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Pos              BIB              クラス                           名前                               都道府県  学校名                                                                                  
1 1 男子ユース　ユース　U18 山口　創平 滋賀 比叡山高校
2 2 男子ユース　ユース　U18 鈴木　広直 神奈川 山手学院高等学校
3 3 男子ユース　ユース　U18 柳井　陽太郎 神奈川 山手学院中学校高等学校
4 4 男子ユース　ユース　U18 辻　響樹 神奈川 山手学院高等学校
5 5 男子ユース　ユース　U18 中島　渉 埼玉 埼玉栄高等学校
6 6 男子ユース　ユース　U18 村上　裕二郎 愛媛 松山工業高校
7 7 男子ユース　ユース　U18 高本　亮太 東京 保善高等学校
8 8 男子ユース　ユース　U18 北林　仁 長野 白馬高校
9 9 男子ユース　ユース　U18 山下　柊 北海道 江陵中学校
10 10 男子ユース　ユース　U18 寺崎　亮行 神奈川 山手学院高校
11 11 男子ユース　ユース　U18 石上　幹太 神奈川 山手学院高等学校
12 12 男子ユース　ユース　U18 関根　蒼真 神奈川 山手学院高等学校
13 13 男子ユース　ユース　U18 吉川　英毅 神奈川 山手学院高等学校
14 14 男子ユース　ユース　U18 塚田　浩人 山形 川西町立川西中学校
15 15 男子ユース　ユース　U18 板垣　健太 山形 新庄南高校
1 51 女子ユース　ユース　U18 渡部　春雅 神奈川 駒澤大学高等学校
1 901 男子ユース　ユース　U15 柚木　伸元 三重 四日市市立　南中学校
2 902 男子ユース　ユース　U15 野澤　瑠 北海道 滝川市立江陵中学校
3 903 男子ユース　ユース　U15 細谷　鴻羽 神奈川 山手学院中学校
4 904 男子ユース　ユース　U15 永野　昇海 神奈川 横浜市立西中学校
5 905 男子ユース　ユース　U15 落合　康生 東京 武蔵野市立第二中学校
6 906 男子ユース　ユース　U15 小林　温 茨城 茨城県立並木中等教育学校
7 907 男子ユース　ユース　U15 大西ショーン NZL Taupo MTB,Taupo Cycling Club
8 908 男子ユース　ユース　U15 澤野　伶文 神奈川 私立山手学院中学校
9 909 男子ユース　ユース　U15 楠　皓雅 宮崎 西都市立妻中学校
10 910 男子ユース　ユース　U15 福永　隼人 熊本 熊本県大津町立大津北中学校
11 911 男子ユース　ユース　U15 松永　彼方 熊本 熊本市立京陵中学校
12 912 男子ユース　ユース　U15 久下　温人 山形 山形市立第十中学校
13 913 男子ユース　ユース　U15 荒川　翔太 愛知 私立愛知工業大学名電中学校
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14 914 男子ユース　ユース　U15朽木　颯辰 福島 桑折町立醸芳中学校
15 915 男子ユース　ユース　U15 高橋　翔 東京 東京都西東京市立明保中学校
16 916 男子ユース　ユース　U15古江　昂太 北海道 砂川市立石山中学校
17 917 男子ユース　ユース　U15 大蔵　悟生 長野 駒ヶ根市赤穂中学校根市赤穂中学校
18 918 男子ユース　ユース　U15 高橋　壮 新潟 新発田市立猿橋中学校
19 919 男子ユース　ユース　U15 江越　柾也 神奈川 横須賀市立武山中学校
20 920 男子ユース　ユース　U15 谷畑　希一 大阪 堺市立鳳中学校
21 921 男子ユース　ユース　U15沼田　素直 宮城 仙台市立仙台青陵中等教育学校
