
3-Jul-22

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U.C.フライングカイト 尾﨑　智与子 佐藤　颯星 高木　忠将 尾崎　結衣 43 3時間01分35秒 混合の部

2 ツムーズUn melon☆ ユニサイクルAmi☆長泉 渡邉　浩美 五十嵐　舞 渡邉　橙 森下　唯菜 42 3時間03分02秒 女子の部

3 美女と社畜in浜松 浜松U.C.フライングカイト 佐藤　倫子 寺本　凌 佐藤　未悠 土屋　菜央 41 3時間01分35秒 混合の部

4 アラ？サーティーンズ☺ 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 青木　一洋 石川　由美 青木　夢月 祢次金　和 40 3時間01分14秒 女子の部

5 To be,or not to be 石垣　江美 石垣　智康 田中　愛凛 松下　瑠琉 40 3時間02分27秒 混合の部

6 どんぶりまんとりお ユニサイクルAmi☆長泉 大村　英利 大村　莉李歌 小長井　涼那 柳田　吏都 40 3時間03分16秒 女子の部

7 あちゅぴ 浜松積志ノースカイト 中川　義和 中川　栞李 鈴木　乃愛 太田　陽葉里 40 3時間04分29秒 女子の部

8 かつのりファンクラブ運営委員会 ユニサイクルAmi☆長泉 小出　緑 青木　菫 杉山　ひまり 小出　澪 39 3時間01分25秒 女子の部

9 やまとなでしこ 清水ドリームサイクル 名倉　晶子 伊藤　彩月 大岡　愛海 名倉　花 39 3時間03分44秒 女子の部

10 オヤジ衆2022 ユニサイクルAmi☆長泉 杉山　克憲 増本　和裕 柳田　朋亮 金澤　直輝 38 3時間01分02秒 男子の部

11 チーム　てんとうむし 伊豆八岳一輪車クラブ 水野　ゆかり 内田　章元 水野　晏 水野　凛 38 3時間01分32秒 混合の部

12 浜松ブラックタンジロウ 浜松U.C.フライングカイト 柳本　絵理 峰野　充史 宇井　厚 宮木　將介 38 3時間02分03秒 男子の部

13 修中！！ 伊豆八岳一輪車クラブ 遠藤　知恵 大沼　愛華 久保田　愛姫 遠藤　優奈 38 3時間02分32秒 女子の部

14 カツオ♥girls 焼津一輪車クラブ 加藤　有香 加藤　志依 加藤　芙侑 立林　ゆかな 38 3時間02分33秒 女子の部

15 富士見台殿の3人 UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI 中元　美加子 盛島　芽生 中元　寧々 藤間　咲音 37 3時間01分57秒 女子の部

16 チームかたつむり U.C　Iwata　クローバーカイト 鈴木　美恵 鈴木　舞子 喜多川　潤也 中尾　吾朗 37 3時間02分57秒 混合の部

17 お姉ゴリ 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 37 3時間02分59秒 ファミリーの部

18 金のたまご 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 山内　久枝 祢次金　緑 山内　茉瑚 石崎　珠妃 37 3時間03分53秒 女子の部

