
45分耐久 エンジョイ　START LIST

ソロ：eMTB
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県

1 801 広瀬　由紀 ﾋﾛｾ　ﾕｷ 神奈川県 FANTIC／ﾎﾞﾝｼｬﾝｽACA

2 802 伊藤　司 ｲﾄｳ　ﾂｶｻ 千葉県 TEAM APEX

3 803 内藤　亜樹 ﾅｲﾄｳ　ｱｷ 神奈川県 drawer THE CYCLING CLUB

ソロ：男子
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県

1 804 島　大輔 ｼﾏ　ﾀﾞｲｽｹ 東京都

2 805 坂本　達哉 ｻｶﾓﾄ　ﾀﾂﾔ 千葉県

3 806 佐瀬　太一 ｻｾ　ﾀｲﾁ 千葉県

4 807 杉本　直紀 ｽｷﾞﾓﾄ　ﾅｵｷ 神奈川県

5 808 伊藤　達也 ｲﾄｳ　ﾀﾂﾔ 神奈川県 NAMIBIA PROJECT

6 809 平澤　徹也 ﾋﾗｻﾜ　ﾃﾂﾔ 千葉県 ups自転車部

7 810 浦里　隆一 ｳﾗｻﾞﾄ　ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県

8 811 若林　昭吾 ﾜｶﾊﾞﾔｼ　ｼｮｳｺﾞ 東京都

9 812 田中　誇士 ﾀﾅｶ　ｺｳｼﾞ 静岡県

ペア：男子
Pos BIB 都道府県 選手1 選手2

篠崎　浩司 篠崎　昴琉

ｼﾉｻﾞｷ　ｺｳｼﾞ ｼﾉｻﾞｷ　ｽﾊﾞﾙ

中島　淳 中島　朝陽

ﾅｶｼﾏ　ｱﾂｼ ﾅｶｼﾏ　ｱｻﾋ

ソロ：女子
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県

1 825 渡邊　麗 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾚｲ 神奈川県 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ

2 826 渡邊　京 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾐﾔｺ 神奈川県 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ

ソロ：シクロクロス
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県

1 824 植山　雅俊 ｳｴﾔﾏ　ﾏｻﾄｼ 千葉県

TEAM

1 813 ﾁｰﾑ BBT 千葉県

2022/12/18

チーム

チーム

2 814 ﾁｰﾑ ASA 栃木県

チーム

チーム



45分耐久 エンジョイ　START LIST

2022/12/18

ソロ（小学5･6年）
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 503 兒玉　栄主 ｺﾀﾞﾏ　ｴｲｽ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

2 815 伊藤　鷲 ｲﾄｳ　ｼｭｳ 千葉県 TEAM SHISHIANA 男

ソロ（小学3･4年）
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 301 竹中　今 ﾀｹﾅｶ　ｲﾏ 東京都 ﾁｰﾑじてんしゃ小学生 男

2 302 鈴木　隼 ｽｽﾞｷ　ﾊﾔﾄ 埼玉県 over rev 男

3 303 𠮷川　結和 ﾖｼｶﾜ　ﾕﾜ 埼玉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

4 304 丸山　洵 ﾏﾙﾔﾏ　ｼｭﾝ 東京都 男

5 405 西山　瑠星 ﾆｼﾔﾏ　ﾘｭｳｾｲ 神奈川県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

6 406 浦里　隆太 ｳﾗｻﾞﾄ　ﾘｭｳﾀ 神奈川県 Bicycle Academy 男

7 816 植山　大輝 ｳｴﾔﾏ　ﾀﾞｲｷ 千葉県 男

8 818 我妻　 律音 ｱｶﾞﾂﾏ　ﾘｵ 埼玉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 女

9 819 上妻　亜門 ｺｳﾂﾞﾏ　ｱﾓﾝ 神奈川県 drawer THE CYCLING CLUB 男

10 820 山田　淳惺 ﾔﾏﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｾｲ 群馬県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

