


2015さわやか
第11回東京一輪車演技大会

1. 主催 足立区一輪車連盟

2. 後援 足立区教育委員会 (公財)足立区体育協会
3. 日時 2015年6月21日(日)

入場開始 8:45
開会式 9:20
ペア演技 開始 9:45
シングル演技 開始 12:45
グループ演技 開始 13:30
閉会式 17:30

（時間はあくまで目安です。大会の進行状況により変わることがあります。）

4. 場所 総合スポーツセンター体育館

5. 競技種目
a) クラス

記号 クラス 演技時間

B ビギナーグループ 小学３年生以下 2分30秒以内
普通乗車、前進、バック走行、片足、タイヤ乗りまで

N ノービスグループ 小学生以下 2分30秒以内
蹴りあげ、飛び乗り、横乗り、

片足タイヤ乗り、スピン、伸脚スピン

グライディング、立ちグラ（手引き。但しアラベスク等は除く）

注：ノービスは、ビギナーとジュニアの間のクラスです。

P4 ジュニア ペア小学４年生以下 2分15秒以内
P6 ジュニア ペア小学６年生以下 2分15秒以内
P7 ジュニア ペア中学生以上 2分30秒以内
G1 ジュニア グループ 小学４年生以下 3分45秒以内
G2 ジュニア グループ 小学生以下 3分45秒以内
G3 ジュニア グループ 中学生以上 4分00秒以内
OP1 オープン ペア小学生以下 2分15秒以内
OP2 オープン ペア中学生 2分45秒以内
OP3 オープン ペア高校生以上 2分45秒以内
OG1 オープン グループ小学生以下 3分45秒以内
OG2 オープン グループ中学生以上 4分30秒以内
OS1 オープン シングル小学生以下 2分00秒以内
OS2 オープン シングル中学生以上 2分00秒以内



通算演技順/演技順 チーム名/選手名 曲名 団体名人数

クラス番号: P4 ジュニア・ペア小学４年以下の部
1 /   1 茅ヶ崎梅田めりーごーらんど2 人自由への扉飯田 琴莉(小2) 和田 悠花(小2)

2 /   2 かまくら一輪車クラブ2 人SWEET DROPS齊藤 美月(小3) 下窄 樹理(小3)

3 /   3 ユニサイクルスマイル2 人若葉辻 夏芽(小4) 矢田 美海(小4)

4 /   4 ＫＳＵＣ2 人サラバ愛しき悲しみたちよ矢萩 千夏(小3) 寺田 和叶(小4)

5 /   5 江戸川一輪車クラブ　ぴえろ2 人MARJAANI奥 望路歩(小4) 谷山 暖(小4)

6 /   6 Unicycle新宿Azalea2 人ストーリー谷本 桜子(小4) 國場 彩織(小4)

7 /   7 牛込一輪車クラブ2 人弱虫さん高野 栞奈(小4) 小野 藍(小4)

8 /   8 ユニサイクルちば2 人360°益満 琴和(小4) 西原 萌栞(小4)

クラス番号: P6 ジュニア・ペア小学６年の部
9 /   1 Unicycle新宿Azalea2 人時間の国のアリス井上 まこと(小5) 井口 流依(小5)

10 /   2 一輪車クラブ　ひの2 人LOVELY小松 藍子(小5) 加澤 咲(小5)

11 /   3 JUA藤枝支部 Ｕ.Ｃ.藤枝2 人Iｔ’ｓ　My　Life竹内 祐衣(小5) 斎藤 日和(小4)

12 /   4 ＫＳＵＣ2 人ミラクル鈴木 星七(小5) 安部 結梨奈(小5)

13 /   5 UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI2 人follow me相原 千夏(小5) 佐々木 亜美(小5)

14 /   6 Ｕ.Ｃ.シューティングスター2 人ＧＯＬＤＥＮ　ＧＩＲＬ遠藤 真風(小4) 野島 円(小5)

15 /   7 足立/ブルーキャット2 人slow down縄田 里彩(小5) 重徳 理子(小4)

