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カナ チーム クラス秋元　碧 アキモト　アオ 栃木県 AKM 小学５年生荒川　翔太 アラカワ　ショウタ 愛知県 愛知工大付属中学校荒川　大介 アラカワ　ダイスケ 愛知県 stanton bikes ダディ有松　鈴々菜 アリマツ　リリナ 福岡県 小学２年生飯島　花怜 イイジマ　カレン 福島県 キッズＡ飯島　大也 イイジマ　ダイヤ 福島県 キッズＡ飯塚　嵐 イイヅカ　ラン 東京都 江戸川区立春江小学校 小学４年生池田　泉太 イケダ　センタ 長野県 コンパスハウス 小学３年生石上　幹太 イシガミ　カンタ 神奈川県 YRT99石川　太郎 イシカワ　タロウ 埼玉県 秩父第一小学校 小学４年生石川　竜大 イシカワ　リュウタ 埼玉県 秩父第一小学校 小学１年生石田　楓斗 イシダ　フウト 東京都 イナホマシンワークス 小学２年生石田　柚真 イシダ　ユズマ 東京都 イナホマシンワークス キッズＡ石田　琉樹 イシダ　ルキ 東京都 イナホマシンワークス 小学４年生板垣　健太 イタガキ　ケンタ 山形県 Team Mogamba伊藤　桃奈 イトウ　モモナ 千葉県 東松戸小学校 小学４年生井上　智樹 イノウエ　トモキ 東京都上野　すみれ ウエノ　スミレ 長野県 COMPASSHOUSE 小学２年生上野　悠佑太 ウエノ　ユウタ 東京都 TEAM GRM上野　亮 ウエノ　リョウ 愛媛県 INFINITY ダディ上野　倫太郎 ウエノ　リンタロウ 愛媛県 INFINITY 小学３年生内野　友太 ウチノ　ユウタ 熊本県 小学６年生江口　太陽 エグチ　タイヨウ 福岡県 Q-syu union 小学４年生江越　柾也 エゴシ　マサヤ 神奈川県 ProRide 小学６年生遠藤　紘介 エンドウ　コウスケ 岡山県 Sonic-Racing 小学６年生遠藤　広貴 エンドウ　ヒロタカ 千葉県 ダディ遠藤　弓弦 エンドウ　ユヅル 千葉県 富津市立環小学校 小学５年生大蔵　悟生 オオクラ　ゴウ 長野県 ボンシャンス・キッズ 小学６年生大蔵　こころ オオクラ　ココロ 長野県 ボンシャンス・ユース大蔵　豊 オオクラ　ユタカ 長野県 ダディ岡田　信太郎 オカダ　シンタロウ 岐阜県 小学３年生岡山　優太 オカヤマ　ユウタ 福岡県 MASAYA YOUNG RIDERS沖本　拓己 オキモト　タクミ 奈良県 LimitedTeam846尾澤　樹 オザワ　イツキ 長野県 小学２年生尾澤　ゆうな オザワ　ユウナ 長野県 キッズＡ尾澤　ゆかり オザワ　ユカリ 長野県 マム落合　康生 オチアイ　コウセイ 東京都 ナカザワジム垣原　弘明 カキハラ　ヒロアキ 東京都 小学４年生垣原　麻理 カキハラ　マリ 東京都 小学２年生笠原　悠 カサハラ　ハル 長野県 小学１年生笠原　結人 カサハラ　ユイト 長野県 小学４年生神永　真一 カミナガ　シンイチ 大阪府 ProRide川口　昌人 カワグチ　マサト 兵庫県 sonic-racing ダディ川口　稜 カワグチ　リョウ 兵庫県 小学３年生菊地　心晴 キクチ　コハル 栃木県 TEAM AIBE 小学３年生菊地　修介 キクチ　シュウスケ 栃木県 TEAM AIBE ダディ木竹　賢心 キタケ　ケンシン 長崎県 ウィズラン 小学４年生木竹　優宗 キタケ　マサムネ 長崎県 ウィズラン 小学１年生北舘　志郎 キタダテ　シロウ 静岡県 小学２年生北津留　千羽 キタツル　チハネ 福岡県 小学６年生北津留　千尋 キタツル　