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 Pos BIB DIS NAT TEAMNAME NAME-JJCF ID

Communiqué  No.10

1 1 山口 創平 滋賀 JPN 比叡山高校YAMAGUCHI,Sohei25MJ1500710

2 2 鈴木 広直 神奈川 JPN 山手学院高等学校SUZUKI,Hironao14MJ1502375

3 3 柳井 陽太郎 神奈川 JPN 山手学院中学校高等学校YANAI,Yotaro14MJ1702882

4 4 辻 響樹 神奈川 JPN 山手学院高等学校TSUJI,Hibiki14MJ1702815

5 5 中島 渉 埼玉 JPN 埼玉栄高等学校NAKAJIMA,Ayumi11MY1600869

6 6 村上 裕二郎 愛媛 JPN 松山工業高校MURAKAMI,Yujiro38MY1700822

7 7 高本 亮太 東京 JPN 保善高等学校KOMOTO,Ryota13MY1601216

8 8 北林 仁 長野 JPN 白馬高校KITABAYASHI,Gene17MY1502535

9 9 山下 柊 北海道 JPN 江陵中学校YAMASHITA,Shu01MY1700426

10 10 寺崎 亮行 神奈川 JPN 山手学院高校TERASAKI,Ryoko14MY1602000

11 11 石上 幹太 神奈川 JPN 山手学院高等学校ISHIGAMI,Kanta14MY1601919

12 12 関根 蒼真 神奈川 JPN 山手学院高等学校SEKINE,Soma14MY1802519

13 13 吉川 英毅 神奈川 JPN 山手学院高等学校YOSHIKAWA,Hideki14MY1602198

14 14 塚田 浩人 山形 JPN 川西町立川西中学校TSUKADA,Hiroto06MY1703221

15 15 板垣 健太 山形 JPN 新庄南高校ITAGAKI,Kenta06MY1702746
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Communiqué  No.11

1 51 渡部 春雅 神奈川 JPN 駒澤大学高等学校WATABE,Kasuga14FY1500249
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Communiqué  No.12

