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U18 1 中島　渉 ナカジマ アユミ 11MJ1600869 埼玉 私立埼玉栄高等学校

2 高本　亮太 コウモト　リョウタ 13MJ1601216 東京 私立保善高等学校
3 北林　仁 キタバヤシ　ジン 17MJ1502535 長野 県立白馬高等学校
4 副島　達海 ソエジマ　タツウミ 27MY1702313 大阪 大阪府立緑風冠高校
5 柚木　伸元 ユノキ　シンゲン 23MY1301179 三重 四日市市立　南中学校
6 福永　隼人 フクナガ　ハヤト 43MY1703540 熊本 熊本県大津北中学校
7 野澤　瑠 ノザワ　リュウ 01MY1800184 北海道 滝川市立江陵中学校
8 瀬戸口　瑛 セトグチ　アキラ 46MY1700169 鹿児島 鹿児島県南大隅高校
9 楠　皓雅 クスノキ　ヒロマサ 45MY1802508 宮崎 宮崎県立西都市立妻中学校

10 永野　昇海 ナガノ　ショウミ 14MY1800887 神奈川 神奈川県立横浜平沼高校
11 小西　蒼希 コニシ　アオキ 13MY1900040 東京 三鷹中央学園三鷹市立第四中学校
12 小林　温 コバヤシ　アツシ 08MY1800573 茨城 茨城県立並木中等教育学校
13 細谷　鴻羽 ホソヤ　コウ 14MY1602203 神奈川 山手学院高等学校
14 綾野　尋 アヤノ　ヒロ 11MY1803006 埼玉 所沢市立上山口中学校
15 山下　柊 ヤマシタ シュウ 01MY1700426 北海道 北海道滝川高等学校
16 久下　温人 クゲ　ハルト 06MY1702877 山形 山形市立第十中学校
17 朽木　颯辰 クチキ　ソウタツ 07MY1802972 福島 私立聖光学院高等学校
51 中島　瞳 ナカジマ　ヒトミ 11FY1700551 川越市立霞ヶ関東中学校
52 太田　まどか オオタ　マドカ 14FY1802475 神奈川県 私立相模女子大学高等部
53 渡部　春雅 ワタベ　カスガ 14FY1500249 神奈川県 私立　駒澤大学高等学校

U15 901 高橋　翔 タカハシ　ショウ 13MY1800785 西東京市立明保中学校
902 高本　周埜 コウモト　シュウヤ 13MY1800743 練馬区立大泉西中学校
903 古江　昂太 フルエ コウタ 01MY1901668 北海道 砂川市立石山中学校
904 沼田　素直 ヌマタ スナオ 04MY1802619 仙台市立仙台青陵中等教育学校
905 高橋　壮 タカハシ　ソウ 16MY1902172 新潟県 新発田市猿橋中学校
906 河村　元 カワムラ　ハジメ 大阪府 大阪市立今市中学校
907 内野　友太 ウチノ　ユウタ 熊本県 菊陽町立武蔵ヶ丘中学校
908 廣田　樹一 ヒロタ キイチ 愛知県 春日井市立南城中学校
909 楠　　侑磨 クスノキ　ユウマ 宮崎県 宮崎県西都市立妻中学校
910 山田　愛太 ヤマダ　アイタ 長野県 白馬村立白馬中学校
911 坂口　竣亮 サカグチ　シュンスケ 福岡県 北九州市立沼中学校
912 秋元　碧 アキモト  アオ 09MY1900243 栃木県 宇都宮市立泉が丘中学校
913 赤荻　亘紀 アカオギ　コウキ 新宿区立落合第二中学校
914 水谷　啓人 ミズタニ ケイト 23MY1702334 三重県 桑名市立明正中学校
915 岩渕　泳人 イワブチ エイト 03MY1902287 岩手県 八幡平市立松尾中学校
916 牧野　崇 マキノ アラタ 足立区立第十四中学校
917 保田　莉央 ヤスダ　リオ 私立栄光学園中学校
918 佐藤　駿 サトウ シュン 目黒区立第１１中学校
919 櫻井　英希 サクライ ヒデキ 長野県 阿智村立阿智中学校
961 西村　志帆 ニシムラ　シホ 01FY1901669 北海道 滝川市立明苑中学校
962 中嶋　理央 ナカジマ　リオ 北海道 砂川市立砂川中学校
963 日吉　愛華 ヒヨシ アイカ 愛知県 豊明市立 栄中学校
964 北津留　千羽 キタツル　チハネ 福岡県 北九州市立洞北中学校
965 原　あさひ ハラ　アサヒ 長野県 白馬村立白馬中学校
966 長島　梨邑 ナガシマ　リオ 千葉県 鎌ヶ谷市立第４中学校
967 吉川　陽菜 ヨシカワ ヒナ 長野県 白馬村立白馬中学校

