
 
 主催：一般財団法人日本サイクルスポーツセンター・JUA 静岡県一輪車連盟 

共催：（公社）日本一輪車協会 
期日：2022 年 7 月 3 日（日） 小雨決行 

場所：静岡県伊豆市大野 （一財）日本サイクルスポーツセンター（5 キロサーキット内特設周回コース） 

 

 

 

 

 

◆小学生の部◆　１・２年の部（１６インチ）

番 チーム名 監督 選手１ 選手２ 選手３

1 プレシャスカピバラ☆りさこ隊 高橋　菜見子 高嶋　咲絢 タカシマ　サアヤ 高橋　こはく タカハシ　コハク 大倉　睦玖哉 オオクラ　リクヤ

2 トゥインクルはな with Y 大倉　恵子 大倉　悠稀哉 オオクラ　ユキヤ 内山　葉奈 ウチヤマ　ハナ 河又　雄羽 カワマタ　ユウ

3 すすめ！レッドタイガー 鈴木　智世 高橋　あまね タカハシ　アマネ 鈴木　月寧 スズキ　ツキネ 大石　栞花 オオイシ　カンナ

4 にこにこBoys &Girls 杉山　綾子 山内　瑞輝 ヤマウチ　ミズキ 杉山　智颯 スギヤマ　チハヤ 小渕　成美 オブチ　ナルミ

5 伝説の小悪魔3人組 鈴木　知華 山内　明凛 ヤマウチ　アカリ 杉山　咲帆 スギヤマ　サホ 鈴木　花穂子 スズキ　カホコ

6 ピンク大好きっ娘♡ 中西　りさ 中西　明花梨 ナカニシ　アカリ 布施　杏実 フセ　アミ 渡邉　羽音 ワタナベ　ハノン

7 mama　ミテテ♡ 西ヶ谷　瞳 木村　翠里 キムラ　ミドリ 望月　絢梨沙 モチヅキ　アリサ 西ヶ谷　紗雪 ニシガヤ　サユキ

8 BIJOUX de Ami長泉 加藤　智子 清水　菜月 シミズ　ナツキ 鈴木　麻友 スズキ　マユ 加藤　怜 カトウ　レイ

9 smileクローバー 竹内　裕子 竹内　彩乃 タケウチ　アヤノ 富田　茜 トミタ　アカネ 荒井　結希 アライ　ユキ  

 

 

 

◆小学生の部◆　３・４年の部（２０インチ）

番 チーム名 監督 選手１ 選手２ 選手３

1 さんく★にじゅうしち 天野　亜季 河又　恵唯 カワマタ　メイ 荻田　　真翔 オギタ　マナト 天野　妃捺 アマノ　ヒナツ

2 浜松3っつばち～ズ 竹内　恵美 竹内　優海 タケウチ　ユウ 森　咲耶乃 モリ　サヤノ 福井　沙羅 フクイ　サラ

3 シューティングガールズフレンド 杉山　万朱美 田岡　玲美 タオカ　レミ 塚田　湊乃華 ツカダ　ソノカ 植松　和那 ウエマツ　カズナ

4 チーム名はまだない 布施　裕樹 石貝　真里奈 イシガイ　マリナ 布施　柚依 フセ　ユイ 栗島　弦汰 クリシマ　ゲンタ

5 ドリームリンリンシャ 井出　亜由子 大岡　拓実 オオオカ　タクミ 松下　桜空 マツシタ　サク 井出　奈波 イデ　ナナミ

6 ユニサイクルAmk☆長泉 篠田　綾子 岩﨑　聖 イワサキ　コウキ 植松　晏梨 ウエマツ　アンリ 篠田　澪 シノダ　ミオ

7 肉すきチーム 金塚　有美 鈴木　陽華 スズキ　ハルカ 山本　晄嗣 ヤマモト　コウシ 金塚　日那 カナヅカ　ヒナ

8 おにぎり☆ゆかり 長島　景子 長島　莉音 ナガシマ　リオン 長島　果音 ナガシマ　カノン 金塚　夕珠 カナヅカ　ユズ

9 3リオスター 宮代　ちさと 大村　莉乃愛 オオムラ　リノア 小出　麻央 コイデ　マオ 宮代　真帆 ミヤシロ　マホ

10 かがヤキ☆パープル 望月　隆行 渡邉　真美 ワタナベ　マミ 卯川　芽依 ウカワ　メイ 望月　花 モチヅキ　ハナ  

 

 

 