1 901 柚木 伸元 三重 JPN 四日市市立 南中学校YUNOKI,Shingen23MY1301179

2 902 野澤 瑠 北海道 JPN 滝川市立江陵中学校NOZAWA,Ryu01MY1800184

3 903 細谷 鴻羽 神奈川 JPN 山手学院中学校HOSOYA,Kou14MY1602203

4 904 永野 昇海 神奈川 JPN 横浜市立西中学校NAGANO,Shomi14MY1800887

5 905 落合 康生 東京 JPN 武蔵野市立第二中学校OCHIAI,Kosei13MY1701119

6 906 小林 温 茨城 JPN 茨城県立並木中等教育学校KOBAYASHI,Atsushi08MY1800573

7 907 大西ショーン NZL JPN Taupo MTB,Taupo Cycling ClONISHI,Sean10076383238

8 908 澤野 伶文 神奈川 JPN 私立山手学院中学校SAWANO,Reimon14MY1801363

9 909 楠 皓雅 宮崎 JPN 西都市立妻中学校KUSUNOKI,Hiromasa45MY1802508

10 910 福永 隼人 熊本 JPN 熊本県大津町立大津北中学校FUKUNAGA,Hayato43MY1703540

11 911 松永 彼方 熊本 JPN 熊本市立京陵中学校MATSUNAGA,Kanata43MY1800751

12 912 久下 温人 山形 JPN 山形市立第十中学校KUGE,Haruto06MY1702877

13 913 荒川 翔太 愛知 JPN 私立愛知工業大学名電中学校ARAKAWA,Shota22MY1802605

14 914 朽木 颯辰 福島 JPN 桑折町立醸芳中学校KUCHIKI,Sotatsu

15 915 高橋 翔 東京 JPN 東京都西東京市立明保中学校TAKAHASHI,Sho13MY1800785

16 916 古江 昂太 北海道 JPN 砂川市立石山中学校FURUE,Kouta

17 917 大蔵 悟生 長野 JPN 駒ヶ根市赤穂中学校OKURA,Go

18 918 高橋 壮 新潟 JPN 新発田市立猿橋中学校TAKAHASHI, Sou

19 919 江越 柾也 神奈川 JPN 横須賀市立武山中学校EGOSHI,Masaya

20 920 谷畑 希一 大阪 JPN 堺市立鳳中学校TANIHATA,Kiichi27MY1800195

21 921 沼田 素直 宮城 JPN 仙台市立仙台青陵中等教育学NUMATA,Sunao04MY1802619

22 922 内野 友太 熊本 JPN 菊陽町立武蔵ヶ丘中学校UCHINO,Yuta

23 923 高本 周埜 東京 JPN 練馬区立大泉西中学校KOMOTO,Shuya13MY1800743

24 924 江川 慧和 東京 JPN 目黒区立大鳥中学校EGAWA,Keina

25 925 河村 元 大阪府 JPN 大阪市立今市中学校KAWAMURA,Hajime

26 926 畑 祐太郎 沖縄 JPN 那覇市立首里中学校HATA,Yutaro

27 927 高浦 優成 神奈川 JPN 私立 山手学院中学校TAKAHARA,Kousei

28 928 木村 勇紀 神奈川 JPN 横浜私立山手学院中学校KIMURA,Yuki

29 929 武田 富雄 神奈川 JPN 山手学院中学校TAKEDA,Tomio

30 930 栗田 凌羽 神奈川 JPN 横浜私立山手学院中学校KURITA,Ryo

31 931 手島 新太 神奈川 JPN 山手学院中学校TEJIMA,Arata

32 932 和田 航希 神奈川 JPN 私立山手学院中学校WADA,Haruki

33 933 大下 未月 愛知 JPN 名古屋市立鳴子台中学校OSHITA,Mitsuki

34 934 宮下 侑大 神奈川 JPN 私立山手学院中学校MIYASHITA,Yuta
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Communiqué  No.13

1 61 中島 瞳 埼玉 JPN 川越市立霞ヶ関東中学校NAKAJIMA,Hitomi11FY1700551

2 62 大蔵 こころ 長野 JPN 駒ヶ根市立赤穂中学校OKURA,Kokoro17FY1602664

3 63 日吉 愛華 愛知 JPN 豊明市立栄中学校HIYOSHI,Aika

4 64 中嶋 理央 北海道 JPN 砂川市立砂川中学校Nakajima,Rio

5 65 北津留 千羽 福岡 JPN 北九州市立洞北中学校KITATSURU,Chihane

6 66 西村 志帆 北海道 JPN 滝川市立明苑中学校NISHIMURA,Shiho

7 67 平尾 香乃 三重 JPN 多気町松阪市学校組合立多気HIRANO,Kano
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1 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾂﾞﾙ 千葉県 富津市立環小学校遠藤 弓弦601 男

2 ｻｶｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 福岡県 北九州市立沼小学校坂口 竣亮602 男

3 ｸｽﾉｷ ﾕｳﾏ 宮崎県 西都市立妻北小学校楠 侑磨603 男

4 ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ 愛媛県 西予市立多田小学校村上 ヒカル604 男

5 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾀ 長野県 白馬村立白馬北小学校山田 愛太605 男

6 ｱｷﾓﾄ ｱｵ 栃木県 宇都宮市立泉が丘小学校秋元 碧606 男

7 ｻﾜｲ ﾁﾋﾛ 山梨県 北杜市立小淵沢小学校澤井 千洋607 男

8 ﾜﾗﾋﾞ ﾕｳﾉｼﾝ 愛媛県 松山市立双葉小学校蕨 雄之進608 男

9 ﾐｽﾞﾀﾆ ｹｲﾄ 三重県 桑名市立在良小学校水谷 啓人609 男

10 ﾊﾗ ｱｻﾋ 長野県 白馬村立白馬南小学校原 あさひ610 女

11 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｵ 千葉県 鎌ヶ谷市立南部小学校長島 梨邑611 女

