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カテゴリー 名前 チーム 都道府県 学校名
MU18 山下　柊 TEAM BG8 北海道 江陵中学校 男
MU18 山口　創平 ProRide 滋賀県 比叡山高校 男
MU18 北林　仁 ProRide 長野県 白馬高校 男
MU18 中島　渉 Limited Team 846/Team-K 埼玉県 埼玉栄高等学校 男
MU18 高本　亮太 Limited Team 846/Team-K 東京都 保善高等学校 男MU18 村上　裕二郎 松山工業高校 愛媛県 松山工業高校 男
MU18 寺崎　亮行 YRT 神奈川県 山手学院高校 男
MU18 柳井　陽太郎 YRT 神奈川県 山手学院中学校高等学校 男
MU18 板垣　健太 Team Mogamba 山形県 新庄南高校 男MU18 塚田　浩人 チーム白猿 山形県 川西町立川西中学校 男
MU18 辻　響樹 YRT 神奈川県 山手学院高等学校 男
MU18 関根　蒼真 YRT 神奈川県 山手学院高等学校 男
MU18 石上　幹太 YRT 神奈川県 山手学院高等学校 男
MU18 鈴木　広直 YRT 神奈川県 山手学院高等学校 男
MU18 吉川　英毅 YRT 男
WU18 渡部　春雅 駒澤大学高等学校 神奈川県 駒澤大学高等学校 女
MU15 小林　温 ProRide 茨城県 茨城県立並木中等教育学校 男
MU15 落合　康生 TEAM GRM 東京都 武蔵野市立第二中学校 男
MU15 永野　昇海 イナーメ信濃山形信濃山形 神奈川県 横浜市立西中学校 男MU15 楠　皓雅 Q-shu union 宮崎県 西都市立妻中学校 男
MU15 谷畑　希一 Limited Team 846 大阪府 堺市立鳳中学校 男
MU15 柚木　伸元 Pro Ride 三重県 四日市市立　南中学校 男
MU15 野澤　瑠 TEAM BG8 北海道 滝川市立江陵中学校 男MU15 江川　慧和 0 東京都 目黒区立大鳥中学校 男
MU15 久下　温人 チーム白猿 山形県 山形市立第十中学校 男
MU15 細谷　鴻羽 YRT 東京都 山手学院中学校 男
MU15 朽木　颯辰 K-Blood  Rcing 福島県 桑折町立醸芳中学校 男
MU15 江越　柾也 ProRide 神奈川県 横須賀市立武山中学校 男
MU15 松永　彼方 Q-shu union 熊本県 熊本市立京陵中学校 男
MU15 高本　周埜 Limited Team 846/Team-K 東京都 練馬区立大泉西中学校 男
MU15 高橋　壮 サガミレーシング 新潟県 新発田市立猿橋中学校 男
MU15 河村　元 Limited Team 846 大阪府 大阪市立今市中学校 男
MU15 古江　昂太 TEAM BG8 北海道 砂川市立石山中学校 男MU15 福永　隼人 熊本県 熊本県大津町立大津北中学校 男
MU15 荒川　翔太 TEAM GRM 愛知県 私立愛知工業大学名電中学校 男
MU15 高橋　翔 cycleclub 3UP. 東京都 東京都西東京市立明保中学校 男
MU15 沼田　素直 宮城県 仙台市立仙台青陵中等教育学校 男MU15 畑　祐太郎 チームゴーヤー 沖縄県 那覇市立首里中学校 男
MU15 高浦　優成 YRT 神奈川県 私立 山手学院中学校 男
MU15 内野　友太 Q-shu union 熊本県 菊陽町立武蔵ヶ丘中学校丘中学校 男
MU15 木村　勇紀 YRT 神奈川県 横浜私立山手学院中学校 男
MU15 武田　富雄 YRT 神奈川県 山手学院中学校 男
MU15 栗田　凌羽 YRT 神奈川県 横浜私立山手学院中学校 男
MU15 手島　新太 YRT 神奈川県 山手学院中学校 男
MU15 和田　航希 YRT 神奈川県 私立山手学院中学校 男
MU15 大蔵　悟生 ボンシャンス・ユース 長野県 駒ヶ丘中学校根市赤穂中学校 男
MU15 大下　未月 鳴子台中学校 愛知県 名古屋市立鳴子台中学校 男MU15 澤野　伶文 YRT 神奈川県 私立山手学院中学校 男