19 Nコネクション 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 鈴木　良子 鈴木　帆菜 大倉　彩優菜 天野　惺菜 36 3時間00分36秒 5・6年の部

20 レインボー・フェアリーズ ユニサイクルAmi☆長泉 冨岡　幸子 植松　舞 冨岡　優衣 前田　真愛 36 3時間03分06秒 5・6年の部

21 パープルウィンド UC藤枝 斎藤　智樹 斎藤　百合 高部　陽菜 小畑　志帆 35 3時間00分03秒 5・6年の部

22 浜松トリプルKリターンズ 浜松U.C.フライングカイト 渥美　江理 渥美　虹々凪 竹村　采音 柳本　栞奈 35 3時間01分30秒 5・6年の部

23 豆ユニ☆ 豆ぞうクラブ 山田　晃生 山田　望結 小川　颯稀 鈴木　菜桜 35 3時間03分02秒 5・6年の部

24 チーム名はまだない 浜松積志ノースカイト 布施　裕樹 石貝　真里奈 布施　柚依 栗島　弦汰 35 3時間03分08秒 3・4年の部

25 Dream×Family 清水ドリームサイクル 森　三男 望月　貴之 大岡　由貴栄 根岸　初音 35 3時間03分21秒 混合の部

26 浜松トップガン 浜松U.C.フライングカイト 植田　由利子 　宮田　隆康 中村　哲朗 高山　雅貴 35 3時間03分58秒 男子の部

27 ユニサイクルAmk☆長泉 ユニサイクルAmi☆長泉 篠田　綾子 岩﨑　聖 植松　晏梨 篠田　澪 35 3時間04分12秒 3・4年の部

28 ほのぼのクローバー 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 石割　彩 石割　あゆ 青柳　咲希 茂木　月菜 35 3時間04分29秒 5・6年の部

29 ビバ木曽川！3★2★1★GO！ JUA名古屋支部 江上　千夏 江上　夏穂 江上　煌太郎 江上　琳夏 34 3時間00分52秒 混合の部

30 3リオスター ユニサイクルAmi☆長泉 宮代　ちさと 大村　莉乃愛 小出　麻央 宮代　真帆 34 3時間01分01秒 3・4年の部

31 さんく★にじゅうしち 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 天野　亜季 河又　恵唯 荻田　　真翔 天野　妃捺 34 3時間04分13秒 3・4年の部

32 浜松こなかまカイト 浜松U.C.フライングカイト 原田　真里 原田　奏璃 植田　琴葉 柳澤　愛菜 32 3時間02分22秒 5・6年の部

33 スリー・ファルコン 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 大澤　伸美 小川　廣 大澤　美結 大澤　結菜 32 3時間02分46秒 混合の部

34 おにぎり☆ゆかり ユニサイクルAmi☆長泉 長島　景子 長島　莉音 長島　果音 金塚　夕珠 32 3時間03分09秒 3・4年の部

35 東京やじ會 UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI 加藤　和枝 神代　洋一 時枝　泉 加藤　綾乃 32 3時間03分38秒 混合の部

36 ノースからあげ友の会☆ 浜松積志ノースカイト 鈴木　真紀子 川島　町枝 鈴木　怜奈 中西　蒼太郎 32 3時間03分53秒 混合の部

37 ななひろ5 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 園田　由季 内山　陽菜 滝本　千尋 園田　葉那 32 3時間04分52秒 5・6年の部

38 かがヤキ☆パープル UC藤枝 望月　隆行 渡邉　真美 卯川　芽依 望月　花 32 3時間05分39秒 3・4年の部

39 豆っ子☆FAMILY 豆ぞうクラブ 小川　惇輔 小川　由美恵 小川　鈴菜 小川　葉月 31 3時間00分06秒 ファミリーの部

40 チーム553 焼津一輪車クラブ 小西　美緒 小西　蓮夏 坂本　彩名 小西　伴奈 31 3時間01分21秒 5・6年の部

41 持続可能な三姉妹 U.C.シューティングスター 鈴木　弥生 小渕　愛美 杉山　遥南 鈴木　星来 31 3時間02分00秒 5・6年の部

42 ドリームリンリンシャ 清水ドリームサイクル 井出　亜由子 大岡　拓実 松下　桜空 井出　奈波 31 3時間02分08秒 3・4年の部

43 リトルクローバー U.C　Iwata　クローバーカイト 太田　友紀 太田　隼聖 太田　穂果 荒井　希美 31 3時間02分18秒 5・6年の部

ＲＥＳＵＬＴＳ／競技結果（総合）

                  第17回　ＣＳＣ　３時間耐久一輪車レース大会
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44 アイス大好き♡ ユニサイクルAmi☆長泉 五十嵐　英晴 松本　陽楠 松本　歩 渡邉　達也 30 3時間02分27秒 混合の部