11 821 佐瀬　叶多 ｻｾ　ｶﾅﾀ 千葉県 男

ソロ（小学1･2年）
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 104 上妻　世良 ｺｳﾂﾞﾏ　ｾﾗ 神奈川県 drawer THE CYCLING CLUB 男

2 106 菅生　侑玖 ｽｺﾞｳ　ﾀｽｸ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

3 108 渡邊　城太 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼﾞｮｳﾀ 神奈川県 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 男

4 109 中澤　悠士 ﾅｶｻﾞﾜ　ﾊﾙﾄ 東京都 N 男

5 201 宮崎　暖大 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾊﾙﾀ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

6 203 安部　慎一郎 ｱﾍﾞ　ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

7 208 水谷　維月 ﾐｽﾞﾀﾆ　ｲﾂｷ 神奈川県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

8 209 若林　玲 ﾜｶﾊﾞﾔｼ　ﾚｲ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

9 822 田中　亮丞 ﾀﾅｶ　ﾘｮｳｽｹ 静岡県 男

10 823 露崎　一仁 ﾂﾕｻﾞｷ　ｲﾁﾄ 千葉県 男

ペア：小学生
Pos BIB 都道府県 選手1 選手2

大岩　楽生 石原 大幹

ｵｵｲﾜ　ｶﾞｸｷ ｲｼﾊﾗ　ﾀﾞｲｷ

■主催 一般財団法人 日本サイクルスポーツ振興会 ■後援　　千葉県、千葉市

■協賛 (同)ACTIVIKE、イオンバイク(株)、(有)VTJ、SDGs大多喜学園、(株)JPF、(株)ジャイアント、

FANTIC、(株)PIST6（50音順）

1 817 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉県

TEAM



XCC ショートトラック　START LIST

男子
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 1 木内　彪凱 ｷｳﾁ　ﾋｮｳｶﾞ 静岡県 Systematic bmx

2 2 岡　倖吉 ｵｶ　ｺｳｷﾁ 神奈川県 Systematic bmx

3 3 中臺　洋史 ﾅｶﾀﾞｲ　ﾖｳｼﾞ 千葉県 MACHINE WORKS NAKADAI

中学男子
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 4 覚本　慈瑛結 ｶｸﾓﾄ　ｼﾞｪｰﾑｽ 栃木県 RIDE to FUN

2 5 宇賀神　遼成 ｳｶﾞｼﾞﾝ　ﾘｮｳｾｲ 栃木県 RIDE to FUN

3 6 中仙道　侑毅 ﾅｶｾﾝﾄﾞｳ　ﾕｳｷ 埼玉県 DreamSeekerJr.RacingTeam

4 7 金指　龍之介 ｶﾈｻﾞｼ　ﾘｭｳﾉｽｹ 栃木県

5 8 渡辺　大五郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 東京都 DreamSeekerJr.RacingTeam

小学6年生
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 601 鈴木　司 ｽｽﾞｷ　ﾂｶｻ 埼玉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

2 602 横田　壮一郎 ﾖｺﾀ　ｿｳｲﾁﾛｳ 茨城県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

3 603 郷津　輝 ｺﾞｳﾂﾞ　ﾋｶﾙ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

4 604 福田　栄人 ﾌｸﾀﾞ　ｴｲﾄ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

5 605 冨永　一慶 ﾄﾐﾅｶﾞ　ｲｯｹｲ 千葉県 男

小学5年生
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 501 吉田　悠一郎 ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳｲﾁﾛｳ 茨城県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

2 502 𠮷川　世名 ﾖｼｶﾜ　ｾﾅ 埼玉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

3 503 兒玉　栄主 ｺﾀﾞﾏ　ｴｲｽ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

4 504 中島　朝陽 ﾅｶｼﾏ　ｱｻﾋ 栃木県 ﾁｰﾑASA 男

小学4年生
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 401 奥山　真彩 ｵｸﾔﾏ　ﾏｱﾔ 神奈川県 横浜本牧ﾚｰｼﾝｸﾞ 女