22 922 男子ユース　ユース　U15内野　友太 熊本 菊陽町立武蔵ヶ根市赤穂中学校丘中学校
23 923 男子ユース　ユース　U15 高本　周埜 東京 練馬区立大泉西中学校
24 924 男子ユース　ユース　U15 江川　慧和 東京 目黒区立大鳥中学校
25 925 男子ユース　ユース　U15河村　元 大阪 大阪市立今市中学校
26 926 男子ユース　ユース　U15畑　祐太郎 沖縄 那覇市立首里中学校
27 927 男子ユース　ユース　U15 高浦　優成 神奈川 私立 山手学院中学校
28 928 男子ユース　ユース　U15 木村　勇紀 神奈川 横浜私立山手学院中学校
29 929 男子ユース　ユース　U15 武田　富雄 神奈川 山手学院中学校
30 930 男子ユース　ユース　U15栗田　凌羽 神奈川 横浜私立山手学院中学校
31 931 男子ユース　ユース　U15 手島　新太 神奈川 山手学院中学校
32 932 男子ユース　ユース　U15和田　航希 神奈川 私立山手学院中学校
33 933 男子ユース　ユース　U15 大下　未月 愛知 名古屋市立鳴子ユース　台中学校
34 934 男子ユース　ユース　U15ミヤシタ　ユウタ 神奈川 私立山手学院中学校
1 61 女子ユース　ユース　U15 中島　瞳 埼玉 川越市立霞ヶ関東中学校ヶ根市赤穂中学校関東中学校
2 62 女子ユース　ユース　U15 大蔵　こころ 長野 駒ヶ根市赤穂中学校根市立赤穂中学校
3 63 女子ユース　ユース　U15 日吉　愛華 愛知 豊明市立栄中学校
4 64 女子ユース　ユース　U15 中嶋　理央 北海道 砂川市立砂川中学校
5 65 女子ユース　ユース　U15 北津留　千羽 福岡 北九州市立洞北中学校
6 66 女子ユース　ユース　U15 西村　志帆 北海道 滝川市立明苑中学校
7 67 女子ユース　ユース　U15 平尾　香乃 三重 多気町松阪市学校組合立多気中学校
1 601 小学 6年生 遠藤　弓弦 千葉 富津市立環小学校 男
2 602 小学 6年生 坂口　竣亮 福岡 北九州市立沼小学校 男
3 603 小学 6年生 楠　侑磨 宮崎 西都市立妻北小学校 男
4 604 小学 6年生 村上　ヒカル 愛媛 西予市立多田小学校 男
5 605 小学 6年生 山田　愛太 長野 白馬村立白馬北小学校 男
6 606 小学 6年生 秋元　碧 栃木 宇都宮市立泉が丘小学校丘小学校 男
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7 607 小学 6年生 澤井　千洋 山梨 北杜市立小淵沢小学校 男
8 608 小学 6年生 蕨　雄之進 愛媛 松山市立双葉小学校 男
9 609 小学 6年生 水谷　啓人 三重 桑名市立在良小学校 男
10 610 小学 6年生 原　あさひ 長野 白馬村立白馬南小学校 女
11 611 小学 6年生 長島　梨邑 千葉 鎌ヶ谷市立南部小学校ヶ根市赤穂中学校谷市立南部小学校 女
12 612 小学 6年生 廣田　樹一 愛知 春日井市立出川小学校 男
13 613 小学 6年生 財津　治季 長野 才教学園小学校 男
14 614 小学 6年生 吉川　陽菜 長野 白馬村立白馬南小学校 女
15 615 小学 6年生 村澤　治人 長野 松本市立梓川小学校 男
16 616 小学 6年生 赤荻　亘紀 東京 新宿区立落合第五小学校 男
17 617 小学 6年生 西川　悠介 大阪 那覇市立古蔵小学校 男
18 618 小学 6年生 森下　翔太 東京 文京区立金富小学校 男
19 619 小学 6年生 増田　潤 長野 松本市立開智小学校 男
20 620 小学 6年生 美濃羽　ひか観光協会り 愛知 東郷町立東郷小学校 女
1 501 小学 5年生 野嵜　然新 東京 青梅市立第二小学校 男
2 502 小学 5年生 松永　陽向 熊本 熊本市立池田小学校 男
3 503 小学 5年生 飯塚　嵐 東京 江戸川区立春江小学校 男