チヒロ 福岡県 マム北津留　翼 キタツル　ツバサ 福岡県 ダディ北津留　新羽 キタツル　ネオバ 福岡県 小学２年生北林　仁 キタバヤシ　ジン 長野県 ProRide久下　温人 クゲ　ハルト 山形県 チーム白猿久下　史花 クゲ　フミカ 山形県 チーム白猿 小学３年生楠　幸一郎 クスノキ　コウイチロウ 兵庫県 小学５年生楠　泰駕 クスノキ　タイガ 宮崎県 小学１年生楠　皓雅 クスノキ　ヒロマサ 宮崎県 Q-shu union楠　侑磨 クスノキ　ユウマ 宮崎県 小学５年生朽木　颯辰 クチキ　ソウタツ 福島県朽木　悠翔 クチキ　ハルト 福島県 小学３年生工藤　遙真 クドウ　ハルマ 北海道 小学３年生久保　一真 クボ　カズマ 滋賀県 TeamProRide久保　千夏 クボ　チナツ 北海道 TEAM  BG8 小学６年生久保　幸広 クボ　ユキヒロ 北海道 Team BG8 ダディ倉田　陽菜 クラタ　ハルナ 千葉県 小学２年生倉田　遼平 クラタ　リョウヘイ 千葉県 小学４年生郷津　輝 ゴウヅ　ヒカル 東京都 宇喜田小学校 小学１年生高本　周埜 コウモト　シュウヤ 東京都 Limited Team 846 小学６年生高本　亮太 コウモト　リョウタ 東京都 Limited Team 846/Team-K小嶋　慧大 コジマ　ケイタ 神奈川県 YRT後藤　大地 ゴトウ　ダイチ 神奈川県小西　碧 コニシ　アオイ 東京都小西　蒼希 コニシ　アオキ 東京都 ナカザワジム

氏名 性別男男 男子ユースU15（13歳-14歳）男女 Ｑ-MAX　つるピ～家族女 あさひ保育園男 あさひ保育園男男男 男子ユースU18（15歳-17歳）男男男男男男 男子ユースU18（15歳-17歳）女男 TEAM 0909ヤマ 男子ユースU18（15歳-17歳）女男 男子ユースU18（15歳-17歳）男男男 Q-shu union 菊陽西小学校男男男男男男女 女子ユースU15（13歳-14歳）男 上赤須山猫男男 男子ユースU18（15歳-17歳）男 男子ユースU15（13歳-14歳）男 MTBクラブ安曇野女 松川北保育園女 MTBクラブ安曇野男 男子ユースU15（13歳-14歳）男 イオンバイクJr.レーシング女 イオンバイクJr.アカデミー男 MTBクラブ安曇野男 MTBクラブ安曇野男 男子ユースU18（15歳-17歳）男男 たつの市立揖西東小学校女男男男男女 Ｑ-MAX　つるピ～家族女 Ｑ-MAX　つるピ～家族男 Ｑ-MAX　つるピ～家族男 Ｑ-MAX　つるピ～家族男 男子ユースU18（15歳-17歳）男 男子ユースU15（13歳-14歳）女男男 Q-shu union 宮崎県妻北小学校男 男子ユースU15（13歳-14歳）男 Q-shu union 宮崎県妻北小学校男 KーBlood  Rcing 男子ユースU15（13歳-14歳）男 KーBlood  Rcing男 滝川第2小学校男 男子ユースU18（15歳-17歳）女男女 船橋市立坪井小学校男 船橋市立坪井小学校男男男 男子ユースU18（15歳-17歳）男 男子ユースU15（13歳-14歳）男 TEAM　GRM 男子ユースU18（15歳-17歳）女 ナカザワジムDHI 女子ユースU18（15歳-17歳）男 男子ユースU15（13歳-14歳）
