
組分け CLASS 性別 氏名 チーム名 都道府県

1 2歳クラス 女の子 いしかわ かえで 富山県

1 2歳クラス 男の子 かのう ひかり 石川県

1 2歳クラス 男の子 おおしま はやと T.H.Kids 富山県

1 2歳クラス 男の子 たにやま あき G.Y.Z 富山県

1 2歳クラス 男の子 ふじた こうだい 富山県

1 2歳クラス 男の子 おかもと たいが 大阪府

2 2歳クラス 男の子 わかさ けんしん Ken Rock Stars 石川県

2 2歳クラス 男の子 いむら りく 石川県

2 2歳クラス 男の子 たじか ゆきた みゆきた 岐阜県

2 2歳クラス 男の子 むらやま しゅうと 富山県

2 2歳クラス 女の子 こいずみ あんな Freedom Bikes 長野県

2 2歳クラス 男の子 おだ そうた 石川県

3 2歳クラス 男の子 うえだ はると 富山県

3 2歳クラス 男の子 たまがわ いくま 福井県

3 2歳クラス 男の子 おおにし りょうすけ 富山県

3 2歳クラス 女の子 つちだ ふゆこ 富山県

3 2歳クラス 男の子 やました あさひ 岐阜県

3 2歳クラス 女の子 こじま まのん ELEVEN 京都府

2歳ガールズレース 女の子 いしかわ かえで 富山県

2歳ガールズレース 女の子 つちだ ふゆこ 富山県

2歳ガールズレース 女の子 こいずみ あんな Freedom Bikes 長野県

2歳ガールズレース 女の子 こじま まのん ELEVEN 京都府



組分け CLASS 性別 氏名 チーム名 都道府県

1 3歳クラス_ビギナー 男の子 あさかわ しんげん 石川県

1 3歳クラス_ビギナー 男の子 はしもと ゆうと 富山県

1 3歳クラス_ビギナー 男の子 しそえふ まーく T.H.Kids 富山県

1 3歳クラス_ビギナー 女の子 きよはら かりん 富山県

1 3歳クラス_ビギナー 男の子 あらい るか 富山県

2 3歳クラス_ビギナー 男の子 こばやし はる Ken Rock Stars 石川県

2 3歳クラス_ビギナー 男の子 なかつち かいせい 富山県

2 3歳クラス_ビギナー 男の子 なんぶ じょうすけ 福井県

2 3歳クラス_ビギナー 男の子 あらい るき 富山県

2 3歳クラス_ビギナー 女の子 しま なお 富山県

1 3歳クラス_エキスパート 女の子 くらた ゆな 富山県

1 3歳クラス_エキスパート 男の子 いずみ のぞむ Ken Rock Stars 石川県

1 3歳クラス_エキスパート 女の子 よねやま まな 富山県

1 3歳クラス_エキスパート 女の子 なかざわ あん 長野県

1 3歳クラス_エキスパート 男の子 たかだ じょうのすけ Ken Rock Stars 石川県

1 3歳クラス_エキスパート 男の子 たかぎし りょうすけ 富山県

2 3歳クラス_エキスパート 男の子 さくらい だいち T.H.Kids 富山県

2 3歳クラス_エキスパート 男の子 つちだ やまと 富山県

2 3歳クラス_エキスパート 男の子 なかしま ゆきち 富山県

2 3歳クラス_エキスパート 男の子 いまい たいち 富山県

2 3歳クラス_エキスパート 女の子 あおい ゆうな 富山県

2 3歳クラス_エキスパート 女の子 いずみ みゆ 富山県

3 3歳クラス_エキスパート 男の子 ますだ はるた T.H.kids 富山県

3 3歳クラス_エキスパート 女の子 さとう なぎさ 富山県

3 3歳クラス_エキスパート 男の子 ふたつかわ せいじ 富山県

3 3歳クラス_エキスパート 男の子 やまぐち たいら MONSTER LABO 大阪府

3 3歳クラス_エキスパート 男の子 おだ いお T.H.Kids 富山県

3 3歳クラス_エキスパート 男の子 よしだ あんじ KICK THE GROUND 新潟県

3歳ガールズレース 女の子 くらた ゆな 富山県

3歳ガールズレース 女の子 さとう なぎさ 富山県

3歳ガールズレース 女の子 よねやま まな 富山県

3歳ガールズレース 女の子 なかざわ あん 長野県

3歳ガールズレース 女の子 きよはら かりん 富山県

3歳ガールズレース 女の子 あおい ゆうな 富山県

3歳ガールズレース 女の子 いずみ みゆ 富山県



組分け CLASS 性別 氏名 チーム名 都道府県

4歳クラス_ビギナー 男の子 おおにし えんや 富山県

4歳クラス_ビギナー 女の子 やすかわ すず ken rock stars 石川県

4歳クラス_ビギナー 男の子 にしだ しょうけい 富山県

4歳クラス_ビギナー 男の子 よしなが らいと 富山県

1 4歳クラス_エキスパート 男の子 こやち ともき 石川県

1 4歳クラス_エキスパート 男の子 やち みきと AKICHI☆ライダーズ 石川県

1 4歳クラス_エキスパート 男の子 やました ひかる 岐阜県

1 4歳クラス_エキスパート 男の子 さかがみ あやと Ken Rock Stars 石川県

1 4歳クラス_エキスパート 男の子 うえだ たける BRAVERIDERS 兵庫県

2 4歳クラス_エキスパート 男の子 あさくら ゆうた 新潟県

2 4歳クラス_エキスパート 女の子 うえだ あおい Ken Rock Stars 石川県