4 504 小学 5年生 江口　太陽 福岡 柳川市立矢留小学校 男
5 505 小学 5年生 垣原　弘明 東京 私立目黒星美学園小学校 男
6 506 小学 5年生 木竹　賢心 長崎 佐世保市立清水小学校 男
7 507 小学 5年生 村上　健太 愛媛 松山市立湯築小学校 男
8 508 小学 5年生 石川　太郎 埼玉 秩父市立秩父第一小学校 男
9 509 小学 5年生 倉田　遼平 千葉 船橋市立坪井小学校 男
10 510 小学 5年生 西村　一志 北海道 滝川市立東小学校 男
11 511 小学 5年生 田中　楓月 岡山 赤磐市立山陽北小学校 男
12 512 小学 5年生 古郡　駈 静岡 富士市立吉永第一小学校 男
13 513 小学 5年生 瀬戸山　萌音 三重 津市立一身田小学校 女
14 514 小学 5年生 笠原　結人 長野 長野市立朝陽小学校 男
15 515 小学 5年生 原　つばさ 長野 白馬村立白馬南小学校 女
16 516 小学 5年生 山中　碧仁 愛知 幸田町立坂崎小学校 男
17 517 小学 5年生 成田　光志 東京 須賀川市立第一小学校 男
18 518 小学 5年生 石川　七海 千葉 八千代市立緑が丘小学校が丘小学校丘小学校 女
19 519 小学 5年生 松井　颯良 三重 四日市市立中部西小学校 男
20 520 小学 5年生 中尾　涼介 兵庫 神戸市立会下山小学校 男
21 521 小学 5年生 伊勢田　宇未 東京 目黒区立宮前小学校 女
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22 522 小学 5年生 西原　夕華 大阪 島本町立第一小学校 女
23 523 小学 5年生 澤村　玲奈 長野 松本市立明善小学校 女
24 524 小学 5年生 高井　鉄生 兵庫 明石市立朝霧小学校 男
25 525 小学 5年生 安藤　優作 兵庫 宝塚市立長尾小学校 男
1 401 小学 4年生 中仙道　侑毅 埼玉 上尾市立大谷小学校 男
2 402 小学 4年生 佐竹　清亮 千葉 浦安市立入船小学校 男
3 403 小学 4年生 工藤　遙真 北海道 滝川市立滝川第二小学校 男
4 404 小学 4年生 松田　優太朗 千葉 千葉市立大森小学校 男
5 405 小学 4年生 日吉　彩華 愛知 豊明市立栄小学校 女
6 406 小学 4年生 堀金　陽 長野 松本市立清水小学校 男
7 407 小学 4年生 朽木　悠翔 福島 桑折町立醸芳小学校 男
8 408 小学 4年生 山田　駿太郎 茨城 つくば市立洞峰学園小野川小学校 男
9 409 小学 4年生 長島　甲平 千葉 鎌ヶ谷市立南部小学校ヶ根市赤穂中学校谷市立南部小学校 男
10 410 小学 4年生 原口　大樹 東京都 町田市立三輪小学校 男
11 411 小学 4年生 松山　海司 兵庫 神戸市立池田小学校 男
12 412 小学 4年生 中島　埜希 山梨 北杜市立長坂小学校 男
13 413 小学 4年生 山田　縁美 長野 白馬北小学校 男
14 414 小学 4年生 菊地　心晴 栃木 宇都宮市立桜小学校 女
15 415 小学 4年生 田上　遼佑 埼玉 入間市立宮寺小学校 男
16 416 小学 4年生 田中　優 長野 長野市立城山小学校 男
17 417 小学 4年生 上野　倫太郎 愛媛 松山市立石井小学校 男
18 418 小学 4年生 小林　碧 茨城 つくば市立栄小学校 女
19 419 小学 4年生 萩原　叶有 長野 白馬村立白馬北小学校 男
20 420 小学 4年生 川口　稜 兵庫 たつの市立揖西東小学校 男
21 421 小学 4年生 渡辺　滉士 千葉 船橋市立薬円台小学校 男
22 422 小学 4年生 小林　洋平 長野 信州大学教育学部附属長野小学校 男
23 423 小学 4年生 岡田　信太郎 岐阜 恵那市立大井小学校 男
24 424 小学 4年生 瀬戸山　萌花 三重 津市立一身田小学校 女
25 425 小学 4年生 池田　泉太 長野 野沢温泉小学校 男