16 /   8 足立/ブルーキャット2 人With　You若尾 果南(小6) 小谷 美詩海(小6)

17 /   9 大師地区一輪車クラブＵＤＡ2 人アロハ・エ・コモ・マイ佐藤 朱夏(小6) 古澤 綾菜(小6)

18 / 10 JUA藤枝支部 Ｕ.Ｃ.藤枝2 人君がいるから熊野 花香(小6) 杉原 桜子(小6)

19 / 11 船橋市立飯山満南小学校2 人白雪姫下関 凜子(小6) 金森 絢女(小6)

20 / 12 足立/ﾚｯﾂｺﾞー2 人Roar中莖 実葉(小6) 村林 咲良(小6)

21 / 13 松戸一輪車クラブ　ＭＩＣ2 人キラキラ大西 優輝(小6) 森山 凛保(小5)

22 / 14 一輪車クラブ　ひの2 人You Belong With Me岩川 瑞季(小6) 北島 らら(小6)

23 / 15 大師地区一輪車クラブＵＤＡ2 人Darling赤城 澪(小6) 福田 莉子(小6)

クラス番号: P7 ジュニア・ペア中学生以上の部
24 /   1 ユニサイクルなぎさ2 人Part of Your World米本 雛(中1) 米本 萌(小5)

25 /   2 足立/ﾚｯﾂｺﾞー2 人Happily飯島 未歩(中1) 大澤 穂香(中1)

26 /   3 足立/ﾚｯﾂｺﾞー2 人HERO川島 香澄(中1) 行木 梓紗(中1)

27 /   4 UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI2 人君に出会えたから山本 乃々花(中2) 相原 萌花(中1)

28 /   5 ユニサイクルなぎさ2 人STORY峯井 優穂(中1) 渡邊 梓沙(中2)

29 /   6 足立/ブルーキャット2 人Show Me How You Burlesque扇谷 明日香(中2) 縄田 彩貴(中1)



通算演技順/演技順 チーム名/選手名 曲名 団体名人数

クラス番号: OP1 オープン・ペア小学生以下の部
30 /   1 船橋市一輪車協会2 人We are the music高橋 春菜(小5) 谷内 妃那(小5)

31 /   2 かまくら一輪車クラブ2 人Nobody Perfect小田部 帆夏(小6) 曽根 萌那(小6)

クラス番号: OP2 オープン・ペア中学生以下の部
32 /   1 H.Mユニサイクル2 人感謝横田 夏実(中1) 大貫 奈々(中1)

33 /   2 船橋市一輪車協会2 人Right In Front Of You大野 美咲(中1) 前岸 利奈(中1)

34 /   3 一輪車クラブミルキーズ2 人仮面舞踏会井汲 百花(中2) 溝口 捺苗(小6)

35 /   4 ユニサイクルスマイル2 人Mary白井 万葉(中3) 小暮 春吹(中1)

36 /   5 ユニサイクル野川2 人ＧＹＰＳＹ　ＤＡＮＣＥ近藤 充花(中3) 近藤 由基(中1)

37 /   6 足立/ラビット＆マウスⅡ2 人Ｄａｍａｇｅ佐藤 璃音(中3) 水村 美結(中2)

38 /   7 足立/ラビット＆マウスⅡ2 人人魚の声福壽 美優(中3) 染谷 愛莉(中2)

39 /   8 松戸一輪車クラブ　ＭＩＣ2 人日高見山嶺木村 理子(中3) 木村 柊弥(中3)

クラス番号: OP3 オープン・ペア高校生以上の部
40 /   1 福島桜UC2 人PROBLEM＆BANG　BANG佐藤 小雪(中3) 大波 瑠那(16)

41 /   2 牛込一輪車クラブ2 人ＳＨＵＴＳＵＪＩＮ鈴木 佳菜(高2) 齋藤 なつき(高1)

42 /   3 足立/ラビット＆マウスⅡ2 人鳥よ須賀 友美(高2) 溝口 麻也(高2)

43 /   4 松戸一輪車クラブ　ＭＩＣ2 人SE・TSU・NA・KU・TE小安 清楓(高2) 平山 遥夏(中2)