12 ﾋﾛﾀ ｷｲﾁ 愛知県 春日井市立出川小学校廣田 樹一612 男

13 ｻﾞｲﾂ ﾊﾙｷ 長野県 才教学園小学校財津 治季613 男

14 ﾖｼｶﾜ ﾋﾅ 長野県 白馬村立白馬南小学校吉川 陽菜614 女

15 ﾑﾗｻﾜ ﾊﾙﾄ 長野県 松本市立梓川小学校村澤 治人615 男

16 ｱｶｵｷﾞ ｺｳｷ 東京都 新宿区立落合第五小学校赤荻 亘紀616 男

17 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｽｹ 大阪府 那覇市立古蔵小学校西川 悠介617 男

18 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 東京都 文京区立金富小学校森下 翔太618 男

19 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 長野県 松本市立開智小学校増田 潤619 男

20 ﾐﾉﾜ ﾋｶﾘ 愛知県 東郷町立東郷小学校美濃羽 ひかり620 女
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1 ﾉｻﾞｷ ｾﾞﾝｼﾝ 東京都 青梅市立第二小学校野嵜 然新501 男

2 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾅﾀ 熊本県 熊本市立池田小学校松永 陽向502 男

3 ｲｲﾂﾞｶ ﾗﾝ 東京都 江戸川区立春江小学校飯塚 嵐503 男

4 ｴｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ 福岡県 柳川市立矢留小学校江口 太陽504 男

5 ｶｷﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 東京都 私立 目黒星美学園小学校垣原 弘明505 男

6 ｷﾀｹ ｹﾝｼﾝ 長崎県 佐世保市立清水小学校木竹 賢心506 男

7 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀ 愛媛県 松山市立湯築小学校村上 健太507 男

8 ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ 埼玉県 秩父市立秩父第一小学校石川 太郎508 男

9 ｸﾗﾀ ﾘｮｳﾍｲ 千葉県 船橋市立坪井小学校倉田 遼平509 男

10 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｼ 北海道 滝川市立東小学校西村 一志510 男

11 ﾀﾅｶ ｶﾂﾞｷ 岡山県 赤磐市立山陽北小学校田中 楓月511 男

12 ﾌﾙｺｵﾘ ｶｹﾙ 静岡県 富士市立吉永第一小学校古郡 駈512 男

13 ｾﾄﾔﾏ ﾓﾈ 三重県 津市立一身田小学校瀬戸山 萌音513 女

14 ｶｻﾊﾗ ﾕｲﾄ 長野県 長野市立朝陽小学校笠原 結人514 男

15 ﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 長野県 白馬村立白馬南小学校原 つばさ515 女

16 ﾔﾏﾅｶ ｱｵﾄ 愛知県 幸田町立坂崎小学校山中 碧仁516 男

17 ﾅﾘﾀ ｺｳｼ 東京都 須賀川市立第一小学校成田 光志517 男

18 ｲｼｶﾜ ﾅﾅﾐ 千葉県 八千代市立緑が丘小学校石川 七海518 女

19 ﾏﾂｲ ｿﾗ 三重県 四日市市立中部西小学校松井 颯良519 男

20 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 兵庫県 神戸市立会下山小学校中尾 涼介520 男

21 ｲｾﾀﾞ ｳﾐ 東京都 目黒区立宮前小学校伊勢田 宇未521 女

22 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｶ 大阪府 島本町立第一小学校西原 夕華522 女

23 ｻﾜﾑﾗ ﾚｲﾅ 長野県 松本市立明善小学校澤村 玲奈523 女

24 ﾀｶｲ ﾃｯｼｮｳ 兵庫県 明石市立朝霧小学校高井 鉄生524 男

25 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｻｸ 兵庫県 宝塚市立長尾小学校安藤 優作525 男
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1 ﾅｶｾﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 埼玉県 上尾市立大谷小学校中仙道 侑毅401 男

2 ｻﾀｹ ｷｮｳｽｹ 千葉県 浦安市立入船小学校佐竹 清亮402 男

3 ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾏ 北海道 滝川市立滝川第二小学校工藤 遙真403 男

4 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉県 千葉市立大森小学校松田 優太朗404 男

5 ﾋﾖｼ ｱﾔｶ 愛知県 豊明市立栄小学校日吉 彩華405 女

6 ﾎﾘｶﾞﾈ ﾊﾙ 長野県 松本市立清水小学校堀金 陽406 男

7 ｸﾁｷ ﾊﾙﾄ 福島県 桑折町立醸芳小学校朽木 悠翔407 男

8 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 茨城県 つくば市立洞峰学園小野川小学校山田 駿太郎408 男