26 426 小学 4年生 久下　史花 山形 山形市立南沼原小学校 女
27 427 小学 4年生 平尾　恵太郎 三重 多気町立勢和小学校 男
28 428 小学 4年生 小森　零 滋賀 大津市立唐崎小学校 男
29 429 小学 4年生 川分　琉楓 滋賀 彦根市立河瀬小学校 男
30 430 小学 4年生 名小路　丈太郎 長野 伊那市立西箕輪小学校 男
31 431 小学 4年生 筒井　涼晴 長野 伊那市立伊那東小学校 男
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1 301 小学 3年生 北津留　新羽 福岡 北九州市立花房小学校 男
2 302 小学 3年生 坂口　奈津実 福岡 北九州市立沼小学校 女
3 303 小学 3年生 有松　鈴々菜 福岡 北九州市立花房小学校 女
4 304 小学 3年生 野嵜　一晴 東京 青梅市立第二小学校 男
5 305 小学 3年生 西村　智輝 東京 品川区立品川学園 男
6 306 小学 3年生 田中　遼介 岡山 赤磐市立山陽北小学校 男
7 307 小学 3年生 中村　暖輝 埼玉 加須市立騎西小学校 男
8 308 小学 3年生 関　真凛 埼玉 所沢市立名峰小学校 女
9 309 小学 3年生 倉田　陽菜 千葉 船橋市立坪井小学校 女
10 310 小学 3年生 尾澤　樹 茨城 ひたちなか観光協会市立外野小学校 男
11 311 小学 3年生 森田　莉央 神奈川 海老名市立杉本小学校 男
12 312 小学 3年生 廣田　莉子ユース　 愛知 春日井市立出川小学校 女
13 313 小学 3年生 福永　岳 大分 熊本県大津町立護川小学校 男
14 314 小学 3年生 横山　海空 兵庫 滝野南小学校 男
15 315 小学 3年生 垣原　麻理 東京 私立　東洋英和女学院小学部 女
16 316 小学 3年生 吉川　和花 長野 白馬村立白馬南小学校 女
17 317 小学 3年生 上野　すみれ 長野 野沢温泉小学校 女
18 318 小学 3年生 森　雪美 長野 野沢温泉小学校 女
19 319 小学 3年生 小林　常太 長野 山ノ内東小学校 男
20 320 小学 3年生 森　大志 富山 富山市立月岡小学校 男
21 321 小学 3年生 渡辺　健心 神奈川 座間市立栗原小学校 男
22 322 小学 3年生 横山　拓生 高知 高知市立十津小学校 男
23 323 小学 3年生 伊勢田　朱生 東京 目黒区宮前小学校 男
24 324 小学 3年生 三澤　柊矢 長野 伊那市立伊那北小学校 男
25 325 小学 3年生 上野　真想 長野 野沢温泉村立野沢温泉小学校 男
26 326 小学 3年生 笹川　勇太 長野 白馬村立白馬北小学校 男
27 327 小学 3年生 渡辺　大五郎 東京 千代田区立富士見小学校 男
1 201 小学 2年生 楠　泰駕 宮崎 西都市立妻北小学校 男
2 202 小学 2年生 竹中　珠央 京都 京都市立七条第三小学校 女
3 203 小学 2年生 松永　遼大 熊本 熊本市立池田小学校 男
4 204 小学 2年生 南　翔大 石川 小松市立苗代小学校 男
5 205 小学 2年生 横田　壮一郎 茨城 牛久市立ひたち野うしく小学校 男
6 206 小学 2年生 山中　祐輝 愛知 幸田町立坂崎小学校 男
7 207 小学 2年生 田中　颯 長野 村立白馬北小学校 男
8 208 小学 2年生 木竹　優宗 長崎 佐世保市立清水小学校 男
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9 209 小学 2年生 郷津　輝 東京 江戸川区立宇喜田小学校 男
10 210 小学 2年生 堀　翠月 長野 白馬村立白馬南小学校 女
11 211 小学 2年生 平川　遼 長野 白馬村立白馬北小学校 男
12 212 小学 2年生 石川　竜大 埼玉 秩父市立秩父第一小学校 男