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小林　碧 コバヤシ　アオイ 茨城県 つくば市立栄小学校 小学３年生小林　あか里 コバヤシ　アカリ 長野県小林　温 コバヤシ　アツシ 茨城県 ProRide小林　常太 コバヤシ　ジョウタ 長野県 compasshouse 小学２年生小林　大記 コバヤシ　ダイキ 長野県 小学３年生小林　洋平 コバヤシ　ヨウヘイ 長野県 小学３年生税所　航司 サイショ　コウジ 神奈川県 YRT財津　尚子 ザイツ　ナオコ 長野県 マム財津　治季 ザイツ　ハルキ 長野県 小学５年生斉藤　優衣 サイトウ　ユイ 神奈川県 一番坂レーシング 小学１年生斉藤　優斗 サイトウ　ユウト 神奈川県 一番坂レーシング 小学３年生坂口　竣亮 サカグチ　シュンスケ 福岡県 小学５年生坂口　月香 サカグチ　ツキカ 福岡県 Q-shu union坂口　奈津実 サカグチ　ナツミ 福岡県 小学２年生佐竹　清亮 サタケ　キョウスケ 千葉県 浦安市立入船小学校 小学３年生佐藤　勇太 サトウ　ユウタ 千葉県 小学６年生佐野　元重 サノ　モトシゲ 神奈川県 ダディ澤井　千洋 サワイ　チヒロ 山梨県 TEAM GRM 小学５年生澤野　伶文 サワノ　レイモン 神奈川県 YRT志津木　智 シヅキ　サトシ 神奈川県 YRT嶋崎　亮我 シマザキ　リョウガ 東京都 小学６年生清水　颯太 シミズ　ソウタ 神奈川県 YRT白井　将 シライ　マサル 神奈川県 YRT陳内　孝侑 ジンナイ　コウ 北海道 砂川小学校 小学３年生陳内　佑奈 ジンナイ　ユナ 北海道 砂川小学校 小学６年生菅原　清太 スガワラ　セイタ 愛知県 LImited Team 846杉浦　孝介 スギウラ　コウスケ 静岡県 SPADE ACE 小学３年生杉浦　功直 スギウラ　コナ 愛知県 アンデンハイロケーション 小学６年生鈴木　皓士 スズキ　コウシ 山梨県 ProRide鈴木　広直 スズキ　ヒロナオ 神奈川県 YRT99関　真凛 セキ　マリン 埼玉県 所沢市立明峰小学校 小学２年生瀬戸口　瑛 セトグチ　アキラ 鹿児島県 Q-SHU UNION瀬戸山　紀介 セトヤマ　キスケ 三重県 キッズＡ瀬戸山　萌花 セトヤマ　モカ 三重県 小学３年生瀬戸山　萌音 セトヤマ　モネ 三重県 小学４年生副島　達海 ソエジマ　タツウミ 大阪府 Limited team 846高橋　翔 タカハシ　ショウ 東京都 小学６年生高橋　壮 タカハシ　ソウ 新潟県 サガミレーシング 小学６年生田上　遼佑 タガミ　リョウスケ 埼玉県 小学３年生滝澤　直太郎 タキザワ　ナオタロウ 長野県 松本光明幼稚園 キッズＡ竹中　希春 タケナカ　キハル 京都府 京都教育大学附属桃山小学校 小学６年生竹中　珠央 タケナカ　タマオ 京都府 京都市立七条第三小学校 小学１年生田中　旭 タナカ　アサヒ 長野県 白馬マウンテンバイククラブ キッズＡ田中　楓月 タナカ　カヅキ 岡山県 小学４年生田中　秀汰 タナカ　シュウタ 静岡県 Team Nipopo 小学４年生田中　颯 タナカ　ハヤテ 長野県 白馬マウンテンバイククラブ 小学１年生田中　優 タナカ　ユウ 長野県 長野市立城山小学校 小学３年生田中　義晃 タナカ　ヨシアキ 岡山県 チームダックスフンド ダディ田中　遼介 タナカ　リョウスケ 岡山県 小学２年生谷畑　希一 タニハタ　キイチ 大阪府 大阪府堺市立鳳南小学校 小学６年生田畑　拓瑞 タバタ　タクミ 静岡県 TCKR キッズＡ田畑　遥都 タバタ　ノリヒト 静岡県 TCKR ダディ田畑　遥都 タバタ　ハルト 静岡県 TCKR キッズＡ田畑　玲子 タバタ　レイコ 静岡県 TCKR マム塚田　浩人 ツカダ　ヒロト 山形県 チーム白猿塚田　梨乃 ツカダ　リノ 山形県 