2 402 平　一ﾉ介 ﾀｲﾗ　ｲﾁﾉｽｹ 千葉県 男

3 403 菅原　慶人 ｽｶﾞﾜﾗ　ｹｲﾄ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

4 404 鈴木　悠仁 ｽｽﾞｷ　ﾕｳﾄ 福島県 FAKP Racing Project 男

5 405 西山　瑠星 ﾆｼﾔﾏ　ﾘｭｳｾｲ 神奈川県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

6 406 浦里　隆太 ｳﾗｻﾞﾄ　ﾘｭｳﾀ 神奈川県 Bicycle Academy 男

2022/12/18



XCC ショートトラック　START LIST

2022/12/18

小学3年生
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 301 竹中　今 ﾀｹﾅｶ　ｲﾏ 東京都 ﾁｰﾑじてんしゃ小学生 男

2 302 鈴木　隼 ｽｽﾞｷ　ﾊﾔﾄ 埼玉県 over rev 男

3 303 𠮷川　結和 ﾖｼｶﾜ　ﾕﾜ 埼玉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

4 304 丸山　洵 ﾏﾙﾔﾏ　ｼｭﾝ 東京都 男

5 305 渋谷　一 ｼﾌﾞﾔ　ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 BAJJ 男

6 306 中臺　一成 ﾅｶﾀﾞｲ　ｶｽﾞﾅﾘ 千葉県 MACHINE WORKS NAKADAI 男

小学2年生
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 201 宮崎　暖大 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾊﾙﾀ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

2 202 平　六之助 ﾀｲﾗ　ﾛｸﾉｽｹ 千葉県 男

3 203 安部　慎一郎 ｱﾍﾞ　ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

4 204 小宮　匠人 ｺﾐﾔ　ﾀｸﾄ 神奈川県 ﾊﾞｲｼｸﾙｱｶﾃﾞﾐｰ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ ｼﾞｭﾆｱ 男

5 205 石原　大幹 ｲｼﾊﾗ　ﾀﾞｲｷ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

6 206 内藤　木秋 ﾅｲﾄｳ　ｷｼｭｳ 神奈川県 drawer THE CYCLING CLUB 男

7 207 伊藤　颯馬 ｲﾄｳ　ｿｳﾏ 神奈川県 男

8 208 水谷　維月 ﾐｽﾞﾀﾆ　ｲﾂｷ 神奈川県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

9 209 若林　玲 ﾜｶﾊﾞﾔｼ　ﾚｲ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

10 210 浅羽　亮太 ｱｻﾊﾞ　ﾘｮｳﾀ 神奈川県 bicycle academy 男

小学1年生
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 101 横田　和晴 ﾖｺﾀ　ｶｽﾞﾊﾙ 茨城県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

2 102 中村　光希 ﾅｶﾑﾗ　ｺｳｷ 東京都 Bicycle Academy 男

3 103 鈴木　颯太 ｽｽﾞｷ　ｿｳﾀ 福島県 FAKP Racing Project 男

4 104 上妻　世良 ｺｳﾂﾞﾏ　ｾﾗ 神奈川県 drawer THE CYCLING CLUB 男

5 105 大岩　楽生 ｵｵｲﾜ　ｶﾞｸｷ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

6 106 菅生　侑玖 ｽｺﾞｳ　ﾀｽｸ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

7 107 冨永　仁希 ﾄﾐﾅｶﾞ　ﾆｷ 千葉県 男

8 108 渡邊　城太 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼﾞｮｳﾀ 神奈川県 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 男

9 109 中澤　悠士 ﾅｶｻﾞﾜ　ﾊﾙﾄ 東京都 N 男

■主催 一般財団法人 日本サイクルスポーツ振興会 ■後援　　千葉県、千葉市

■協賛 (同)ACTIVIKE、イオンバイク(株)、(有)VTJ、SDGs大多喜学園、(株)JPF、(株)ジャイアント、

FANTIC、(株)PIST6（50音順）



1時間耐久 チャレンジ　START LIST

ソロ：男子
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 11 菅野　心平 ｶﾝﾉ　ｼﾝﾍﾟｲ 千葉県 宮野木自転車漕走会

