
2020/03/29   第８回 灘崎キッズロードレース 1/1

未就学A

順位　 周回数     タイム                  No.

200 木村　俊介 : ｷﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ1 1 1'23.000 広島県M

pasora
1/5
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未就学B

順位　 周回数     タイム                  No.

207 吉本　諒斗 : ﾖｼﾓﾄ　ﾘｮｳﾄ1 1 2'00.987 329アスリートクラブ 岡山県M

211 本多　悠起 : ﾎﾝﾀﾞ　ﾊﾙｷ2 1 2'03.274 香川県M

203 伊達　大陽 : ﾀﾞﾃ　ﾀｲﾖｳ3 1 2'05.637 岡山県M

209 小笹　愛実 : ｵｻﾞｻ　ｱｲﾐ4 1 2'19.941 FLAP 岡山県F

210 矢倉　新之助 : ﾔｸﾞﾗ　ｼﾝﾉｽｹ5 1 2'20.191 兵庫県M

204 國田　崇晴 : ｸﾆﾀ　ﾀｶﾊﾙ6 1 2'54.154 ＰＯＬＰＯ 岡山県M

212 林　舜二郎 : ﾊﾔｼ　ｼｭﾝｼﾞﾛｳ7 1 2'58.700 香川県M

201 三宅　万結 : ﾐﾔｹ　ﾏﾕ8 1 3'07.791 329 Athlete Club 岡山県F

202 福留　輪子 : ﾌｸﾄﾞﾒ　ﾜｺDNS ドメファミリー 岡山県F

205 福留　伊人 : ﾌｸﾄﾞﾒ　ｺﾚﾄDNS ドメファミリー 岡山県M

206 白樫　睦大 : ｼﾗｶｼ　ﾑｯﾀDNS おかかむすび 大阪府M

208 中田　みさき : ﾅｶﾀﾞ　ﾐｻｷDNS 329アスリートクラブ 岡山県F

213 須藤　舜之助 : ｽﾄﾞｳ　ｼｭﾝﾉｽｹDNS 須藤家 岡山県M
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小学生Ａ

順位　 周回数     タイム                  No.

小学1年

214 佐藤　尊 : ｻﾄｳ ﾀｹﾙ1 3 5'52.412 広島県M

217 岡本　知紘 : ｵｶﾓﾄ　ﾁﾋﾛ2 3 6'52.860 329アスリートクラブ 岡山県F

216 難波　大和 : ﾅﾝﾊﾞ　ﾔﾏﾄ3 3 7'56.340 岡山県M

215 加地　秀星 : ｶｼﾞ　ｼｭｳｾｲDNS teamかめはめ波 愛媛県M

小学生Ａ

順位　 周回数     タイム                  No.

小学2年

220 林　展一郎 : ﾊﾔｼ　ﾃﾝｲﾁﾛｳ1 3 5'27.607 香川県M

219 中田　　せな : ﾅｶﾀﾞ ｾﾅ2 3 6'30.590 329アスリートクラブ 岡山県F

218 山城　煌馬 : ﾔﾏｼﾛ　ｺｳﾏDNS 愛媛県M
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小学生Ｂ

順位　 周回数     タイム                  No.

小学3年

223 葉色　慧飛 : ﾊｲﾛ ｹｲﾄ1 5 8'03.303 Bike Factory MASA 広島県M

226 吉本　なつみ : ﾖｼﾓﾄ　ﾅﾂﾐ2 5 9'06.676 329アスリートクラブ 岡山県F

222 山根　弓明 : ﾔﾏﾈ　ﾕﾐｱｷ3 5 9'10.957 鳥取県M

225 植月　萌日 : ｳｴﾂｷ ﾓｶ4 5 9'14.045 岡山県F

227 岡本　悠利 : ｵｶﾓﾄ　ﾕｳﾄ5 4 9'21.872 329アスリートクラブ 岡山県M

221 武西　知菜月 : ﾀｹﾆｼ ﾁﾅﾂDNS 愛媛県自転車競技連盟

ジュニアクラブ

愛媛県F

224 中山　太遥 : ﾅｶﾔﾏ　ﾀｲﾖｳDNS 岡山県M

小学生Ｂ

順位　 周回数     タイム                  No.

小学4年

228 蔵田　瑶 : ｸﾗﾀ　ﾖｳ1 5 8'03.236 広島県M

233 田中　遼介 : ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ2 5 8'03.443 チームダックスフンド 岡山県M

229 森　奏愛 : ﾓﾘ　ｶﾅﾒ3 5 8'42.488 岡山県M

230 小田　湧斗 : ｵﾀﾞ　ﾖｼｶ4 5 9'14.975 岡山県M

231 三宅　蘇芳 : ﾐﾔｹ　ｽｵｳ5 5 9'31.456 岡山県M

234 竹本　彩人 : ﾀｹﾓﾄ　ｱﾔﾄ6 5 9'31.998 C.S.B 岡山県M

232 松本　淳 : ﾏﾂﾓﾄ　ｼﾞｭﾝ7 4 8'13.041 鳥取県M
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小学生Ｃ

順位　 周回数     タイム                  No.

小学5年

237 村瀬　琶音 : ﾑﾗｾ　ﾊｵﾄ1 7 9'40.270 岡山県M

238 吉本　俊平 : ﾖｼﾓﾄ　ｼｭﾝﾍﾟｲ2 7 10'26.911 329アスリートクラブ 岡山県M

235 三宅　真央 : ﾐﾔｹ ﾏｵ3 6 10'12.331 三宅RC 岡山県F

236 三宅　千智 : ﾐﾔｹ ﾁｻﾄ4 6 10'17.509 329 Athlete Club 岡山県F

小学生Ｃ

順位　 周回数     タイム                  No.

小学6年

239 安戸　暖真 : ｱﾝﾄﾞ ﾊﾙﾏ1 7 10'28.662 高松市サイクルスポーツ少年

団

香川県M

242 谷口　颯太郎 : ﾀﾆｸﾞﾁ　ｿｳﾀﾛｳ2 7 10'45.646 大阪府M

241 田中　楓月 : ﾀﾅｶ ｶﾂﾞｷ3 6 9'59.025 チームダックスフンド 岡山県M

240 難波　昊世 : ﾅﾝﾊﾞ　ｺｳｾｲ4 6 10'08.970 岡山県M