◆小学生の部◆　５・６年の部（２０インチ）
番 チーム名 監督 選手１ 選手２ 選手３

1 Nコネクション 鈴木　良子 鈴木　帆菜 スズキ　ハンナ 大倉　彩優菜 オオクラ　アユナ 天野　惺菜 アマノ　セイナ

2 ななひろ5 園田　由季 内山　陽菜 ウチヤマ　ヒナ 滝本　千尋 タキモト　チヒロ 園田　葉那 ソノダ　ハナ

3 ほのぼのクローバー 石割　彩 石割　あゆ イシワリ　アユ 青柳　咲希 アオヤナギ　サキ 茂木　月菜 モテキ　ルナ

4 よねそねーず 米田　真由美 曽根　千佳 ソネ　チカ 米田　朋代 ヨネダ　トモヨ 曽根　帆乃佳 ソネ　ホノカ

5 浜松トリプルKリターンズ 渥美　江理 渥美　虹々凪 アツミ　ココナ 竹村　采音 タケムラ コト 柳本　栞奈 ヤナギモト　カンナ

6 浜松こなかまカイト 原田　真里 原田　奏璃 ハラダ　カナリ 植田　琴葉 ウエダ　コトハ 柳澤　愛菜 ヤナギサワ　マナ

7 持続可能な三姉妹 鈴木　弥生 鈴木　心花 スズキ　コハナ 杉山　遥南 スギヤマ　ハナ 鈴木　星来 スズキ　セラ

8 豆ユニ☆ 山田　晃生 山田　望結 ヤマダ　ミユ 小川　颯稀 オガワ　サツキ 鈴木　菜桜 スズキ　ナオ

9 ドリームRiRiRi♡ 木村　恵理子 柴田　理乃彩 シバタ　リノア 木村　朱里 キムラ　アカリ 山田　りさ ヤマダ　リサ

10 レインボー・フェアリーズ 冨岡　幸子 植松　舞 ウエマツ　マイ 冨岡　優衣 トミオカ　ユイ 前田　真愛 マエダ　マナ

11 リトルクローバー 太田　友紀 太田　隼聖 オオタ　ハヤセ 太田　穂果 オオタ　ホノカ 荒井　希美 アライ　ノゾミ

12 パープルウィンド 斎藤　智樹 斎藤　百合 サイトウ　ユリ 高部　陽菜 タカベ　ヒナ 小畑　志帆 コハタ　シホ

13 チーム553 小西　美緒 小西　蓮夏 コニシ　レンカ 坂本　彩名 サカモト　アヤナ 小西　伴奈 コニシ　ハンナ  
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◆一般の部◆　男子（２４インチ以下）

番 チーム名 監督 選手１ 選手２ 選手３

1 浜松ブラックタンジロウ 柳本　絵理 峰野　充史 ミネノ　ミツシ 宇井　厚 ウイ　アツシ 宮木　將介 ミヤキ　ショウスケ

2 ShiZiu浜松 森　秋子 竹村　将直 タケムラ　マサナオ 柳澤　弘章 ヤナギサワ　ヒロアキ 福井　大介 フクイ　ダイスケ

3 浜松トップガン 植田　由利子 　宮田　隆康 ミヤタ　タカヤス 中村　哲朗 ナカムラ　テツロウ 高山　雅貴 タカヤマ マサキ

4 オヤジ衆2022 杉山　克憲 増本　和裕 マスモト　カズヒロ 柳田　朋亮 ヤナギダ　トモアキ 金澤　直輝 カナザワ　ナオキ  

 

 

 