チーム白猿 小学６年生辻　響樹 ツジ　ヒビキ 神奈川県 YRT寺崎　亮行 テラサキ　リョウコウ 神奈川県 YRT99中島　渉 ナカジマ　アユミ 埼玉県 Lmited  Team 846/Team-K長島　甲平 ナガシマ　コウヘイ 千葉県 鎌ヶ谷市立南部小学校 小学３年生中島　埜希 ナカシマ　トオキ 山梨県 小学３年生長島　知子 ナガシマ　トモコ 千葉県 マム中島　瞳 ナカジマ　ヒトミ 埼玉県 Lmited  Team 846/Team-K中島　悠里 ナカシマ　ユウリ 山梨県 maillot SY-NAK中嶋　理央 ナカジマ　リオ 北海道 TEAM BG8 小学６年生長島　梨邑 ナガシマ　リオ 千葉県 鎌ヶ谷市立南部小学校 小学５年生中仙道　侑毅 ナカセンドウ　ユウキ 埼玉県 イオンバイクＪｒアカデミー 小学３年生中西　桐吾 ナカニシ　トウゴ 長野県 キッズＡ永野　昇海 ナガノ　ショウミ 神奈川県 イナーメ信濃山形中村　暖輝 ナカムラ　アツキ 埼玉県 小学２年生中本　匠 ナカモト　タクミ 兵庫県 ELEVEN キッズＢ成田　光志 ナリタ　コウシ 福島県 須賀川市立第一小学校 小学４年生西村　一志 ニシムラ　カズシ 北海道 滝川市立東小学校 小学４年生西村　志帆 ニシムラ　シホ 北海道 滝川市立東小学校 小学６年生西村　智輝 ニシムラ　トモキ 東京都 小学２年生ヌマタ　スナオ 宮城県 仙台市立富沢小学校 小学６年生

女女 MTBクラブ安曇野 女子ユースU18（15歳-17歳）男 男子ユースU15（13歳-14歳）男男男 MTBクラブ安曇野男 男子ユースU18（15歳-17歳）女 MTBクラブ安曇野男 MTBクラブ安曇野女男男 Q-shu union 沼小学校女 女子ユースU15（13歳-14歳）女 Q-shu union 沼小学校男男 イオンバイクjr.レーシング男男男 男子ユースU15（13歳-14歳）男 男子ユースU18（15歳-17歳）男 イオンバイクJrレーシング男 男子ユースU18（15歳-17歳）男 男子ユースU18（15歳-17歳）男女男 男子ユースU18（15歳-17歳）男男男 男子ユースU15（13歳-14歳）男 男子ユースU18（15歳-17歳）女男 男子ユースU15（13歳-14歳）男 藤幼稚園女 津市立一身田小学校女 津市立一身田小学校男 男子ユースU15（13歳-14歳）男 イオンバイクjr.レーシング男男 入間市立宮寺小学校男女女男男 赤磐市立山陽北小学校男男男男男 赤磐市立山陽北小学校男男男男女男 男子ユースU15（13歳-14歳）女男 男子ユースU18（15歳-17歳）男 男子ユースU18（15歳-17歳）男 男子ユースU18（15歳-17歳）男男 北杜市立長坂小学校女女 女子ユースU15（13歳-14歳）女 女子ユースU18（15歳-17歳）女女男男 しろうま保育園男 男子ユースU15（13歳-14歳）男 B→ts(ビーツ)男男男女男 品川区立品川学園沼田　素直 男



JOCジュニアオリンピックカップ／2017全国ユース選抜マウンテンバイク大会　　　8/5-6　長野県白馬村

スタートリスト　by Japanese order

PRD:20170728

3 / 4