9 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ 千葉県 鎌ヶ谷市立南部小学校長島 甲平409 男

10 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 東京都 町田市立三輪小学校原口 大樹410 男

11 ﾏﾂﾔﾏ ｶｲｼﾞ 兵庫県 神戸市立池田小学校松山 海司411 男

12 ﾅｶｼﾏ ﾄｵｷ 山梨県 北杜市立長坂小学校中島 埜希412 男

13 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾝﾐ 長野県 白馬北小学校山田 縁美413 男

14 ｷｸﾁ ｺﾊﾙ 栃木県 宇都宮市立桜小学校菊地 心晴414 女

15 ﾀｶﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 埼玉県 入間市立宮寺小学校田上 遼佑415 男

16 ﾀﾅｶ ﾕｳ 長野県 長野市立城山小学校田中 優416 男

17 ｳｴﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 愛媛県 松山市立石井小学校上野 倫太郎417 男

18 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 茨城県 つくば市立栄小学校小林 碧418 女

19 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄｱ 長野県 白馬村立白馬北小学校萩原 叶有419 男

20 ｶﾜｸﾞﾁﾘｮｳ 兵庫県 たつの市立揖西東小学校川口 稜420 男

21 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼ 千葉県 船橋市立薬円台小学校渡辺 滉士421 男

22 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 長野県 信州大学教育学部附属長野小学校小林 洋平422 男

23 ｵｶﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 岐阜県 恵那市立大井小学校岡田 信太郎423 男

24 ｾﾄﾔﾏ ﾓｶ 三重県 津市立一身田小学校瀬戸山 萌花424 女

25 ｲｹﾀﾞ ｾﾝﾀ 長野県 野沢温泉小学校池田 泉太425 男

26 ｸｹﾞ ﾌﾐｶ 山形県 山形市立南沼原小学校久下 史花426 女

27 ﾋﾗｵ ｹｲﾀﾛｳ 三重県 多気町立勢和小学校平尾 恵太郎427 男

28 ｺﾓﾘ ﾚｲ 滋賀県 大津市立唐崎小学校小森 零428 男

29 ｶﾜｹ ﾘｲﾌ 滋賀県 彦根市立河瀬小学校川分 琉楓429 男

30 ﾅｺｳｼﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 長野県 伊那市立西箕輪小学校名小路 丈太郎430 男

31 ﾂﾂｲﾘｮｳｾｲ 長野県 伊那市立伊那東小学校筒井 涼晴431 男
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1 ｷﾀﾂﾙ ﾈｵﾊﾞ 福岡県 北九州市立花房小学校北津留 新羽301 男

2 ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 福岡県 北九州市立沼小学校坂口 奈津実302 女

3 ｱﾘﾏﾂ ﾘﾘﾅ 福岡県 北九州市立花房小学校有松 鈴々菜303 女

4 ﾉｻﾞｷ ｲｯｾｲ 東京都 青梅市立第二小学校野嵜 一晴304 男

5 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｷ 東京都 品川区立品川学園西村 智輝305 男

6 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 岡山県 赤磐市立山陽北小学校田中 遼介306 男

7 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｷ 埼玉県 加須市立騎西小学校中村 暖輝307 男

8 ｾｷ ﾏﾘﾝ 埼玉県 所沢市立名峰小学校関 真凛308 女

9 ｸﾗﾀ ﾊﾙﾅ 千葉県 船橋市立坪井小学校倉田 陽菜309 女

10 ｵｻﾞﾜ ｲﾂｷ 茨城県 ひたちなか市立外野小学校尾澤 樹310 男

11 ﾓﾘﾀ ﾘｵ 神奈川県 海老名市立杉本小学校森田 莉央311 男

12 ﾋﾛﾀ ﾘｺ 愛知県 春日井市立出川小学校廣田 莉子312 女

13 ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾞｸ 大分県 熊本県大津町立護川小学校福永 岳313 男