MU15 ミヤシタ　ユウタYRT 神奈川県 私立山手学院中学校 男MU15 大西ショーン Taupo MTB,Taupo Cycling Club 愛知県 男
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WU15 日吉　愛華 Limited Team 846 愛知県 豊明市立栄中学校 女
WU15 中嶋　理央 TEAM BG8 北海道 砂川市立砂川中学校 女
WU15 北津留　千羽 Q-MAX 福岡県 北九州市立洞北中学校 女
WU15 平尾　香乃 三重県 多気町松阪市学校組合立多気中学校 女
WU15 中島　瞳 Limited Team 846/Team-K 埼玉県 川越市立霞ヶ関東中学校ヶ丘中学校関東中学校 女WU15 西村　志帆 BG8 北海道 滝川市立明苑中学校 女
WU15 大蔵　こころ ボンシャンス・ユース 長野県 駒ヶ丘中学校根市立赤穂中学校 女
小６ 山田　愛太 ProRide 長野県 白馬村立白馬北小学校 男
小６ 赤荻　亘紀 AEON BIKE Jr.Racing 東京都 新宿区立落合第五小学校 男小６ 長島　梨邑 千葉県 鎌ヶ谷市立南部小学校ヶ丘中学校谷市立南部小学校 女
小６ 原　あさひ HMBC 長野県 白馬村立白馬南小学校 女
小６ 楠　侑磨 宮崎県 西都市立妻北小学校 男
小６ 澤井　千洋 TEAM GRM 山梨県 北杜市立小淵沢小学校 男
小６ 遠藤　広貴 千葉県 富津市立環小学校 男
小６ 水谷　啓人 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team 三重県 桑名市立在良小学校 男
小６ 廣田　樹一 TCKR 愛知県 春日井市立出川小学校 男
小６ 蕨　雄之進 愛媛県 松山市立双葉小学校 男
小６ 村澤　治人 長野県 松本市立梓川小学校 男
小６ 坂口　竣亮 福岡県 北九州市立沼小学校 男小６ 村上　ヒカル 愛媛県 西予市立多田小学校 男
小６ 西川　悠介 チームゴーヤー 大阪府 那覇市立古蔵小学校 男
小６ 森下　翔太 チームゴーヤー 東京都 文京区立金富小学校 男
小６ 秋元　碧 AKM 栃木県 宇都宮市立泉が丘小学校丘小学校 男小６ 増田　潤 長野県 松本市立開智小学校 男
小６ 吉川　陽菜 HMBC 長野県 白馬村立白馬南小学校 女
小６ 財津　治季 長野県 才教学園小学校 男
小６ 美濃羽　ひかり mino 愛知県 東郷町立東郷小学校 女
小５ 石川　七海 champion system japan test team 千葉県 八千代市立緑が丘小学校が丘小学校丘小学校 女
小５ 瀬戸山　萌音 三重県 津市立一身田小学校 女
小５ 田中　楓月 チームダックスフンド 岡山県 赤磐市立山陽北小学校 男
小５ 野嵜　然新 TORQUE NOZAC 東京都 青梅市立第二小学校 男
小５ 原　つばさ HMBC 長野県 白馬村立白馬南小学校 女
小５ 垣原　弘明 東京都 私立　目黒星美学園小学校 男小５ 石川　太郎 TEAM AGRI withAST 埼玉県 秩父市立秩父第一小学校 男
小５ 山中　碧仁 TCKR 愛知県 幸田町立坂崎小学校 男
小５ 木竹　賢心 Q-shu  union 長崎県 佐世保市立清水小学校 男
小５ 倉田　遼平 千葉県 船橋市立坪井小学校 男小５ 松井　颯良 三味線レーシングレーシング 三重県 四日市市立中部西小学校 男
小５ 中尾　涼介 フォアライン 兵庫県 神戸市立会下山小学校 男
小５ 伊勢田　宇未 東京都 目黒区立宮前小学校 女
小５ 西原　夕華 大阪府 島本町立第一小学校 女
小５ 松永　陽向 Q-shu union 熊本県 熊本市立池田小学校 男
小５ 澤村　玲奈 長野県 松本市立明善小学校 女
小５ 成田　光志 東京都 須賀川市立第一小学校 男
小５ 村上　健太 Infinity 愛媛県 松山市立湯築小学校 男
小５ 江口　太陽 福岡県 柳川市立矢留小学校 男