45 ドリームYAM 清水ドリームサイクル 大岡　洋二 森　真奈美 伊東　彰裕 渡邊　義仁 30 3時間03分04秒 混合の部

46 team 晴真由 清水ドリームサイクル 森　奈津江 伊藤　晴香 柴田　真理子 山田　由理絵 30 3時間03分29秒 女子の部

47 よねそねーず 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 米田　真由美 曽根　千佳 米田　朋代 曽根　帆乃佳 30 3時間05分22秒 5・6年の部

48 あゆあつけい 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 滝本　真佑 石崎　安有美 高嶋　淳美 滝本　圭 30 3時間06分48秒 混合の部

49 シューティングガールズフレンド U.C.シューティングスター 杉山　万朱美 田岡　玲美 塚田　湊乃華 植松　和那 29 2時間59分54秒 3・4年の部

50 浜松ユニサイクルチャンネル 浜松U.C.フライングカイト 　中島　康裕 渡邉　斉史 中島　心花 藤井　柚希 29 3時間00分27秒 混合の部

51 ドリームRiRiRi♡ 清水ドリームサイクル 木村　恵理子 柴田　理乃彩 木村　朱里 山田　りさ 29 3時間04分35秒 5・6年の部

52 トゥインクルはな with Y 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 大倉　恵子 大倉　悠稀哉 内山　葉奈 河又　雄羽 29 3時間06分10秒 1・2年の部

53 浜松3っつばち～ズ 浜松U.C.フライングカイト 竹内　恵美 竹内　優海 森　咲耶乃 福井　沙羅 28 3時間01分44秒 3・4年の部

54 ShiZiu浜松 浜松U.C.フライングカイト 森　秋子 竹村　将直 柳澤　弘章 福井　大介 27 3時間06分13秒 男子の部

55 肉すきチーム ユニサイクルAmi☆長泉 金塚　有美 鈴木　陽華 山本　晄嗣 金塚　日那 25 3時間04分43秒 3・4年の部

56 smileクローバー U.C　Iwata　クローバーカイト 竹内　裕子 竹内　彩乃 富田　茜 荒井　結希 25 3時間05分27秒 1・2年の部

57 伝説の小悪魔3人組 U.C.シューティングスター 鈴木　知華 山内　明凛 杉山　咲帆 鈴木　花穂子 25 3時間05分27秒 1・2年の部

58 BIJOUX de Ami長泉 ユニサイクルAmi☆長泉 加藤　智子 清水　菜月 鈴木　麻友 加藤　怜 25 3時間07分21秒 1・2年の部

59 すすめ！レッドタイガー 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 鈴木　智世 高橋　あまね 鈴木　月寧 大石　栞花 24 3時間03分08秒 1・2年の部

60 ピンク大好きっ娘♡ 浜松積志ノースカイト 中西　りさ 中西　明花梨 布施　杏実 渡邉　羽音 24 3時間03分25秒 1・2年の部

61 mama　ミテテ♡ 清水ドリームサイクル 西ヶ谷　瞳 木村　翠里 望月　絢梨沙 西ヶ谷　紗雪 22 3時間02分11秒 1・2年の部

62 プレシャスカピバラ☆りさこ隊 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 高橋　菜見子 高嶋　咲絢 高橋　こはく 大倉　睦玖哉 20 3時間02分37秒 1・2年の部

63 にこにこBoys &Girls U.C.シューティングスター 杉山　綾子 山内　瑞輝 杉山　智颯 小渕　成美 20 3時間03分42秒 1・2年の部



                  第12回　ＣＳＣ　３時間耐久一輪車レース大会

3-Jul-22

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 2 トゥインクルはな with Y 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 大倉　恵子 大倉　悠稀哉 内山　葉奈 河又　雄羽 29 3時間06分10秒 1・2年の部