2 12 鈴木　亘 ｽｽﾞｷ　ﾜﾀﾙ 埼玉県 over rev

3 13 齋藤　繁雄 ｻｲﾄｳ　ｼｹﾞｵ 埼玉県

4 14 山口　公一 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｺｳｲﾁ 埼玉県 ROCK SKULL

5 15 杉山　元啓 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾓﾄﾋﾛ 千葉県

6 16 岩崎　誉至郎 ｲﾜｻｷ　ﾖｼﾛｳ 千葉県 内藤ｻｲｸﾙ

7 17 田村　亮 ﾀﾑﾗ　ﾘｮｳ 東京都

8 18 煙石　隼也 ｴﾝｾｷ　ﾄｼﾔ 東京都 drawer THE CYCLING CLUB

9 19 垣内　優希 ｶｷｳﾁ　ﾕｳｷ 東京都

10 20 保田　莉央 ﾔｽﾀﾞ　ﾘｵ 神奈川県 drawer THE CYCLING CLUB

11 21 間宮　馨 ﾏﾐﾔ　ｶｵﾙ 埼玉県

12 22 佐々木　洋 ｻｻｷ　ﾋﾛｼ 神奈川県 drawer THE CYCLING CLUB

13 23 山路　篤 ﾔﾏｼﾞ　ｱﾂｼ 神奈川県 drawer THE CYCLING CLUB

14 24 野口　忠嗣 ﾉｸﾞﾁ　ﾀﾀﾞﾂｸﾞ 神奈川県 drawer THE CYCLING CLUB

15 25 栗田　凌羽 ｸﾘﾀ　ﾘｮｳ 神奈川県 YRT

16 26 渡邊　祥太 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｮｳﾀ 神奈川県 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ

17 27 水谷　海輝 ﾐｽﾞﾀﾆ　ｶｲｷ 東京都 正則高等学校

18 28 文蔵　亮介 ﾌﾐｸﾗ　ﾘｮｳｽｹ 東京都

19 29 堤　一紘 ﾂﾂﾐ　ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 宮野木自転車走漕会

20 30 高橋　紀道 ﾀｶﾊｼ　ﾄﾓﾐﾁ 埼玉県 ROCK SKULL

21 31 斎藤　秀章 ｻｲﾄｳ　ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 EXCE BICYCLE

ソロ：中学男子
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 4 覚本　慈瑛結 ｶｸﾓﾄ　ｼﾞｪｰﾑｽ 栃木県 RIDE to FUN

2 5 宇賀神　遼成 ｳｶﾞｼﾞﾝ　ﾘｮｳｾｲ 栃木県 RIDE to FUN

3 6 中仙道　侑毅 ﾅｶｾﾝﾄﾞｳ　ﾕｳｷ 埼玉県 DreamSeekerJr.RacingTeam

4 7 金指　龍之介 ｶﾈｻﾞｼ　ﾘｭｳﾉｽｹ 栃木県

5 8 渡辺　大五郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 東京都 DreamSeekerJr.RacingTeam

ソロ（小学4-6年）
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 403 菅原　慶人 ｽｶﾞﾜﾗ　ｹｲﾄ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

2 501 吉田　悠一郎 ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳｲﾁﾛｳ 茨城県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

3 502 𠮷川　世名 ﾖｼｶﾜ　ｾﾅ 埼玉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

4 601 鈴木　司 ｽｽﾞｷ　ﾂｶｻ 埼玉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

5 602 横田　壮一郎 ﾖｺﾀ　ｿｳｲﾁﾛｳ 茨城県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

6 603 郷津　輝 ｺﾞｳﾂﾞ　ﾋｶﾙ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

7 604 福田　栄人 ﾌｸﾀﾞ　ｴｲﾄ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

ソロ：女子
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 49 森　悠貴 ﾓﾘ　ﾕｳｷ 神奈川県 drawer the cycling club