小５ 飯塚　嵐 RinRinRacing 東京都 江戸川区立春江小学校 男小５ 西村　一志 TEAM BG8 北海道 滝川市立東小学校 男
小５ 高井　鉄生 ボナペティ 兵庫県 明石市立朝霧小学校 男
小５ 笠原　結人 長野県 長野市立朝陽小学校 男
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小５ 安藤　優作 兵庫県 宝塚市立長尾小学校 男
小５ 古郡　駈 minzuuBike 静岡県 富士市立吉永第一小学校 男
小４ 萩原　叶有 HMBC 長野県 白馬村立白馬北小学校 男
小４ 田上　遼佑 埼玉県 入間市立宮寺小学校 男
小４ 山田　縁美 HMBC 長野県 白馬北小学校 男小４ 中仙道　侑毅 埼玉県 上尾市立大谷小学校 男
小４ 小林　碧 ProRide 茨城県 つくば市立栄小学校 女
小４ 渡辺　滉士 千葉県 船橋市立薬円台小学校 男
小４ 松田　優太朗 千葉県 千葉市立大森小学校 男小４ 瀬戸山　萌花 三重県 津市立一身田小学校 女
小４ 長島　甲平 千葉県 鎌ヶ谷市立南部小学校ヶ丘中学校谷市立南部小学校 男
小４ 佐竹　清亮 千葉県 浦安市立入船小学校 男
小４ 小林　洋平 長野県 信州大学教育学部附属長野小学校 男
小４ 日吉　彩華 Limited Team 846 愛知県 豊明市立栄小学校 女
小４ 田中　優 長野県 長野市立城山小学校 男
小４ 原口　大樹 USM 東京都 町田市立三輪小学校 男
小４ 工藤　遙真 TEAM BG8 北海道 滝川市立滝川第二小学校 男
小４ 久下　史花 チーム白猿 山形県 山形市立南沼原小学校 女
小４ 菊地　心晴 RIDE to FUN 栃木県 宇都宮市立桜小学校 女小４ 松山　海司 神戸市立池田小学校 兵庫県 神戸市立池田小学校 男
小４ 朽木　悠翔 K-Blood  Rcing 福島県 桑折町立醸芳小学校 男
小４ 平尾　恵太郎 三重県 多気町立勢和小学校 男
小４ 山田　駿太郎 DoroKID TSUKUBA 茨城県 つくば市立洞峰学園小野川小学校 男小４ 堀金　陽 松本マウンテンライダーズ 長野県 松本市立清水小学校 男
小４ 小森　零 滋賀県 大津市立唐崎小学校 男
小４ 川分　琉楓 LIFE RACING CLUB 滋賀県 彦根市立河瀬小学校 男
小４ 中島　埜希 CLUB SY-NAK 山梨県 北杜市立長坂小学校 男
小４ 池田　泉太 COMPASS HOUSE KIDS BIKE TEAM 長野県 野沢温泉小学校 男
小４ 川口　稜 兵庫県 たつの市立揖西東小学校市立揖西東小学校 男
小４ 上野　倫太郎 ＩＮＦＩＮＩＴＹ 愛媛県 松山市立石井小学校 男
小４ 岡田　信太郎 大井小学校 岐阜県 恵那市立大井小学校 男
小４ 名小路　丈太郎 長野県 伊那市立西箕輪小学校 男
小４ 筒井　涼晴 長野県 伊那市立伊那東小学校 男小３ 西村　智輝 東京都 品川区立品川学園 男
小３ 森　大志 富山県 富山市立月岡小学校 男
小３ 田中　遼介 チームダックスフンド 岡山県 赤磐市立山陽北小学校 男
小３ 野嵜　一晴 TORQUE NOZAC 東京都 青梅市立第二小学校 男小３ 垣原　麻理 東京都 私立　東洋英和女学院小学部 女
小３ 横山　沙岩 兵庫県 滝野南小学校 男
小３ 関　真凛 埼玉県 所沢市立名峰小学校 女
小３ 渡辺　健心 神奈川県 座間市立栗原小学校 男
小３ 森田　莉央 神奈川県 海老名市立杉本小学校 男
小３ 倉田　陽菜 千葉県 船橋市立坪井小学校 女
小３ 横山　拓生 Kochi CTC 高知県 高知市立十津小学校 男
小３ 北津留　新羽 Q-MAX 福岡県 北九州市立花房小学校 男
小３ 有松　鈴々菜 Q-MAX 福岡県 北九州市立花房小学校 女
小３ 伊勢田　朱生 東京都 目黒区宮前小学校 男小３ 尾澤　樹 茨城県 ひたちなか市立外野小学校 男
小３ 廣田　莉子 TCKR 愛知県 春日井市立出川小学校 女
小３ 中村　暖輝 埼玉県 加須市立騎西小学校 男