野嵜　一晴 ノザキ　イッセイ 東京都 青梅市立第二小学校 小学２年生野嵜　然新 ノザキ　ゼンシン 東京都 青梅市立第二小学校 小学４年生野嵜　日貴 ノザキ　ヒダカ 東京都 ちがせ保育園 キッズＢ野嵜　英樹 ノザキ　ヒデキ 東京都 TORQUE NOZAC ダディ野澤　瑠 ノザワ　リュウ 北海道 TEAM BG8野澤　蓮 ノザワ　レン 北海道 TEAM BG8野村　拓未 ノムラ　タクミ 長野県萩原　叶有 ハギワラ　トア 長野県 白馬マウンテンバイククラブ 小学３年生萩原　瑠彩 ハギワラ　ルイ 長野県 白馬マウンテンバイククラブ 小学１年生原　あさひ ハラ　アサヒ 長野県 HMBC 小学５年生原　つばさ ハラ　ツバサ 長野県 HMBC 小学４年生原　みらい ハラ　ミライ 長野県 HMBC 小学１年生原口　晃 ハラグチ　アキラ 東京都 USM ダディ原口　大樹 ハラグチ　ダイキ 東京都 町田市立三輪小学校 小学３年生日吉　愛華 ヒヨシ　アイカ 愛知県 愛知県豊明市立栄小学校 小学６年生日吉　彩華 ヒヨシ　アヤカ 愛知県 愛知県豊明市立栄小学校 小学３年生平尾　香乃 ヒラオ　カノ 三重県 小学６年生平川　遼 ヒラカワ　リョウ 長野県 HMBC 小学１年生平川　凜 ヒラカワ　リン 長野県 HMBC キッズＡ平川　怜 ヒラカワ　レイ 長野県 HMBC キッズＢ廣田　樹一 ヒロタ　キイチ 愛知県 春日井市立出川小学校 小学５年生廣田　莉子 ヒロタ　リコ 愛知県 春日井市立出川小学校 小学２年生福島　奏 フクシマ　カナデ 長野県 白馬マウンテンバイククラブ 小学１年生福島　雅 フクシマ　ミヤビ 長野県 白馬マウンテンバイククラブ キッズＢ福永　岳 フクナガ　ガク 熊本県 小学２年生福永　隼人 フクナガ　ハヤト 熊本県福山　颯希 フクヤマ　サキ 滋賀県 OCF 小学３年生福山　幹人 フクヤマ　ミキト 滋賀県 OCF キッズＡ藤木　雄大 フジキ　ユウダイ 滋賀県 ProRide布施　璃人 フセ　リヒト 神奈川県 キッズＢ古江　昂太 フルエ　コウタ 北海道 TEAM BG8 小学６年生古郡　駈 フルコオリ　カケル 静岡県 minzuuBike 小学４年生古郡　キヨシ フルコオリ　キヨシ 静岡県 minzuuBike ダディ細谷　鴻羽 ホソヤ　コウ 神奈川県 YRT堀　朱龍 ホリ　シリュウ 長野県 HMBC キッズＡ堀　翠月 ホリ　ミツキ 長野県 HMBC 小学１年生堀金　陽 ホリガネ　ハル 長野県 松本マウンテンライダーズ 小学３年生本間　絢 ホンマ　シュン 埼玉県 西武学園文理小学校 小学４年生ホンマ　ユウ 埼玉県 西武学園文理小学校 小学３年生本間　椋 ホンマ　リョウ 埼玉県 豊島なでしこ幼稚園 キッズＡ松田　晃太朗 マツダ　コウタロウ 千葉県 はっぱ連合 キッズＢ松田　優太朗 マツダ　ユウタロウ 千葉県 小学３年生松永　彼方 マツナガ　カナタ 熊本県松永　陽向 マツナガ　ヒナタ 熊本県 小学４年生松永　遼大 マツナガ　リョウタ 熊本県 小学１年生松本　一成 マツモト　イッセイ 長野県 TEAM SCOTT松本　璃奈 マツモト　リナ 長野県 TEAM GRM松山　海司 マツヤマ　カイジ 兵庫県 池田小学校 小学３年生水谷　啓人 ミズタニ　ケイト 三重県 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team 小学５年生水谷　拓也 ミズタニ　タクヤ 三重県 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team ダディ水谷　有紀子 ミズタニ　ユキコ 三重県 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team マム光永　寛菜 ミツナガ　カンナ 神奈川県 Team MOMO南　翔大 