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400

ナンバー 名前 よみがな 性別

2 岡沢 遼生 おかざわ りょうせい 男 埼玉県

3 西崎 凪紗 にしざき なぎさ 女 東京都

800

ナンバー 名前 よみがな 性別

31 林 新斗 はやし あらと 男 埼玉県

32 内山 倖太朗 うちやま こうたろう 男 東京都
33 菅原 湊真 すがわら そうま 男 埼玉県

34 今泉 和真 いまいずみ かずま 男 東京都

35 赤尾杉 夏斗 あかおすぎ なつ 男 東京都

36 田口 心愛 たぐち このあ 女 東京都

37 島崎 菜央 しまざき なお 女 東京都

38 宮森 咲智 みやもり さち 女 東京都

39 中村 ひかり ナカムラ ヒカリ 女 東京都

1000

ナンバー 名前 よみがな 性別

41 西崎 大貴 にしざき だいき 男 東京都

42 髙橋 駿介 たかはし しゅんすけ 男 東京都

43 内山 眞之介 うちやま しんのすけ 男 東京都

44 横倉 つぼみ よこくら つぼみ 女 茨城県

45 筒井 楓 つつい かえで 女 東京都

46 福島 茉歩 ふくしま まほ 女 東京都

16レース Bタイプ小学小学1・2年生 2名

JTU登録加盟団体

2レース Bタイプ小学小学3・4年生 9名

JTU登録加盟団体

3レース Bタイプ小学小学5・6年生 6名

JTU登録加盟団体
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1500

ナンバー 名前 よみがな 性別

51 DNS DNS DNS DNS

52 大島 拓人 おおしま たくと 男 埼玉県

53 片岡 遼哉 かたおか りょうや 男 埼玉県

54 風間 大和 かざま やまと 男 東京都

55 本木 蔵人 もとき くらうど 男 東京都

56 伊藤 大和 イトウ ヤマト 男 千葉県

57 浅沼 一那 あさぬま かずな 男 千葉県
58 林 勇輝 はやし ゆうき 男 埼玉県

59 奥山 楓也 おくやま ふうや 男 千葉県

60 角田 琉海 つのだ りゅうせい 男 埼玉県

61 下田 優斗 しもだ ゆうと 男 東京都

62 上條 琉聖 かみじょう りゅうせい 男 埼玉県

63 原 維吹樹 はら いぶき 男 東京都

64 岡田 啓吾 おかだ けいご 男 埼玉県

65 権瓶 ルーカス音生 ごんぺい るーかすねお 男 埼玉県

66 後藤 優周 ごとう まさちか 男 埼玉県

67 伊東 文仁 いとう ふみひと 男 千葉県

68 加瀬 大翔 かせ やまと 男 千葉県

69 大久保 樹 おおくぼ いつき 男 埼玉県

70 河野 総一郎 こうの そういちろう 男 東京都

71 関口 優風 せきぐち ゆうき 男 東京都

72 黒川 航宇 くろかわ こう 男 東京都

73 筒井 和 つつい やまと 男 東京都

74 宮森 大翔 みやもり だいと 男 東京都

75 山下 龍 やました りょう 男 東京都

76 ザン 愁真アレックス ザン シュウマアレックス 男 東京都

1500
ナンバー 名前 よみがな 性別

81 野田 莉緒 のだ りお 女 埼玉県

82 江口 沙和 えぐち さわ 女 埼玉県

83 島崎 茉央 しまざき まお 女 東京都

84 松岡 鈴奈 まつおか すずな 女 東京都

85 新井 ほたる あらい ほたる 女 東京都

86 髙橋 実結 たかはし みゆ 女 東京都

87 青柳 晴香 アオヤギ ハルカ 女 千葉県

88 冨岡 蒼 とみおか あおい 女 千葉県

89 伊藤 日菜子 イトウ ヒナコ 女 千葉県

90 関口 花 せきぐち はな 女 埼玉県

91 渡辺 優衣 わたなべ ゆい 女 埼玉県

4レース Aタイプ小学12-15歳 25名

JTU登録加盟団体

5レース Aタイプ小学12-15歳 11名
JTU登録加盟団体
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3000