2 9 smileクローバー U.C　Iwata　クローバーカイト 竹内　裕子 竹内　彩乃 富田　茜 荒井　結希 25 3時間05分27秒 1・2年の部

3 5 伝説の小悪魔3人組 U.C.シューティングスター 鈴木　知華 山内　明凛 杉山　咲帆 鈴木　花穂子 25 3時間05分27秒 1・2年の部

4 8 BIJOUX de Ami長泉 ユニサイクルAmi☆長泉 加藤　智子 清水　菜月 鈴木　麻友 加藤　怜 25 3時間07分21秒 1・2年の部

5 3 すすめ！レッドタイガー 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 鈴木　智世 高橋　あまね 鈴木　月寧 大石　栞花 24 3時間03分08秒 1・2年の部

6 6 ピンク大好きっ娘♡ 浜松積志ノースカイト 中西　りさ 中西　明花梨 布施　杏実 渡邉　羽音 24 3時間03分25秒 1・2年の部

7 7 mama　ミテテ♡ 清水ドリームサイクル 西ヶ谷　瞳 木村　翠里 望月　絢梨沙 西ヶ谷　紗雪 22 3時間02分11秒 1・2年の部

8 1 プレシャスカピバラ☆りさこ隊 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 高橋　菜見子 高嶋　咲絢 高橋　こはく 大倉　睦玖哉 20 3時間02分37秒 1・2年の部

9 4 にこにこBoys &Girls U.C.シューティングスター 杉山　綾子 山内　瑞輝 杉山　智颯 小渕　成美 20 3時間03分42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17回　ＣＳＣ　３時間耐久一輪車レース大会

ＲＥＳＵＬＴＳ／競技結果
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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 13 チーム名はまだない 浜松積志ノースカイト 布施　裕樹 石貝　真里奈 布施　柚依 栗島　弦汰 35 3時間03分08秒 3・4年の部

2 15 ユニサイクルAmk☆長泉 ユニサイクルAmi☆長泉 篠田　綾子 岩﨑　聖 植松　晏梨 篠田　澪 35 3時間04分12秒 3・4年の部

3 18 3リオスター ユニサイクルAmi☆長泉 宮代　ちさと 大村　莉乃愛 小出　麻央 宮代　真帆 34 3時間01分01秒 3・4年の部

4 10 さんく★にじゅうしち 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 天野　亜季 河又　恵唯 荻田　　真翔 天野　妃捺 34 3時間04分13秒 3・4年の部

5 17 おにぎり☆ゆかり ユニサイクルAmi☆長泉 長島　景子 長島　莉音 長島　果音 金塚　夕珠 32 3時間03分09秒 3・4年の部

6 19 かがヤキ☆パープル UC藤枝 望月　隆行 渡邉　真美 卯川　芽依 望月　花 32 3時間05分39秒 3・4年の部

7 14 ドリームリンリンシャ 清水ドリームサイクル 井出　亜由子 大岡　拓実 松下　桜空 井出　奈波 31 3時間02分08秒 3・4年の部

8 12 シューティングガールズフレンド U.C.シューティングスター 杉山　万朱美 田岡　玲美 塚田　湊乃華 植松　和那 29 2時間59分54秒 3・4年の部

9 11 浜松3っつばち～ズ 浜松U.C.フライングカイト 竹内　恵美 竹内　優海 森　咲耶乃 福井　沙羅 28 3時間01分44秒 3・4年の部

10 16 肉すきチーム ユニサイクルAmi☆長泉 金塚　有美 鈴木　陽華 山本　晄嗣 金塚　日那 25 3時間04分43秒 3・4年の部

共催：（公社）日本一輪車協会

                  第17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
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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 20 Nコネクション 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 鈴木　良子 鈴木　帆菜 大倉　彩優菜 天野　惺菜 36 3時間00分36秒 5・6年の部