44 /   5 福島桜UC2 人仮面舞踏会松村 玲亜(15) 松村 玲美(18)

クラス番号: OS1 オープン・シングル・小学生以下の部
1 /   1 ユニサイクルAmi☆長泉1 人あなたに恋をしてみました 前田 佳那(小4)

2 /   2 かまくら一輪車クラブ1 人Can't Nobody鈴木 栞羅(小5)

3 /   3 Unicycle新宿Azalea1 人Believe林 真佑(小6)

クラス番号: OS2 オープン・シングル・中学生以上の部
4 /   1 足立/ﾚｯﾂｺﾞー1 人Shooting  Star三木 二葉(中1)

5 /   2 UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI1 人BF小野 寧音(中1)

6 /   3 足立/ブルーキャット1 人おひさま～大切なあなたへ木暮 柚花(中1)

7 /   4 牛込一輪車クラブ1 人ＳＴＡＲＤＵＳＴ　ＩＮ　ＭＹ　ＥＹＥＳ吉池 南穂(中1)

8 /   5 UC目黒1 人ダンスダンスデカダンス香野 楽(中1)

9 /   6 川崎渡田一輪車クラブ1 人I Just Live A Lie清水 美乙(中2)

10 /   7 福島桜UC1 人Poison佐藤 小雪(中3)

11 /   8 足立/ラビット＆マウスⅡ1 人Ａlwaｙｓ　Be　Your　Girl野村 睦季(高2)

12 /   9 静岡市西奈児童館一輪車クラブ1 人アナと雪の女王セレクション石川 由美(19)

13 / 10 Ｕ.Ｃ.シューティングスター1 人Ａｃｃｏｒｄｉｎｇ　Ｔｏ　Ｙｏｕ瀬戸 澪奈(21)



通算演技順/演技順 チーム名/選手名 曲名 団体名人数

クラス番号: B ビギナーグループ演技　小学3年生以下
14 /   1 Futuring　Girls フューチャリング ガールズ6 人ごめんなさいのKissing You

長谷川 伶 (小3) 富澤 瑠陽菜 (小3) 寺島 恵美 (小3) 小坂 天乃 (小3) 岡崎 葵衣 (小3) 上田 奈央子 (小3)
15 /   2 シェリーズ　 ミラクルチェリー10 人Vacation

波岡 怜央 (小2) 一色 健太 (小2) 音喜多 世徠 (小2) 藤田 咲良子 (小2) 荻原 未羽 (小2) 豊嶋 美日 (小2)
三島 瑞穂 (小2) 黒川 響葵 (小3) 宮村 花音 (小3) 森 陽菜 (小3)

クラス番号: N ノービスグループ演技
16 /   1 milky quartz Unicycle新宿Azalea8 人未来のミュージアム

青山 莉奈 (小1) 原口 絢歌 (小2) 前川 英莉香 (小2) 鈴木 由良璃 (小2) 山下 遥 (小2) 山口 三真 (小3)
渡邊 綾音 (小4) 青山 莉穂 (小4)

17 /   2 ふぇありーず UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI14 人手をつなごう
松本 実己 (小2) 多地 観海 (小2) 石橋 麻結佳 (小2) 渡辺 愛菜 (小3) 高瀬 優香 (小3) 杉浦 優衣 (小3)
中澤 夏菜 (小3) 落合 美月 (小3) 藤間 海音 (小3) 山本 珠希 (小3) 内山 沙惠 (小3) 岡田 花蓮 (小4)
原田 真衣 (小4) 豊田 蓮華 (小4)

18 /   3 バンビーナ 足立/ラビット＆マウスⅡ6 人Doragon　Night
山田 未来 (小2) 本田 仁菜 (小2) 菊地 寿杏 (小3) 松田 心音 (小4) 本田 莉子 (小4) 清水 優芽 (小4)

19 /   4 チェリーベリー 一輪車クラブミルキーズ8 人ファミリーパーティ
小松 暖佳 (小1) 大塚 音瑠 (小2) 鈴木 里歩 (小2) 大橋 清美 (小2) 清水 璃名 (小3) 古川 夏羽 (小3)
島崎 咲來 (小4) 近山 恵愛 (小4)