13 213 小学 2年生 萩原　瑠彩 長野 白馬村立白馬北小学校 男
14 214 小学 2年生 原　みらい 長野 白馬村立白馬南小学校 女
15 215 小学 2年生 笠原　悠 長野 長野市立朝陽小学校 男
16 216 小学 2年生 赤岩　新太郎 神奈川 横浜市立南山田小学校 男
17 217 小学 2年生 牧野　蒼太郎 静岡 静岡市立東源台小学校 男
18 218 小学 2年生 近藤　虎流 長野 並柳小学校 男
19 219 小学 2年生 蕨　修之輔 愛媛 松山市立双葉小学校 男
20 220 小学 2年生 嶋田　耕 長野 松川村立松川小学校 男
1 101 小学 1年生 飯島　大也 福島 町立矢吹小学校 男
2 102 小学 1年生 瀬戸山　紀介 三重 津市立一身田小学校 男
3 103 小学 1年生 山本　歩月 静岡 西伊豆町立田子ユース　小学校 女
4 104 小学 1年生 森　大雪 長野 野沢温泉小学校 男
5 105 小学 1年生 堀　朱龍 長野 白馬村立白馬南小学校 男
6 106 小学 1年生 吉川　心晴 長野 白馬村立白馬南小学校 女
7 107 小学 1年生 田畑　遥都 静岡 磐田市立富士見小学校 男
8 108 小学 1年生 布施　璃人 神奈川 神奈川県厚木市立戸室小学校 男
9 109 小学 1年生 小林　大恭 群馬 前橋市立新田小学校 男
10 110 小学 1年生 芹川　吏憂 北海道 岩見沢市立美園小学校 男
11 111 小学 1年生 吉川　世名 埼玉 蓮田市立黒浜西小学校 男
12 112 小学 1年生 澤村　優奈 長野 松本市立明善小学校 女
13 113 小学 1年生 滝澤　直太郎 長野 松本市立清水小学校 男
1 701 キッズA 田畑　拓瑞 静岡 TCKR 男
2 702 キッズA 田中　旭 長野 HMBC 男
3 703 キッズA 尾澤　ゆうな 茨城 女
4 704 キッズA 横山　沙岩 兵庫 高岡育児園 男
5 705 キッズA 飯島　花怜 福島 女
6 706 キッズA 平川　凜 長野 HMBC 女
7 707 キッズA 野嵜　日貴 東京 TORQUE NOZAC 男
8 708 キッズA 西村　結都 東京 男
9 709 キッズA 石川　凜 千葉 女
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10 710 キッズA 小林　里誌 群馬 男
11 711 キッズA 井上　おとは 東京 女
12 712 キッズA 森田　直央 神奈川 男
13 713 キッズA 石井　晴貴 群馬 あすか観光協会幼稚舎 男
14 714 キッズA 明坂　芳武 兵庫 男
15 715 キッズA 渡邊　善大 長野 HAKUBA MOUNTAIN BIKE CLUB 男
16 716 キッズA 高井　好誠 兵庫 ボナペティ 男
1 801 キッズ B 平川　怜 長野 HMBC 男
2 802 キッズ B 渡辺　怜旺 神奈川 男
3 803 キッズ B 吉川　結和 埼玉 男
4 804 キッズ B 赤岩　兼新 神奈川 男
5 805 キッズ B 岩橋　直毅 埼玉 男
6 806 キッズ B 太谷　歓大 長野 男
7 807 キッズ B 滝澤　恵次郎 長野 男
8 808 キッズ B 青木　翔空 長野 FreedomBikes 男
1 1 男子ユース　オープン 杉山　南 長野
2 2 男子ユース　オープン 高橋　武 神奈川 drawer THE CYCLING CLUB
3 3 男子ユース　オープン 朽木　聡 栃木 K-Blood Racing
4 4 男子ユース　オープン 山内　利紀 長野
1 111 ダディ 北津留　翼 福岡 Q-MAX
2 112 ダディ 上野　亮 愛媛 INFINITY
3 113 ダディ 荒川　大介 愛知 TEAM GRM の父兄
4 114 ダディ 遠藤　広貴 千葉
5 115 ダディ 川口　昌人 兵庫 sonic-racing
6 116 ダディ 村上　寛 愛媛 Infinity
7 117 ダディ 村澤　哲 長野 MTB クラブ安曇野