2 29 レインボー・フェアリーズ ユニサイクルAmi☆長泉 冨岡　幸子 植松　舞 冨岡　優衣 前田　真愛 36 3時間03分06秒 5・6年の部

3 31 パープルウィンド UC藤枝 斎藤　智樹 斎藤　百合 高部　陽菜 小畑　志帆 35 3時間00分03秒 5・6年の部

4 24 浜松トリプルKリターンズ 浜松U.C.フライングカイト 渥美　江理 渥美　虹々凪 竹村　采音 柳本　栞奈 35 3時間01分30秒 5・6年の部

5 27 豆ユニ☆ 豆ぞうクラブ 山田　晃生 山田　望結 小川　颯稀 鈴木　菜桜 35 3時間03分02秒 5・6年の部

6 22 ほのぼのクローバー 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 石割　彩 石割　あゆ 青柳　咲希 茂木　月菜 35 3時間04分29秒 5・6年の部

7 25 浜松こなかまカイト 浜松U.C.フライングカイト 原田　真里 原田　奏璃 植田　琴葉 柳澤　愛菜 32 3時間02分22秒 5・6年の部

8 21 ななひろ5 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 園田　由季 内山　陽菜 滝本　千尋 園田　葉那 32 3時間04分52秒 5・6年の部

9 32 チーム553 焼津一輪車クラブ 小西　美緒 小西　蓮夏 坂本　彩名 小西　伴奈 31 3時間01分21秒 5・6年の部

10 26 持続可能な三姉妹 U.C.シューティングスター 鈴木　弥生 小渕　愛美 杉山　遥南 鈴木　星来 31 3時間02分00秒 5・6年の部

11 30 リトルクローバー U.C　Iwata　クローバーカイト 太田　友紀 太田　隼聖 太田　穂果 荒井　希美 31 3時間02分18秒 5・6年の部

12 23 よねそねーず 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 米田　真由美 曽根　千佳 米田　朋代 曽根　帆乃佳 30 3時間05分22秒 5・6年の部

13 28 ドリームRiRiRi♡ 清水ドリームサイクル 木村　恵理子 柴田　理乃彩 木村　朱里 山田　りさ 29 3時間04分35秒 5・6年の部

共催：（公社）日本一輪車協会

                  第17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



                  第12回　ＣＳＣ　３時間耐久一輪車レース大会
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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 60 オヤジ衆2022 ユニサイクルAmi☆長泉 杉山　克憲 増本　和裕 柳田　朋亮 金澤　直輝 38 3時間01分02秒 男子の部

2 57 浜松ブラックタンジロウ 浜松U.C.フライングカイト 柳本　絵理 峰野　充史 宇井　厚 宮木　將介 38 3時間02分03秒 男子の部

3 59 浜松トップガン 浜松U.C.フライングカイト 植田　由利子 　宮田　隆康 中村　哲朗 高山　雅貴 35 3時間03分58秒 男子の部

4 58 ShiZiu浜松 浜松U.C.フライングカイト 森　秋子 竹村　将直 柳澤　弘章 福井　大介 27 3時間06分13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17回　ＣＳＣ　３時間耐久一輪車レース大会

ＲＥＳＵＬＴＳ／競技結果



                  第12回　ＣＳＣ　３時間耐久一輪車レース大会

3-Jul-22

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 53 ツムーズUn melon☆ ユニサイクルAmi☆長泉 渡邉　浩美 五十嵐　舞 渡邉　橙 森下　唯菜 42 3時間03分02秒 女子の部

2 48 アラ？サーティーンズ☺ 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 青木　一洋 石川　由美 青木　夢月 祢次金　和 40 3時間01分14秒 女子の部