６年生 601 松井　颯良 マツイ　ソラ 男 三重県 四日市市立中部西小学校
602 成田　光志 ナリタ コウシ 男 福島県 須賀川市立第一小学校
603 垣原　弘明 カキハラ　ヒロアキ 男 東京都 目黒星美学園小学校
604 木竹　賢心 キタケ ケンシン 男 長崎県 佐世保市立清水小学校
605 松永　陽向 マツナガ ヒナタ 男 熊本県 熊本市立池田小学校
606 石川　太郎 イシカワ　タロウ 男 埼玉県 秩父市立秩父第一小学校
607 江口　太陽 エグチ　タイヨウ 男 福岡県 柳川市立矢留小学校
608 石川 七海 イシカワ ナナミ 女 千葉県 八千代市立みどりが丘小学校
609 野嵜　然新 ノザキ ゼンシン 男 東京都 青梅市立第二小学校
610 村上　健太 ムラカミ  ケンタ 男 愛媛県 松山市立湯築小学校
611 中尾　涼介 ナカオ　リョウスケ 男 兵庫県 神戸市立会下山小学校
612 西原　夕華 ニシハラ　ユウカ 女 大阪府 島本町立第一小学校
613 高井　鉄生 タカイ　テッショウ 男 兵庫県 明石市立朝霧小学校
614 古郡　駈 フルコオリ　カケル 男 静岡県 富士市立吉永第三小学校
615 原　つばさ ハラ　ツバサ 女 長野県 白馬村立白馬南小学校
616 西村　一志 ニシムラ　カズシ 男 北海道 滝川市立東小学校
617 山中　碧仁 ヤマナカ　アオト 男 愛知県 幸田町立坂崎小学校
618 倉田　遼平 クラタ　リョウヘイ 男 千葉県 船橋市立坪井小学校
619 笠原　結人 カサハラ　ユイト 男 長野県 長野市立朝陽小学校
620 田中　楓月 タナカ　カヅキ 男 岡山県 赤磐市立山陽北小学校

５年生 501 中仙道　侑毅 ユウキ　ナカセンドウ 男 埼玉県 上尾市立大谷小学校
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502 工藤　遙真 クドウ ハルマ 男 北海道 滝川市立滝川第二小学校
503 佐竹　清亮 サタケ キョウスケ 男 千葉県 浦安市立入船小学校
504 日吉　彩華 ヒヨシアヤカ 女 愛知県 豊明市立栄小学校
505 長島　甲平 ナガシマ　コウヘイ 男 神奈川県 鎌ヶ谷市立南部小学校
506 菊地　心晴 キクチ　コハル 女 栃木県 宇都宮市立桜小学校
507 松田　優太朗 マツダ  ユウタロウ 男 千葉県 千葉市立大森小学校
508 松山　海司 マツヤマ カイジ 男 兵庫県 神戸市立池田小学校
509 山田　駿太郎 ヤマダ シュンタロウ 男 茨城県 つくば市立小野川小学校
510 朽木　悠翔 クチキ　ハルト 男 福島県 桑折町立醸芳小学校
511 中島　埜希 ナカシマ　トオキ 男 山梨県 北杜市立長坂小学校
512 萩原　叶有 ハギワラ トア 男 東京都 白馬村立白馬北小学校
513 小林　碧 コバヤシ アオイ 女 茨城県 つくば市立栄小学校
514 堀金　陽 ホリガネハル 男 長野県 松本市立清水小学校
515 上野　倫太郎 ウエノ　リンタロウ 男 愛媛県 松山市立石井小学校
516 田中　優 タナカ　ユウ 男 長野県 長野市立城山小学校
517 原口　大樹 ハラグチ　ダイキ 男 東京都 町田市立三輪小学校
518 山田　縁美 ヤマダ　エンミ 男 長野県 白馬村立白馬北小学校
519 渡辺　滉士 ワタナベ　コウシ 男 千葉県 船橋市立薬円台小学校
520 名小路　丈太郎 ナコウジ　ジョウタロウ 男 長野県 伊那市立西箕輪小学校
521 小林　洋平 コバヤシ　ヨウヘイ 男 長野県 信州大学教育学部附属長野小学校
522 岡田 信太郎 オカダ シンタロウ 男 岐阜県 恵那市立大井小学校
523 宇賀神　遼成 ウガジン リョウセイ 男 栃木県 鹿沼市立石川小学校
524 白石　稜 シライシ  リョウ 男 長野県 佐久市立平根小学校
525 奥村　仁美 オクムラ　ヒトミ 女 岐阜県 各務原市立各務小学校
526 松村　拓弥 マツムラ タクミ 男 東京都 伊勢崎市立三郷小学校
527 川筋　航介 カワスジ コウスケ 男 北海道 砂川市立砂川中央小学校
528 岩渕　七海 イワブチナナミ 女 青森県 八幡平市立柏台小学校
529 青栁　希音 アオヤギ  キオ 男 長野県 安曇野市立穂高南小学校
530 瀬戸口　寛二 セトグチ　カンジ 男 鹿児島県 南大隅町立神山小学校
531 本間　流維 ホンマ ルイ 男 神奈川県 大和市立上和田小学校