8 118 ダディ 田中　義晃 岡山 チームダックスフンド
9 119 ダディ 原口　晃 東京 USM
10 120 ダディ 大蔵　豊 長野
11 121 ダディ 古郡　今日史 静岡 minzuuBike
12 122 ダディ 石川　正道 千葉 champion system test team
13 123 ダディ 秋元　賢治 栃木 AKM
14 124 ダディ 増田　充 長野 MTB クラブ安曇野
15 125 ダディ 渡辺　俊太郎 東京 日本写真判定
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1 51 マム 長島　知子ユース　 千葉
2 52 マム 北津留　千尋 福岡 Q-MAX
3 53 マム 財津　尚子ユース　 長野 MTB クラブ安曇野
4 54 マム 上野　眞奈美 長野 COMPASS HOUSE BIKE TEAM

保護者試走伴走 小林　淳也
保護者試走伴走 南　政秀
保護者試走伴走 楠　　英樹
保護者試走伴走 森田　篤史
保護者試走伴走 田中　敦子ユース　
保護者試走伴走 松井　三三
保護者試走伴走 伊勢田　亨
保護者試走伴走 関　憲一
保護者試走伴走 尾澤　ゆか観光協会り
保護者試走伴走 廣田　光彦
保護者試走伴走 松永　直樹
保護者試走伴走 松永　佳澄弥
保護者試走伴走 日吉　健一
保護者試走伴走 横山　哲也
保護者試走伴走 笠原　健
保護者試走伴走 筒井　美貴
保護者試走伴走 筒井　正人
保護者試走伴走 野嵜　英樹
保護者試走伴走 森　篤志
保護者試走伴走 美濃羽　良広
保護者試走伴走 本間　翼
保護者試走伴走 小林　順一
保護者試走伴走 水谷　拓也
保護者試走伴走 高井　一平
保護者試走伴走 倉田　聡
保護者試走伴走 石川　正道
保護者試走伴走 菊地　修介
保護者試走伴走 石川　浩
保護者試走伴走 坂口　昌彦
保護者試走伴走 田上　英治
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保護者試走伴走 佐竹　学
保護者試走伴走 芹川　恵利
保護者試走伴走 松田　晋太郎
保護者試走伴走 郷津　輝之
保護者試走伴走 吉川　健太
保護者試走伴走 江口　直光
保護者試走伴走 中島　悠里
保護者試走伴走 山田　賢太郎
保護者試走伴走 横山　雄三
保護者試走伴走 北津留　翼
保護者試走伴走 北津留　千尋
保護者試走伴走 渡邊　心
保護者試走伴走 横田　知彦
保護者試走伴走 小林　武史
保護者試走伴走 山本　治文
保護者試走伴走 高橋　綾一
保護者試走伴走 牧野　和之
保護者試走伴走 西山　タカスケ
保護者試走伴走 渡辺　崇記
保護者試走伴走 飯島　貴宣
保護者試走伴走 西井　匠
保護者試走伴走 木竹　広賢
保護者試走伴走 原　知義
保護者試走伴走 山中　賢史
保護者試走伴走 西原　裕樹
保護者試走伴走 安藤　悟
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都道府県別参加者数（ユース、小学生、キッズ）ユース、小学生、キッズ）小学生、小学生、キッズ）キッズ）
北海道  8 宮城  1 山形  4 福島  4
茨城  6 群馬  3 埼玉 11 千葉 10
東京 22 栃木  2 神奈川 26
愛知  8 岐阜  1 山梨  2 新潟  1
静岡  5 石川  1 長野 47 富山  1
三重  8 滋賀  3 大阪  4 兵庫  9
京都  1
岡山  2 愛媛  7 高知  1
宮崎  3 熊本  5 大分  1 長崎  2
福岡  6 沖縄  1
NZL  1

合計 217 名
　ユース　  57 名 （男子ユース　 49,女子ユース　 8）
　小学生　 136 名 （男子ユース　 106,女子ユース　 30）
　キッズ　  24 名 （男子ユース　 19,女子ユース　 5）
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