◆一般の部◆　女子（２４インチ以下）
番 チーム名 監督 選手１ 選手２ 選手３

1 修中！！ 遠藤　知恵 大沼　愛華 オオヌマ　マナカ 久保田　愛姫 クボタ　アヤ 遠藤　優奈 エンドウ　ユウナ

2 金のたまご 山内　久枝 祢次金　緑 ネジガネ　ﾐﾄﾞﾘ 山内　茉瑚 ヤマウチ　マコ 石崎　珠妃 イシザキ　タマキ

3 アラ？サーティーンズ☺ 青木　一洋 石川　由美 イシカワ　ユミ 青木　夢月 アオキ　ユヅキ 祢次金　和 ネジガネ　ﾅｺﾞﾐ

4 あちゅぴ 中川　義和 中川　栞李 ナカガワ　シオリ 鈴木　乃愛 スズキ　ノア 太田　陽葉里 オオタ　ヒヨリ

5 team 晴真由 森　奈津江 伊藤　晴香 イトウ　ハルカ 柴田　真理子 シバタ　マリコ 山田　由理絵 ヤマダ　ユリエ

6 やまとなでしこ 名倉　晶子 伊藤　彩月 イトウ　サツキ 大岡　愛海 オオオカ　マナミ 名倉　花 ナグラ　ハナ

7 どんぶりまんとりお 大村　英利 大村　莉李歌 オオムラ　リリカ 小長井　涼那 コナガイ　スズナ 柳田　吏都 ヤナギダ　リツ

8 ツムーズUn melon☆ 渡邉　浩美 五十嵐　舞 イガラシ　マイ 渡邉　橙 ワタナベ　ユズ 森下　唯菜 モリシタ　ユイナ

9 かつのりファンクラブ運営委員会 小出　緑 青木　菫 アオキ　スミレ 杉山　ひまり スギヤマ　ヒマリ 小出　澪 コイデ　ミオ

10 カツオ♥girls 加藤　有香 加藤　志依 カトウ　シイ 加藤　芙侑 カトウ　フウ 立林　ゆかな タテバヤシ　ユカナ

11 富士見台殿の3人 中元　美加子 盛島　芽生 モリシマ　メイ 中元　寧々 ナカモト　ネネ 藤間　咲音 フジマ　サナ  

 

 

 

◆一般の部◆　男女混合（２４インチ以下）
番 チーム名 監督 選手１ 選手２ 選手３

1 チーム　てんとうむし 水野　ゆかり 内田　章元 ウチダ　アキモト 水野　晏 ミズノ　アン 水野　凛 ミズノ　リン

2 あゆあつけい 滝本　真佑 石崎　安有美 イシザキ　アユミ 高嶋　淳美 タカシマ　アツミ 滝本　圭 タキモト　ケイ

3 スリー・ファルコン 大澤　伸美 小川　廣 オガワ　ヒロシ 大澤　美結 オオサワ　ミユ 大澤　結菜 オオサワ　ユウナ

4 浜松ブラックエンペラー 尾﨑　智与子 佐藤　颯星 サトウ　リュウセイ 高木　忠将 タカギ　タダマサ 尾崎　結衣 オザキ　ユイ

5 美女と社畜in浜松 佐藤　倫子 寺本　凌 テラモト　リョウ 佐藤　未悠 サトウ　ミチカ 土屋　菜央 ツチヤ　ナオ

6 浜松ユニサイクルチャンネル 　中島　康裕 渡邉　斉史 ワタナベ　ヒトシ 中島　心花 ナカジマ　コノカ 藤井　柚希 フジイ　ユズキ

7 ノースからあげ友の会☆ 鈴木　真紀子 川島　町枝 カワシマ　マチエ 鈴木　怜奈 スズキ　レナ 中西　蒼太郎 ナカニシ　ソウタロウ

8 Dream×Family 森　三男 望月　貴之 モチヅキ　タカユキ 大岡　由貴栄 オオオカ　ユキエ 根岸　初音 ネギシ　ハツネ

9 ドリームYAM 大岡　洋二 森　真奈美 モリ　マナミ 伊東　彰裕 イトウ　アキヒロ 渡邊　義仁 ワタナベ　ヨシヒト

10 To be,or not to be 石垣　江美 石垣　智康 イシガキ　トモヤス 田中　愛凛 タナカ　アイリ 松下　瑠琉 マツシタ　ルル

11 アイス大好き♡ 五十嵐　英晴 松本　陽楠 マツモト　ヒナタ 松本　歩 マツモト　アユミ 渡邉　達也 ワタナベ　タツヤ

12 チームかたつむり 鈴木　美恵 鈴木　舞子 スズキ　マイコ 喜多川　潤也 キタガワ　ジュンヤ 中尾　吾朗 ナカオ　ゴロウ

13 東京やじ會 加藤　和枝 神代　洋一 カジロ　ヨウイチ 時枝　泉 トキエダ　イズミ 加藤　綾乃 カトウ　アヤノ  

 

 

 

◆ファミリーの部◆　親子（２４インチ以下）
番 チーム名 監督 選手１ 選手２ 選手３

1 お姉ゴリ 大沼　秋奈 大沼　天斗 オオヌマ　タカト 大沼　吉徳 オオヌマ　ヨシノリ 大沼　莞紘 オオヌマ　イヅナ

2 豆っ子☆FAMILY 小川　惇輔 小川　由美恵 オガワ　ユミエ 小川　鈴菜 オガワ　スズナ 小川　葉月 オガワ　ハヅキ

3 ビバ木曽川！3★2★1★GO！ 江上　千夏 江上　夏穂 エガミ　カホ 江上　煌太郎 エガミ　コウタロウ 江上　琳夏 エガミ　リンカ  