2 4歳クラス_エキスパート 男の子 すやま しょうたろう 岐阜県

2 4歳クラス_エキスパート 男の子 よしうら じんた T.H.Kids 富山県

2 4歳クラス_エキスパート 男の子 いずみ りゅうせい T.H.Kids 富山県

3 4歳クラス_エキスパート 男の子 といかわ かいと THRAPPY 愛知県

3 4歳クラス_エキスパート 男の子 たまがわ けいま 福井県

3 4歳クラス_エキスパート 女の子 ひらおか みおり t.h.kids 富山県

3 4歳クラス_エキスパート 女の子 たじか みゆき みゆきた 岐阜県

3 4歳クラス_エキスパート 男の子 たにぐち やすゆき 三重県

4 4歳クラス_エキスパート 男の子 いむら るい 石川県

4 4歳クラス_エキスパート 男の子 しま そうた 富山県

4 4歳クラス_エキスパート 男の子 こいずみ そうま Freedom Bikes 長野県

4 4歳クラス_エキスパート 男の子 よしだ かん T.H.Kids 富山県

4 4歳クラス_エキスパート 男の子 ないとう みち TEAM S.C.R 東京都

4歳ガールズレース 女の子 うえだ あおい Ken Rock Stars 石川県

4歳ガールズレース 女の子 やすかわ すず ken rock stars 石川県

4歳ガールズレース 女の子 ひらおか みおり T.H.kids 富山県

4歳ガールズレース 女の子 たじか みゆき みゆきた 岐阜県



組分け CLASS 性別 氏名 チーム名 都道府県

5歳クラス_ビギナー 男の子 ふじた たいすけ 富山県

5歳クラス_ビギナー 男の子 すぎもと りょうま 富山県

5歳クラス_ビギナー 男の子 いまい こうき 富山県

1 5歳クラス_エキスパート 男の子 いしかわ みなと T.H.Kids 富山県

1 5歳クラス_エキスパート 女の子 ひえだ なつこ KenRockStars 石川県

1 5歳クラス_エキスパート 男の子 こじま そうし ELEVEN 京都府

1 5歳クラス_エキスパート 男の子 でむら はるき Ken Rock Stars 石川県

1 5歳クラス_エキスパート 男の子 いずみ あゆむ Ken Rock Stars 石川県

1 5歳クラス_エキスパート 女の子 おかもと ひなた 大阪府

2 5歳クラス_エキスパート 女の子 おおしま まい T.H.Kids 富山県

2 5歳クラス_エキスパート 女の子 なかがわ ともか ELEVEN 京都府

2 5歳クラス_エキスパート 女の子 あおき なぎさ 長野県

2 5歳クラス_エキスパート 男の子 はっとり みずき AKICHI☆ライダーズ 石川県

2 5歳クラス_エキスパート 男の子 むらまつ げんすけ 石川県

2 5歳クラス_エキスパート 男の子 いいぬま そうた 岐阜県

5歳ガールズレース 女の子 おおしま まい T.H.Kids 富山県

5歳ガールズレース 女の子 ひえだ なつこ KenRockStars 石川県

5歳ガールズレース 女の子 なかがわ ともか ELEVEN 京都府

5歳ガールズレース 女の子 あおき なぎさ 長野県

5歳ガールズレース 女の子 おかもと ひなた 大阪府



組分け CLASS 性別 氏名 チーム名 都道府県

1 6歳クラス_エキスパート 男の子 こいずみ ぎんたろう Freedom Bikes 長野県

1 6歳クラス_エキスパート 男の子 えのう こうが THRAPPY 愛知県

1 6歳クラス_エキスパート 男の子 しそえふ ざはる T.H.Kids 富山県

1 6歳クラス_エキスパート 男の子 よしだ かずま ELEVEN 京都府

1 6歳クラス_エキスパート 男の子 といかわ ゆいと THRAPPY 愛知県

2 6歳クラス_エキスパート 男の子 きくち えいと The Beast Rider'z 兵庫県

2 6歳クラス_エキスパート 男の子 こばやし まさむね 神奈川県

2 6歳クラス_エキスパート 男の子 おがわ しょうた OTR 愛知県

2 6歳クラス_エキスパート 女の子 ほんだ ふうか 長野県

1 オープンクラス 女の子 なかがわ ともか ELEVEN 京都府

1 オープンクラス 男の子 おがわ しょうた OTR 愛知県

1 オープンクラス 女の子 おだ あさひ T.H.Kids 富山県

1 オープンクラス 女の子 ひえだ はなこ KenRockStars 石川県

1 オープンクラス 男の子 やち ふうと AKICHI☆ライダーズ 石川県

2 オープンクラス 男の子 きくち えいと The Beast Rider'z 兵庫県

2 オープンクラス 男の子 よしだ かずま ELEVEN 京都府

2 オープンクラス 男の子 のむら りゅうしん 石川県

2 オープンクラス 男の子 あおき そら 長野県

2 オープンクラス 男の子 きくち りょうた The Beast Rider'z 兵庫県

3 オープンクラス 男の子 こばやし まさむね 神奈川県

3 オープンクラス 男の子 といかわ ゆいと THRAPPY 愛知県

3 オープンクラス 男の子 すぎもと たくみ T.H.Kids 富山県

3 オープンクラス 男の子 おおしま きょうや T.H.Kids 富山県

3 オープンクラス 男の子 あいだ かいり FreedomBikes 新潟県