14 ﾖｺﾔﾏ ｶｲｸｳ 兵庫県 滝野南小学校横山 海空314 男

15 ｶｷﾊﾗ ﾏﾘ 東京都 私立 東洋英和女学院小学部垣原 麻理315 女

16 ﾖｼｶﾜ ﾜｶ 長野県 白馬村立白馬南小学校吉川 和花316 女

17 ｳｴﾉ ｽﾐﾚ 長野県 野沢温泉小学校上野 すみれ317 女

18 ﾓﾘ ﾕｷﾐ 長野県 野沢温泉小学校森 雪美318 女

19 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳﾀ 長野県 山ノ内東小学校小林 常太319 男

20 ﾓﾘ ﾀｲｼ 富山県 富山市立月岡小学校森 大志320 男

21 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾝ 神奈川県 座間市立栗原小学校渡辺 健心321 男

22 ﾖｺﾔﾏ ﾀｸﾐ 高知県 高知市立十津小学校横山 拓生322 男

23 ｲｾﾀﾞ ｼｭｳﾏ 東京都 目黒区宮前小学校伊勢田 朱生323 男

24 ﾐｻﾜ ｼｭｳﾔ 長野県 伊那市立伊那北小学校三澤 柊矢324 男

25 ｳｴﾉ ﾏｵ 長野県 野沢温泉村立野沢温泉小学校上野 真想325 男

26 ｻｻｶﾞﾜﾕｳﾀ 長野県 白馬村立白馬北小学校笹川 勇太326 男

27 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 東京都 千代田区立富士見小学校渡辺 大五郎327 男
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1 ｸｽﾉｷ ﾀｲｶﾞ 宮崎県 西都市立妻北小学校楠 泰駕201 男

2 ﾀｹﾅｶ ﾀﾏｵ 京都府 京都市立七条第三小学校竹中 珠央202 女

3 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ 熊本県 熊本市立池田小学校松永 遼大203 男

4 ﾐﾅﾐ ｼｮｳﾀ 石川県 小松市立苗代小学校南 翔大204 男

5 ﾖｺﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 茨城県 牛久市立ひたち野うしく小学校横田 壮一郎205 男

6 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｷ 愛知県 幸田町立坂崎小学校山中 祐輝206 男

7 ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ 長野県 村立白馬北小学校田中 颯207 男

8 ｷﾀｹ ﾏｻﾑﾈ 長崎県 佐世保市立清水小学校木竹 優宗208 男

9 ｺﾞｳﾂﾞ ﾋｶﾙ 東京都 江戸川区立宇喜田小学校郷津 輝209 男

10 ﾎﾘ ﾐﾂｷ 長野県 白馬村立白馬南小学校堀 翠月210 女

11 ﾋﾗｶﾜ ﾘｮｳ 長野県 白馬村立白馬北小学校平川 遼211 男

12 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾀ 埼玉県 秩父市立秩父第一小学校石川 竜大212 男

13 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾙｲ 長野県 白馬村立白馬北小学校萩原 瑠彩213 男

14 ﾊﾗ ﾐﾗｲ 長野県 白馬村立白馬南小学校原 みらい214 女

15 ｶｻﾊﾗ ﾊﾙ 長野県 長野市立朝陽小学校笠原 悠215 男

16 ｱｶｲﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市立南山田小学校赤岩 新太郎216 男

17 ﾏｷﾉ ｿｳﾀﾛｳ 静岡県 静岡市立東源台小学校牧野 蒼太郎217 男

18 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 長野県 並柳小学校近藤 虎流218 男

19 ﾜﾗﾋﾞ ｼｭｳﾉｽｹ 愛媛県 松山市立双葉小学校蕨 修之輔219 男

20 ｼﾏﾀﾞ ｺｳ 長野県 松川村立松川小学校嶋田 耕220 男
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1 ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾔ 福島県 町立矢吹小学校飯島 大也101 男

2 ｾﾄﾔﾏ ｷｽｹ 三重県 津市立一身田小学校瀬戸山 紀介102 男

3 ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾂｷ 静岡県 西伊豆町立田子小学校山本 歩月103 女

4 ﾓﾘ ﾀｲｾﾂ 長野県 野沢温泉小学校森 大雪104 男

5 ﾎﾘ ｼﾘｭｳ 長野県 白馬村立白馬南小学校堀 朱龍105 男

6 ﾖｼｶﾜ ｺﾊﾙ 長野県 白馬村立白馬南小学校吉川 心晴106 女

7 ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙﾄ 静岡県 磐田市立富士見小学校田畑 遥都107 男