3 52 どんぶりまんとりお ユニサイクルAmi☆長泉 大村　英利 大村　莉李歌 小長井　涼那 柳田　吏都 40 3時間03分16秒 女子の部

4 49 あちゅぴ 浜松積志ノースカイト 中川　義和 中川　栞李 鈴木　乃愛 太田　陽葉里 40 3時間04分29秒 女子の部

5 54 かつのりファンクラブ運営委員会 ユニサイクルAmi☆長泉 小出　緑 青木　菫 杉山　ひまり 小出　澪 39 3時間01分25秒 女子の部

6 51 やまとなでしこ 清水ドリームサイクル 名倉　晶子 伊藤　彩月 大岡　愛海 名倉　花 39 3時間03分44秒 女子の部

7 46 修中！！ 伊豆八岳一輪車クラブ 遠藤　知恵 大沼　愛華 久保田　愛姫 遠藤　優奈 38 3時間02分32秒 女子の部

8 55 カツオ♥girls 焼津一輪車クラブ 加藤　有香 加藤　志依 加藤　芙侑 立林　ゆかな 38 3時間02分33秒 女子の部

9 56 富士見台殿の3人 UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI 中元　美加子 盛島　芽生 中元　寧々 藤間　咲音 37 3時間01分57秒 女子の部

10 47 金のたまご 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 山内　久枝 祢次金　緑 山内　茉瑚 石崎　珠妃 37 3時間03分53秒 女子の部

11 50 team 晴真由 清水ドリームサイクル 森　奈津江 伊藤　晴香 柴田　真理子 山田　由理絵 30 3時間03分29秒 女子の部

共催：（公社）日本一輪車協会

                  第17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
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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 36 浜松ブラックエンペラー 浜松U.C.フライングカイト 尾﨑　智与子 佐藤　颯星 高木　忠将 尾崎　結衣 43 3時間01分35秒 混合の部

2 37 美女と社畜in浜松 浜松U.C.フライングカイト 佐藤　倫子 寺本　凌 佐藤　未悠 土屋　菜央 41 3時間01分35秒 混合の部

3 42 To be,or not to be 石垣　江美 石垣　智康 田中　愛凛 松下　瑠琉 40 3時間02分27秒 混合の部

4 33 チーム　てんとうむし 伊豆八岳一輪車クラブ 水野　ゆかり 内田　章元 水野　晏 水野　凛 38 3時間01分32秒 混合の部

5 44 チームかたつむり U.C　Iwata　クローバーカイト 鈴木　美恵 鈴木　舞子 喜多川　潤也 中尾　吾朗 37 3時間02分57秒 混合の部

6 40 Dream×Family 清水ドリームサイクル 森　三男 望月　貴之 大岡　由貴栄 根岸　初音 35 3時間03分21秒 混合の部

7 63 ビバ木曽川！3★2★1★GO！ JUA名古屋支部 江上　千夏 江上　夏穂 江上　煌太郎 江上　琳夏 34 3時間00分52秒 混合の部

8 35 スリー・ファルコン 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 大澤　伸美 小川　廣 大澤　美結 大澤　結菜 32 3時間02分46秒 混合の部

9 45 東京やじ會 UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI 加藤　和枝 神代　洋一 時枝　泉 加藤　綾乃 32 3時間03分38秒 混合の部

10 39 ノースからあげ友の会☆ 浜松積志ノースカイト 鈴木　真紀子 川島　町枝 鈴木　怜奈 中西　蒼太郎 32 3時間03分53秒 混合の部

11 43 アイス大好き♡ ユニサイクルAmi☆長泉 五十嵐　英晴 松本　陽楠 松本　歩 渡邉　達也 30 3時間02分27秒 混合の部

12 41 ドリームYAM 清水ドリームサイクル 大岡　洋二 森　真奈美 伊東　彰裕 渡邊　義仁 30 3時間03分04秒 混合の部

13 34 あゆあつけい 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 滝本　真佑 石崎　安有美 高嶋　淳美 滝本　圭 30 3時間06分48秒 混合の部

14 38 浜松ユニサイクルチャンネル 浜松U.C.フライングカイト 　中島　康裕 渡邉　斉史 中島　心花 藤井　柚希 29 3時間00分27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
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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 61 お姉ゴリ 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 37 3時間02分59秒 ファミリーの部

2 62 豆っ子☆FAMILY 豆ぞうクラブ 小川　惇輔 小川　由美恵 小川　鈴菜 小川　葉月 31 3時間00分06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17回　ＣＳＣ　３時間耐久一輪車レース大会

ＲＥＳＵＬＴＳ／競技結果