2 50 長島　知子 ﾅｶﾞｼﾏ　ﾄﾓｺ 千葉県 なにわｵﾊﾞｻﾝ

3 51 北岡　只楽 ｷﾀｵｶ　ﾀﾀﾞﾗ 東京都 drawer THE CYCLING CLUB
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ソロ：シクロクロス
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 47 森川　敦 ﾓﾘｶﾜ　ｱﾂｼ 神奈川県 ﾁｬﾘﾝｺ部 男

2 48 斉藤　貞昭 ｻｲﾄｳ　ｻﾀﾞｱｷ 東京都 Bulldog M.S. 男

ペア：男子
Pos BIB 都道府県 選手1 選手2

宮下　侑大 木村　勇紀

ﾐﾔｼﾀ　ﾕｳﾀ ｷﾑﾗ　ﾕｳｷ

和田　浩士朗 今堀　裕太

ﾜﾀﾞ　ｺｳｼﾛｳ ｲﾏﾎﾘ　ﾕｳﾀ

平野　光司 杉山　裕之

ﾋﾗﾉ　ｺｳｼﾞ ｽｷﾞﾔﾏ　ﾋﾛﾕｷ

安西　諒太郎 三杉　佑真

ｱﾝｻﾞｲ　ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾐｽｷﾞ　ﾕｳﾏ

木内　彪凱 岡　幸吉

ｷｳﾁ　ﾋｮｳｶﾞ ｵｶ　ｺｳｷﾁ

酒匂　心来 鈴木　陸斗

ｻｺｳ　ﾐﾗｲ ｽｽｷﾞ　ﾘｸﾄ

鹿島　奏人 船津　聡太朗

ｶｼﾏ　ｶﾅﾄ ﾜｲｱｰﾙﾃｨｰ

松本　勇也 近藤　祥平

ﾏﾂﾓﾄ　ﾕｳﾔ ｺﾝﾄﾞｳ　ｼｮｳﾍｲ

近藤　祥平 松本　勇也

ｺﾝﾄﾞｳ　ｼｮｳﾍｲ ﾏﾂﾓﾄ　ﾕｳﾔ

山根　脩平 柳田　樹

ﾔﾏﾈ　ｼｭｳﾍｲ ﾔﾅｷﾞﾀ　ｲﾂｷ

柳田　樹 山根　脩平

ﾔﾅｷﾞﾀ　ｲﾂｷ ﾔﾏﾈ　ｼｭｳﾍｲ

前川　絢人 藤澤　快成

ﾏｴｶﾜ　ｹﾝﾄ ﾌｼﾞｻﾜ　ｶｲｾｲ

野沢　敦也 齋藤　光汰郎

ﾉｻﾞﾜ　ｱﾂﾔ ｻｲﾄｳ　ｺｳﾀﾛｳ

関　天雅 宮北　悠之介

ｾｷ　ﾃﾝｶﾞ ﾐﾔｷﾀ　ﾕｳﾉｽｹ

ペア：男女
Pos BIB 都道府県 選手1 選手2

崎田　菜月 高塩　玲寿

ｻｷﾀ　ﾅﾂｷ ﾀｶｼｵ　ﾚｲｼﾞｭ

ペア：男女
Pos BIB 都道府県 選手1 選手2

由上　百香 坂藤　澄空

ﾕｶﾐ　ﾓﾓｶ ｻｶﾄｳ　ｿﾗ

鈴木　里奈 島﨑　愛優
ｽｽﾞｷ　ﾘﾅ ｼﾏｻﾞｷ　ｱﾕ

1 32 YRT 神奈川県

2 33 YRT 神奈川県

3 34 drawer THE CYCLING CLUB 神奈川県

4 35 YRT 神奈川県

5 36 Systematic bmx 静岡県

6 37 YRT 神奈川県

7 38 YRT 神奈川県

11 42 YRT 神奈川県

8 39 MTB 神奈川県

9 40 MTB 神奈川県

14 45 YRT 神奈川県

TEAM

12 43 YRT 神奈川県

13 44 YRT 神奈川県

10 41 YRT

TEAM

1 46 YRT 神奈川県

TEAM

神奈川県

1 47 YRT 神奈川県

2 48 YRT 神奈川県