４年生 401 アリマツ　リリナ 有松　鈴々菜 女 福岡県 北九州市立花房小学校
402 キタツル　ネオバ 北津留　新羽 男 福岡県 北九州市立花房小学校
403 サカグチ　ナツミ 坂口　奈津実 女 福岡県 北九州市立沼小学校
404 モリ タイシ 森　大志 男 富山県 富山市立月岡小学校
405 ニシムラトモキ 西村　智輝 男 東京都 品川区立品川学園
406 セキ　マリン 関　真凛 女 埼玉県 所沢市立明峰小学校
407 タナカ　リョウスケ 田中　遼介 男 岡山県 赤磐市立山陽北小学校
408 ノザキ イッセイ 野嵜　一晴 男 東京都 青梅市立第二小学校
409 ナカムラ　アツキ 中村　暖輝 男 埼玉県 加須市立騎西小学校
410 ヒロタ リコ 廣田　莉子 女 愛知県 春日井市立出川小学校
411 フクナガ　ガク 福永　岳 男 熊本県 大津町立護川小学校
412 クラタ　ハルナ 倉田　陽菜 女 千葉県 船橋市立坪井小学校
413 ワタナベ　ダイゴロウ 渡邉　大五郎 男 東京都 区立富士見小学校
414 ウエノ　マオ 上野　真想 男 長野県 野沢温泉村立野沢温泉小学校
415 オザワ　イツキ 尾澤　樹 男 茨城県 ひたなか市立外野小学校
416 ササガワユウタ 笹川　勇太 男 長野県 白馬北小学校
417 ヨコヤマ　カイクウ 横山　海空 男 兵庫県 加東市立滝野南小学校
418 ヨシカワ ワカ 吉川　和花 女 長野県 白馬村立白馬南小学校
419 ミサワ  シュウヤ 三澤　柊矢 男 長野県 伊那市立伊那北小学校
420 カキハラ　マリ 垣原　麻理 女 東京都 東洋英和女学院小学部
421 コバヤシ　ジョウタ 小林　常太 男 長野県 山ノ内東小学校
422 ウエノ　スミレ 上野　すみれ 女 長野県 村立野沢温泉小学校
423 ヨコヤマ タクミ 横山　拓生 男 高知県 高知市立十津小学校
424 マツダ ソラ 松田　爽來 女 東京都 府中市立日新小学校
425 イシナガ　シヅル 石永　紫鶴 女 東京都 町田市立鶴間小学校
426 シミズコタロウ 清水　琥太朗 男 長野県 上田市立神科小学校
427 サラモノフスキ モニカ サラモノフスキ　モニカ 女 愛媛県 国立愛媛大学教育学部附属小学校
428 モチヅキ　キヨ 望月　清世 女 長野県 松川村立松川小学校
429 ハチスカ　タクマ 蜂須賀　巧真 男 愛知県 名古屋市立高木小学校