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小３ 三澤　柊矢 長野県 伊那市立伊那北小学校 男
小３ 坂口　奈津実 福岡県 北九州市立沼小学校 女
小３ 福永　岳 大分県 熊本県大津町立護川小学校 男
小３ 小林　常太 COMPASS HOUSE KIDS BIKE TEAM 長野県 山ノ内東小学校内東小学校 男
小３ 森　雪美 COMPASS HOUSE KIDS BIKE TEAM 長野県 野沢温泉小学校 女小３ 上野　すみれ COMPASS HOUSE KIDS BIKE TEAM 長野県 野沢温泉小学校 女
小３ 吉川　和花 HMBC 長野県 白馬村立白馬南小学校 女
小３ 上野　真想 COMPASS HOUSE 長野県 野沢温泉村立野沢温泉小学校 男
小３ 笹川　勇太 HMBC 長野県 白馬村立白馬北小学校 男小３ 渡辺　大五郎 Dream Seeker 千代田区立富士見小学校 男
小２ 萩原　瑠彩 HMBC 長野県 白馬村立白馬北小学校 男
小２ 平川　遼 HMBC 長野県 白馬村立白馬北小学校 男
小２ 南　翔大 ト熊本ンデモクラブ安曇野 石川県 小松市立苗代小学校 男
小２ 原　みらい HMBC 長野県 白馬村立白馬南小学校 女
小２ 郷津　輝  RinRinRacing 東京都 江戸川区立宇喜田小学校 男
小２ 横田　壮一郎 イオンバイクジュニアアカデミー 茨城県 牛久市立ひたち野うしく小学校 男
小２ 楠　泰駕 Q-shu union 宮崎県 西都市立妻北小学校 男
小２ 石川　竜大 TEAM AGRI withAST 埼玉県 秩父市立秩父第一小学校 男
小２ 山中　祐輝 TCKR 愛知県 幸田町立坂崎小学校 男小２ 木竹　優宗 Q-shu union 長崎県 佐世保市立清水小学校 男
小２ 田中　颯 HMBC 長野県 村立白馬北小学校 男
小２ 赤岩　新太郎 神奈川県 横浜市立南山田小学校 男
小２ 牧野　蒼太郎 マキノ内東小学校サイクル 静岡県 静岡市立東源台小学校 男小２ 近藤　虎流 イナーメ信濃山形信濃山形 長野県 並柳小学校 男
小２ 松永　遼大 Q-shu union 熊本県 熊本市立池田小学校 男
小２ 竹中　珠央 Limited Team 846 京都府 京都市立七条第三小学校 女
小２ 蕨　修之輔 愛媛県 松山市立双葉小学校 男
小２ 嶋田　耕 AZUMINO 長野県 松川村立松川小学校 男
小２ 笠原　悠 長野県 長野市立朝陽小学校 男
小２ 堀　翠月 長野県 白馬村立白馬南小学校 女
小１ 小林　大恭 群馬県 前橋市立新田小学校 男
小１ 山本　歩月 静岡県 西伊豆町立田子小学校 女
小１ 芹川　吏憂 北海道 岩見沢市立美園小学校 男小１ 瀬戸山　紀介 三重県 津市立一身田小学校 男
小１ 飯島　大也 福島県 町立矢吹小学校 男
小１ 田畑　遥都 TCKR 静岡県 磐田市立富士見小学校 男
小１ 布施　璃人 戸室小学校 神奈川県 神奈川県厚木市立戸室小学校 男小１ 吉川　世名 埼玉県 蓮田市立黒浜西小学校 男
小１ 澤村　優奈 長野県 松本市立明善小学校 女
小１ 森　大雪 COMPASS HOUSE KIDS BIKE TEAM 長野県 野沢温泉小学校 男
小１ 滝澤　直太郎 長野県 松本市立清水小学校 男
小１ 吉川　心晴 HMBC 長野県 白馬村立白馬南小学校 女
小１ 堀　朱龍 長野県 白馬村立白馬南小学校 男
KidsA 西村　結都 東京都 男
KidsA 石川　凜 千葉県 女
KidsA 小林　里誌 群馬県 男
KidsA 平川　凜 HMBC 長野県 女KidsA 飯島　花怜 福島県 女
KidsA 野嵜　日貴 TORQUE NOZAC 東京都 男
KidsA 井上　おとは 東京都 女

MTBクラブ安曇野安曇野
Q-shu union 沼小学校
SSPCアスリート熊本熊本-護川小学校
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KidsA 横山　海空 高岡育児園 兵庫県 男