ナンバー 名前 よみがな 性別

121 本木 颯人 もとき はやと 男 東京都

122 千葉 裕貴 ちば ゆうき 男

123 中村 太陽 ナカムラ タイヨウ 男 東京都

124 山口 大貴 やまぐち たいき 男 東京都

125 武田 空我 たけだ くうが 男 東京都

126 益山 恭平 ますやま きょうへい 男 東京都

127 黒川 遼宇 くろかわ りょう 男 東京都
128 増渕 日菜 ますぶち ひな 女 栃木県

129 佐藤 姫夏 さとう ひめか 女 千葉県

130 筒木 杏 つつき あんず 女 東京都

131 船橋 星来 ふなばし せら 女 東京都

132 甲斐 彩花 かい さいか 女 東京都

133 近藤 小夏 こんどう こなつ 女 新潟県

6レース Aタイプ小学16-19歳 13名

JTU登録加盟団体

学生連合(東京都)
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5000

ナンバー 名前 よみがな 性別

211 伴 正太 ばん しょうた 男

212 石塚 知就 いしづか ともなり 男

213 西崎 昌宏 にしざき まさひろ 男 山梨県

214 滝沢 凜 たきざわ りん 男

215 佐々木 克幸 ささき よしゆき 男 長野県

216 西塔 心路 さいとう こころ 男

217 加藤 寛己 かとう ひろき 男 千葉県
218 楠 直人 くす なおと 男 神奈川県

219 室岡 宏彌 むろおか こうや 男

220 河村 玲 かわむら あきら 男 東京都

221 岡沢 健介 おかざわ けんすけ 男 埼玉県

222 武田 浩詩 たけだ ひろし 男 東京都

223 沖田 充史 オキダ ミチフミ 男 東京都

224 高橋 良祐 たかはし りょうすけ 男 神奈川県

225 佐藤 千佳 さとう ちか 女 神奈川県

226 丹野 惠梨香 たんの えりか 女 埼玉県

227 有薗 早優 ありぞの さゆ 女 東京都

228 植松 美晴 うえまつ みはる 女 大阪府

229 常盤 恵 ときわ めぐみ 女 大阪府

230 笠原 直子 カサハラ ナオコ 女 千葉県

231 佐藤 志帆 さとう しほ 女 千葉県

7レース Aタイプ小学16歳以上 21名

JTU登録加盟団体

学生連合(東京都)

学生連合(神奈川県)

学生連合(東京都)

学生連合(宮城県)

学生連合(宮城県)
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5000

ナンバー 名前 よみがな 性別

271 田村 昌義 たむら まさよし 男 神奈川県

272 山下 翔雅 やました しょうま 男 東京都

273 堀田 光輝 ほった みつき 男

274 DNS DNS DNS DNS

275 佐山 拓海 さやま たくみ 男

276 関根 悠太 せきね ゆうた 男 埼玉県

277 榊原 佑基 さかきばら ゆうき 男 千葉県
278 甲斐 瑠夏 かい るか 男

279 赤松 大輝 あかまつ ともき 男 東京都

280 椿 浩平 つばき こうへい 男 東京都

241 福田 勇希 ふくだ ゆうき 男 神奈川県

242 長田 朝陽 おさだ あさひ 男

243 真野 翔太 まの しょうた 男

244 篠崎 友 しのざき ゆう 男 神奈川県

245 木元 悠太 きもと ゆうた 男

246 柳井 賢太 やない けんた 男 神奈川県

247 槻館 拓郎 つきだて たくろう 男

248 神邑 優輔 かみむら ゆうすけ 男

249 原田 雄太郎 はらだ ゆうたろう 男 埼玉県

250 山本 昌孝 やまもと まさたか 男 神奈川県

251 平松 弘道 ひらまつ こうどう 男 東京都

252 中川 大輝 なかがわ だいき 男 神奈川県

8レース Aタイプ小学16歳以上 21名

JTU登録加盟団体

学生連合(千葉県)

学生連合(宮城県)

学生連合(東京都)

学生連合(茨城県)

学生連合(千葉県)

学生連合(宮城県)

学生連合(神奈川県)

学生連合(宮城県)
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