ミナミ　ショウタ 石川県 トンデモクラブ 小学１年生村上　健太 ムラカミ　ケンタ 愛媛県 Infinity 小学４年生村上　ヒカル ムラカミ　ヒカル 愛媛県 DECOJA RACING 小学５年生村上　寛 ムラカミ　ヒロシ 愛媛県 Infinity ダディ村上　裕二郎 ムラカミ　ユウジロウ 愛媛県 DECOJA RACING村澤　哲 ムラサワ　サトシ 長野県 ダディ村澤　治人 ムラサワ　ハルト 長野県 小学５年生村田　勝昭 ムラタ　カツアキ 埼玉県 小学４年生村田　英彰 ムラタ　ヒデアキ 埼玉県 小学１年生村田　百々子 ムラタ　モモコ 埼玉県 小学３年生望月　清世 モチヅキ　キヨ 長野県 ＭＴＢクラブ安曇野 小学２年生森　大雪 モリ　タイセツ 長野県 COMPASS HOUSE キッズＡ森　雪美 モリ　ユキミ 長野県 COMPASS HOUSE 小学２年生森下　尚仁 モリシタ　ナオト 熊本県 Q-shu Union森田　莉央 モリタ　リオ 神奈川県 ゆありなワークス 小学２年生守屋　清国 モリヤ　キヨクニ 静岡県 SPADE ACE ダディ守屋　岳朗 モリヤ　タケロウ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ 小学６年生谷澤　雄斗 ヤザワ　ユウト 埼玉県 一番坂レーシング 小学１年生保田　莉央 ヤスダ　リオ 神奈川県 小学５年生柳井　陽太郎 ヤナイ　ヨウタロウ 神奈川県 YRT山口　敬立 ヤマグチ　ケイタ 滋賀県 ProRide山口　創平 ヤマグチ　ソウヘイ 滋賀県 ProRide山下　柊 ヤマシタ　シュウ 北海道 TEAM BG8山田　愛太 ヤマダ　アイタ 長野県 ProRide 小学５年生
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山田　縁美 ヤマダ　エンミ 長野県 小学３年生山田　駿太郎 ヤマダ　シュンタロウ 茨城県 DoroKID TSUKUBA 小学３年生山中　碧仁 ヤマナカ　アオト 愛知県 幸田町立坂崎小学校 小学４年生山中　祐輝 ヤマナカ　ユウキ 愛知県 幸田町立坂崎小学校 小学１年生山本　秀人 ヤマモト　シュウト 愛知県 ユーロード 小学６年生山本　　宏 ヤマモト　ヒロシ 愛知県 ユーロード ダディ山本　歩月 ヤマモト　ホツキ 静岡県 西伊豆町立伊豆海認定こども園 キッズＡ柚木　秀元 ユノキ　シュウゲン 三重県 小学３年生柚木　伸元 ユノキ　シンゲン 三重県 PRO RIDE横田　壮一郎 ヨコタ　ソウイチロウ 茨城県 イオンバイクジュニアアカデミー 小学１年生横山　海空 ヨコヤマ　カイクウ 兵庫県 小学２年生横山　沙岩 ヨコヤマ　サガン 兵庫県 キッズＡ吉川　心晴 ヨシカワ　コハル 長野県 HMBC キッズＡ吉川　英毅 ヨシカワ　ヒデキ 神奈川県 YRT吉川　陽菜 ヨシカワ　ヒナ 長野県 HMBC 小学５年生吉川　和花 ヨシカワ　ワカ 長野県 HMBC 小学２年生吉田　澪司 ヨシダ　レイジ 北海道渡辺　友規 ワタナベ　ユウキ 長野県 小学５年生渡辺　由枝 ワタナベ　ヨシエ 長野県 マム渡部　春雅 ワタベ　カスガ 神奈川県蕨　修之輔 ワラビ　シュノスケ 千葉県 イオンバイクジュニアアカデミー 小学１年生蕨　雄之進 ワラビ　ユウノシン 千葉県 イオンバイクジュニアレーシング 小学５年生渡辺　滉士 千葉県 4 chome 小学３年生
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