KidsA 田畑　拓瑞 TCKR 静岡県 男
KidsA 森田　直央 神奈川県 男
KidsA 石井　晴貴 あすか幼稚舎 群馬県 男
KidsA 田中　旭 HMBC 長野県 男KidsA 尾澤　ゆうな 茨城県 女
KidsA 明坂　芳武 兵庫県 男
KidsA 渡邊　善大 HAKUBA MOUNTAIN BIKE CLUB 長野県 男
KidsA 高井　好誠 ボナペティ 兵庫県 男KidsB 平川　怜 HMBC 長野県 男
KidsB 渡辺　怜旺 神奈川県 男
KidsB 吉川　結和 埼玉県 男
KidsB 赤岩　兼新 神奈川県 男
KidsB 岩橋　直毅 埼玉県 男
KidsB 太谷　歓大 長野県 男
KidsB 滝澤　恵次郎 長野県 男
KidsB 青木　翔空 FreedomBikes 長野県 男
ダディ 石川　正道 champion system test team 千葉県 男
ダディ 原口　晃 USM 東京都 男ダディ 田中　義晃 チームダックスフンド 岡山県 男
ダディ 北津留　翼 Q-MAX 福岡県 男
ダディ 遠藤　広貴 千葉県 男
ダディ 村澤　哲 長野県 男ダディ 村上　寛 Infinity 愛媛県 男
ダディ 秋元　賢治 AKM 栃木県 男
ダディ 川口　昌人 sonic-racing 兵庫県 男
ダディ 荒川　大介 愛知県 男
ダディ 増田　充 長野県 男
ダディ 上野　亮 INFINITY 愛媛県 男
ダディ 大蔵　豊 長野県 男
ダディ 古郡　今日史 minzuuBike 静岡県 男
ダディ 渡辺　俊太郎 日本写真判定 男
マム 長島　知子 千葉県 女マム 北津留　千尋 Q-MAX 福岡県 女
マム 上野　眞奈美 COMPASS HOUSE BIKE TEAM 長野県 女
マム 財津　尚子 長野県 女
オープン 高橋　武 drawer THE CYCLING CLUB 神奈川県 男オープン 杉山　南 長野県 男
オープン 朽木　聡 K-Blood Racing 栃木県 男
オープン 山内　利紀 長野県 男
伴走 小林　淳也 ProRide 茨城県 小林 碧
伴走 南　政秀 ト熊本ンデモクラブ安曇野 石川県 南  翔大
伴走 楠　　英樹 Q-shu union 宮崎県 楠　英樹
伴走 森田　篤史 神奈川県 森田　篤史
伴走 田中　敦子 長野県 田中　優
伴走 松井　三三 三味線レーシングレーシング 三重県 松井　颯良
伴走 伊勢田　亨 東京都 伊勢田 宇未伴走 関　憲一 埼玉県 関　真凛
伴走 尾澤　ゆかり 茨城県 尾澤　樹
伴走 廣田　光彦 TCKR 愛知県 廣田　樹一／廣田　莉子
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TEAM GRMの市立揖西東小学校父兄
MTBクラブ安曇野安曇野
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伴走 松永　直樹 Q-shu union 熊本県 松永彼方、陽向、遼大
伴走 松永　佳澄弥 Q-shu union 熊本県 松永彼方、陽向、遼大
伴走 日吉　健一 Limited Team846 愛知県 日吉  彩華
伴走 横山　哲也 Kochi CTC 高知県 横山  拓生
伴走 西井　匠 三重県 西井　匠伴走 笠原　健 長野県 笠原　結人
伴走 筒井　美貴 長野県 筒井美貴
伴走 筒井　正人 長野県 筒井正人
伴走 野嵜　英樹 TORQUE NOZAC 東京都 野嵜　英樹伴走 森　篤志 富山県 森 大志
伴走 美濃羽　良広 mino 愛知県 美濃羽 良広
伴走 本間　翼 チーム白猿 山形県 本間翼
伴走 小林　順一 群馬県 小林大恭
伴走 水谷　拓也 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team 三重県 水谷 啓人
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