8 ﾌｾ ﾘﾋﾄ 神奈川県 神奈川県厚木市立戸室小学校布施 璃人108 男

9 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 群馬県 前橋市立新田小学校小林 大恭109 男

10 ｾﾘｶﾜ ﾘｳﾝ 北海道 岩見沢市立美園小学校芹川 吏憂110 男

11 ﾖｼｶﾜ ｾﾅ 埼玉県 蓮田市立黒浜西小学校吉川 世名111 男

12 ｻﾜﾑﾗ ﾕｳﾅ 長野県 松本市立明善小学校澤村 優奈112 女

13 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 長野県 松本市立清水小学校滝澤 直太郎113 男
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1 ﾀﾅｶ ｱｻﾋ 長野県 HMBC田中 旭701 男

2 ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 茨城県尾澤 ゆうな702 女

3 ﾖｺﾔﾏ ｻｶﾞﾝ 兵庫県 高岡育児園横山 沙岩703 男

4 ｲｲｼﾞﾏ ｶﾚﾝ 福島県飯島 花怜704 女

5 ﾋﾗｶﾜ ﾘﾝ 長野県 HMBC平川 凜705 女

6 ﾀﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ 静岡県 TCKR田畑 拓瑞706 男

7 ﾉｻﾞｷ ﾋﾀﾞｶ 東京都 TORQUE NOZAC野嵜 日貴707 男

8 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ 東京都西村 結都708 男

9 ｲｼｶﾜ ﾘﾝ 千葉県石川 凜709 女

10 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 群馬県小林 里誌710 男

11 ｲﾉｳｴ ｵﾄﾊ 東京都井上 おとは711 女

12 ﾓﾘﾀ ﾅｵ 神奈川県森田 直央712 男

13 ｲｼｲ ﾊﾙｷ 群馬県 あすか幼稚舎石井 晴貴713 男

14 ｱｹｻｶ ﾖｼﾀｹ 兵庫県明坂 芳武714 男

15 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾞﾝﾀ 長野県 HAKUBA MOUNTAIN BIKE CLUB渡邊 善大715 男

16 ﾀｶｲ ｺｳｾｲ 兵庫県 ボナペティ高井 好誠716 男
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1 ﾋﾗｶﾜ ﾚｲ 長野県 HMBC平川 怜801 男

2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 神奈川県渡辺 怜旺802 男

3 ﾖｼｶﾜ ﾕﾜ 埼玉県吉川 結和803 男

4 ｱｶｲﾜ ｹﾝｼﾝ 神奈川県赤岩 兼新804 男

5 ｲﾜﾊｼ ﾅｵｷ 埼玉県岩橋 直毅805 男

6 ｵｵﾀﾆ ｶﾝﾀ 長野県太谷 歓大806 男

7 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲｼﾞﾛｳ 長野県滝澤 恵次郎807 男

8 ｱｵｷ ｿﾗ 長野県 FreedomBikes青木 翔空808 男
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Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2018/08/01/. TIME: 05:06. page1

主催：全国ユース選抜マウンテンバイク大会実行委員会
      (白馬村、白馬村教育委員会、公益財団法人日本自転車競技連盟、白馬さのさか観光協会)
後援：総務省 公益財団法人日本オリンピック委員会 一般財団法人 地域活性化センター　白馬村観光局
協力：長野県自転車競技連盟、一般社団法人MTBリーグ、白馬スキークラブ
期日：2018年8月4日(土)~ 5日(日)
会場：白馬クロスカントリー競技場 スノーハープ



 Pos BIB DIS TEAMNAME

Start List11:30Start Time :

