：一般財団法人日本サイクルスポーツセンター・静岡県一輪車連盟

                  第16回　ＣＳＣ　３時間耐久一輪車レース大会

ＲＥＳＵＬＴＳ／競技結果



             

23-Jun-19

ファミリーの部（２４インチ以下）

順位 番号 チーム名 所　　属 監督 選手1 選手2 選手3 周回数 タイム カテゴリー

1 32 メダカLOVE'S 伊豆八岳一輪車クラブ 大沼　秋奈 大沼　天斗 大沼　吉徳 大沼　莞紘 24 3時間03分35秒 ファミリーの部

共催：（公社）日本一輪車協会

主催：一般財団法人日本サイクルスポーツセンター・静岡県一輪車連盟

                  第16回　ＣＳＣ　３時間耐久一輪車レース大会

ＲＥＳＵＬＴＳ／競技結果