３年生 301 郷津　輝 ゴウヅ ヒカル 男 東京都 江戸川区立宇喜田小学校
302 楠　　泰駕 クスノキ　タイガ 男 宮崎県 宮崎県西都市立妻北小学校
303 松永　遼大 マツナガ リョウタ 男 熊本県 熊本市立池田小学校
304 横田　壮一郎 ヨコタ  ソウイチロウ 男 茨城県 牛久市立ひたち野うしく小学校
305 南　翔大 ミナミ ショウタ 男 石川県 小松市立苗代小学校
306 石川　竜大 イシカワ　リュウタ 男 埼玉県 秩父市立秩父第一小学校
307 竹中　珠央 タケナカ タマオ 女 京都府 京都市立七条第三小学校
308 山中　祐輝 ヤマナカ　ユウキ 男 愛知県 幸田町立坂崎小学校



JOC ジュニアオリンピックカップ／2019全国ユース選抜マウンテンバイク大会

2019年8月3日(土)～4日(日)／白馬クロスカントリー競技場　スノーハープ（長野県白馬村）
Entry List by Class

20190726

 3

BIB 名前 フリガナ
309 田中　颯 タナカ　ハヤテ 男 長野県 村立白馬北小学校
310 平川　遼 ヒラカワ リョウ 男 長野県 白馬村立白馬北小学校
311 原　みらい ハラ　ミライ 女 長野県 白馬村立白馬南小学校
312 萩原　瑠彩 ハギワラ ルイ 男 長野県 白馬村立白馬北小学校
313 近藤　虎流 コンドウ タケル 男 長野県 松本市立並柳小学校
314 赤岩　新太郎 アカイワ　シンタロウ 男 神奈川県 横浜市立南山田小学校
315 笠原　悠 カサハラ　ハル 男 長野県 長野市立朝陽小学校
316 堀　翠月 ホリ　ミツキ 女 長野県 白馬村村立白馬南小学校
317 伊藤　隆聖 イトウ　リュウセイ 男 京都府 京都市立光徳小学校
318 神武　奏帆 コウタケ　カナホ 女 埼玉県 春日部市立上沖小学校
319 村上　菜々 ムラカミ  ナナ 女 愛媛県 松山市立湯築小学校
320 長谷部　瑠太 ハセベ ルタ 男 滋賀県 高島市立今津東小学校
321 一谷　侑磨 イチタニ タケシ 男 大阪府 大阪市立長池小学校

２年生 201 飯島　大也 イイジマ ダイヤ 男 福島県 泉崎村立泉崎第二小学校
202 田畑　遥都 タバタ　ハルト 男 静岡県 磐田市立富士見小学校
203 吉川　世名 ヨシカワ セナ 男 埼玉県 蓮田市立黒浜西小学校
204 山本　歩月 ヤマモト　ホツキ 女 静岡県 西伊豆町立田子小学校
205 瀬戸山　紀介 セトヤマ　キスケ 男 三重県 津市立　一身田小学校
206 芹川　吏憂 セリカワ リウン 男 北海道 岩見沢市立美園小学校
207 堀　朱龍 ホリシリュウ 男 長野県 白馬村立南小学校
208 吉川　心晴 ヨシカワ コハル 女 長野県 白馬村立白馬南小学校
209 平山　開登 ヒラヤマ　カイト 男 愛知県 名古屋市立植田北小学校
210 河合　春翔 カワイ　ハルト 男 栃木県 市立　亀山小学校
211 齋藤　結陽 サイトウ ユウヒ 女 京都府 京都市立池田東小学校
212 谷本　快斗 タニモト　カイト 男 広島県 庄原市立山内小学校
213 奥村　皆美 オクムラ　ミナミ 女 岐阜県 各務原市立各務小学校
214 七海　湊 ナナウミ ソウ 男 栃木県 高根沢町立東小学校
215 中瀬古　佳毅 ナカセコ　ヨシキ 男 三重県 松阪市立中川小学校
216 森本　貴汐 モリモト キセキ 男 大阪府 四條畷私立田原小学校

１年生 101 田中　旭 タナカ　アサヒ 男 長野県 村立白馬北小学校
102 渡邊　善大 ワタナベ ゼンタ 男 長野県 白馬村立白馬南小学校
103 横山　沙岩 ヨコヤマ　サガン 男 兵庫県 加東市立滝野南小学校
104 平川　凜 ヒラカワ リン 女 長野県 白馬村立白馬北小学校
105 石井　晴貴 イシイ ハルキ 男 群馬県 伊勢崎市立宮郷小学校
106 田畑　拓瑞 タバタ　タクミ 男 静岡県 磐田市立富士見小学校
107 高井　好誠 タカイ　コウセイ 男 兵庫県 明石市立朝霧小学校
108 西村　結都 ニシムラユウト 男 東京都 品川区立品川学園
109 尾澤　ゆうな オザワ　ユウナ 女 茨城県 ひたちなか市立外野小学校
110 伊藤　輝聖 イトウ　コウセイ 男 京都府 京都市立光徳小学校
111 藤澤　寿成 フジサワ トシナリ 男 長野県 辰野町塩尻市小学校組合立両小野小学校
112 三澤　温美 ミサワ  アツミ 女 長野県 伊那市立伊那北小学校
113 仁宮　梨宝 ニミヤ  リホ 女 東京都 大塚ろう学校
114 鈴木　晴也 スズキ　ハルヤ 男 埼玉県 秩父市立西小学校
115 牧野　美希 マキノミキ 女 東京都 足立区立伊興小学校