ダディクラス

JOCジジジジジジジジジジジジジ／ 全全ユユユ選選ママジマジマ2018

2018/08/04

1 ｷﾀﾂﾙ ﾂﾊﾞｻ 福岡県 Q-MAX北津留 翼111

2 ｳｴﾉ ﾘｮｳ 愛媛県 INFINITY上野 亮112

3 ｱﾗｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 TEAM GRMの父兄荒川 大介113

4 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾀｶ 千葉県遠藤 広貴114

5 ｶﾜｸﾞﾁﾏｻﾄ 兵庫県 sonic-racing川口 昌人115

6 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ 愛媛県 Infinity村上 寛116

7 ﾑﾗｻﾜ ｻﾄｼ 長野県 MTBクラブ安曇野村澤 哲117

8 ﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ 岡山県 チームダックスフンド田中 義晃118

9 ﾊﾗｸﾞﾁ ｱｷﾗ 東京都 USM原口 晃119

10 ｵｵｸﾗ ﾕﾀｶ 長野県大蔵 豊120

11 ﾌﾙｺｵﾘ ｷﾖｼ 静岡県 minzuuBike古郡 今日史121

12 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾐﾁ 千葉県 champion system test team石川 正道122

13 ｱｷﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 栃木県 AKM秋元 賢治123

14 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾂﾙ 長野県 MTBクラブ安曇野増田 充124

15 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 日本写真判定渡辺 俊太郎125

Commissaires Panel:

Pres. of the Commissaires Panel
MARUYAMA Motoyasu

Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2018/08/01/. TIME: 05:06. page1

主催：全国ユース選抜マウンテンバイク大会実行委員会
      (白馬村、白馬村教育委員会、公益財団法人日本自転車競技連盟、白馬さのさか観光協会)
後援：総務省 公益財団法人日本オリンピック委員会 一般財団法人 地域活性化センター　白馬村観光局
協力：長野県自転車競技連盟、一般社団法人MTBリーグ、白馬スキークラブ
期日：2018年8月4日(土)~ 5日(日)
会場：白馬クロスカントリー競技場 スノーハープ



 Pos BIB DIS TEAMNAME

Start List11:30Start Time :

マムクラス

JOCジジジジジジジジジジジジジ／ 全全ユユユ選選ママジマジマ2018

2018/08/04

1 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄﾓｺ 千葉県長島 知子51

2 ｷﾀﾂﾙ ﾁﾋﾛ 福岡県 Q-MAX北津留 千尋52

3 ｻﾞｲﾂ ﾅｵｺ 長野県 MTBクラブ安曇野財津 尚子53

4 ｳｴﾉ ﾏﾅﾐ 長野県 COMPASS HOUSE BIKE TEAM上野 眞奈美54

Commissaires Panel:

Pres. of the Commissaires Panel
MARUYAMA Motoyasu

Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2018/08/01/. TIME: 05:06. page1

主催：全国ユース選抜マウンテンバイク大会実行委員会
      (白馬村、白馬村教育委員会、公益財団法人日本自転車競技連盟、白馬さのさか観光協会)
後援：総務省 公益財団法人日本オリンピック委員会 一般財団法人 地域活性化センター　白馬村観光局
協力：長野県自転車競技連盟、一般社団法人MTBリーグ、白馬スキークラブ
期日：2018年8月4日(土)~ 5日(日)
会場：白馬クロスカントリー競技場 スノーハープ



 Pos BIB DIS TEAMNAME

Start List11:30Start Time :

男子オープンクラス

JOCジジジジジジジジジジジジジ／ 全全ユユユ選選ママジマジマ2018

2018/08/04

1 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾐ 長野県杉山 南1

2 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ 神奈川県 drawer THE CYCLING CLUB高橋 武2

3 ｸﾁｷ ｻﾄﾙ 栃木県 K-Blood Racing朽木 聡3

4 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼｷ 長野県山内 利紀4

Commissaires Panel:

Pres. of the Commissaires Panel
MARUYAMA Motoyasu

Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2018/08/01/. TIME: 05:06. page1

主催：全国ユース選抜マウンテンバイク大会実行委員会
      (白馬村、白馬村教育委員会、公益財団法人日本自転車競技連盟、白馬さのさか観光協会)
後援：総務省 公益財団法人日本オリンピック委員会 一般財団法人 地域活性化センター　白馬村観光局
協力：長野県自転車競技連盟、一般社団法人MTBリーグ、白馬スキークラブ
期日：2018年8月4日(土)~ 5日(日)
会場：白馬クロスカントリー競技場 スノーハープ