キッズ 701 野嵜 日貴 ノザキ ヒダカ 男 東京都
702 飯島 花怜 イイジマ  カレン 女 福島県
703 平川 怜 ヒラカワ レイ 男 長野県
704 吉川 結和 ヨシカワ ユワ 男 埼玉県
705 太谷 歓大 オオタニ  カンタ 男 長野県
706 小島 蒼士 コジマ ソウシ 男 京都府
707 平山 三朱希 ヒラヤマ　ミズキ 女 愛知県
708 平山 大都 ヒラヤマ　ダイト 男 愛知県
709 村上 三菜 ムラカミ  ミナ 女 愛媛県
710 鈴木 成実 スズキ　ナルミ 女 埼玉県
711 キクストラサナ 仁佳 キクストラ　サナニンカ 女 長野県
801 山田　逞翔 ヤマダ タクト 男 長野県
802 岩田　一稀 イワタ　イツキ 男 愛知県

ダディ 21 北津留　翼 キタツル　ツバサ 男 福岡県 Q-MAX
22 秋元　賢治 アキモト  ケンジ 男 栃木県 AKM
23 上野　亮 ウエノ　リョウ 男 愛媛県 INFINITY
24 古郡　今日史 フルコオリ　キヨシ 男 静岡県 minzuuBike
25 田中　義晃 タナカ　ヨシアキ 男 岡山県 チームダックスフンド
26 原口　晃 ハラグチ　アキラ 男 東京都 USM
27 渡邉　俊太郎 ワタナベ　シュンタロウ 男 東京都 JPF
28 小林　武史 コバヤシ　タケシ 男 長野県
29 神武　新也 コウタケ　シンヤ 男 埼玉県
30 松田　光司 マツダ コウジ 男 東京都 CRIMSON

MTBクラブ安曇野
TEAM  輪工房
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BIB 名前 フリガナ
31 白石　淳也 シライシ ジュンヤ 男 長野県
32 望月　孝太郎 モチヅキ　コウタロウ 男 長野県
33 長島　馨 ナガシマ　カオル 男 千葉県 イオンバイクジュニアアカデミーおやじ組アンダー５２

34 鈴木　和之 スズキ　カズユキ 男 千葉県
35 七海　享介 ナナウミ キョウスケ 男 栃木県
36 牧野　崇 マキノタカシ 男 東京都 COGS
37 蜂須賀　智也 ハチスカ　トモヤ 男 愛知県 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team
38 笠原　健 カサハラ　ツヨシ 男 長野県
39 山中　賢史 ヤマナカ　ケンシ 男 愛知県 TCKR
40 岩田　祐樹 イワタ　ユウキ 男 愛知県
41 田畑　則仁 タバタノリヒト 男 静岡県 TCKR

マム 151 北津留　千尋 キタツル　チヒロ 女 福岡県 Q-MAX
152 三澤　美智代 ミサワ ミチヨ 女 長野県
153 白石　奈美 シライシ ナミ 女 長野県
154 望月　千恵 モチヅキ　チエ 女 長野県
155 鈴木　真樹 スズキ　マキ 女 埼玉県
156 笠原　美保 カサハラ　ミホ 女 長野県

オープン 145 北山　大 キタヤマ　ダイ 男 長野県
146 中村　邦男 ナカムラ クニオ 男 長崎県 ウィズラン
147 サナガワ　ヨシミ 長崎県 TEAM NIPOPO

MTBクラブ安曇野
MTBクラブ安曇野

MTBｸﾗﾌﾞ安曇野

36隊/cyclespaceHalo

MTBクラブ安曇野
MTBクラブ安曇野
MTBクラブ安曇野

MTBｸﾗﾌﾞ安曇野
MTBクラブ安曇野

真川　好美 女