20 /   5 インディペンデンス 一輪車クラブ　ひの7 人東京VICTORY
斎藤 莉香 (小3) 岩川 瑳月 (小3) 中寺 曹太 (小3) 福原 千鶴 (小4) 嶋津 愛海 (小4) 渡利 萌 (小4)
富田 双葉 (小5)

21 /   6 キューティーレインボー 足立/ブルーキャット5 人心のプラカード
望月 徠蘭 (小3) 浅川 真帆 (小3) 久保 遥夏 (小4) 村田 梨沙 (小4) 福岡 彩香 (小5)

22 /   7 チェリーブロッサム 福島桜UC8 人言の葉
大友 那菜 (小4) 吉田 宇希 (小4) 中村 桜 (小4) 林部 楓 (小4) 阿部 万莉 (小5) 林部 萌衣 (小5)
高橋 陽菜 (小5) 大河原 心奈 (小5)

23 /   8 ミラクル・エンジェルズ JUA藤枝支部 Ｕ.Ｃ.藤枝6 人手を握って歩きたい
鈴木 琴葉 (小1) 荒木 悠羽 (小3) 鈴木 楓佳 (小3) 仲谷 愛海 (小4) 磯崎 永波 (小4) 横田 夏萌 (小5)

24 /   9 Copain ユニサイクルスマイル10 人Raining　Sunshine
櫻井 彩花 (小1) 北川 颯姫 (小2) 鹿間 悠花 (小3) 西島 咲 (小3) 座間 若菜 (小3) 土屋 朱己奈 (小4)
小暮 瑚雪 (小4) 中村 歩香 (小5) 土屋 和奏 (小6) 小林 凜々子 (小6)

クラス番号: G1 ジュニア・ グループ小学生4年生以下の部
25 /   1 JAM 松戸一輪車クラブ　ＭＩＣ5 人じょんからロック

森山 明音 (小2) 藤井 志織 (小2) 橘内 瑠那 (小2) 根本 結子 (小3) 篠﨑 郁弥 (小3)
26 /   2 STAR CATS かまくら一輪車クラブ5 人Mole Mole

佐藤 輝 (小2) 山田 雪楽 (小3) 下窄 樹理 (小3) 齊藤 美月 (小3) 山田 彩晴 (小4)
27 /   3 ベリーズ ミラクルチェリー11 人RPG

近藤 那奈 (小3) 三島 妃奈 (小3) 永井 佑佳 (小3) 首藤 凛香 (小4) 大坪 桃子 (小4) 明星 耀 (小4)
波岡 璃央 (小4) 一色 里菜 (小4) 大谷 愛和 (小4) 関原 理央 (小4) 飯田 梛菜 (小4)

クラス番号: G2 ジュニア・ グループ小学生の部
28 /   1 AQUA’８９ 足立/ﾚｯﾂｺﾞー5 人あなたに恋をしてみました

川島 仁美 (小3) 中曽根 心梛 (小4) 田澤 綾花 (小5) 木原 苺花 (小5) 川島 菜々美 (小5)
29 /   2 Cheerful　girls ＫＳＵＣ5 人ファンタジー

矢萩 千夏 (小3) 寺田 和叶 (小4) 立花 花 (小5) 安部 結梨奈 (小5) 鈴木 星七 (小5)
30 /   3 MIRACLE　ANGELS 大師地区一輪車クラブＵＤＡ6 人The Winner Takes It All　

福田 真子 (小4) 古澤 綾菜 (小6) 福田 莉子 (小6) 新妻 萌奈美 (小6) 佐藤 朱夏 (小6) 赤城 澪 (小6)
31 /   4 シューティングスターＪｒ． Ｕ.Ｃ.シューティングスター4 人イチゴ ツブツブ ROOCK’Ｎ’ＲＯＬＬ

遠藤 真風 (小4) 野島 円 (小5) 加藤 陽香 (小6) 大川 美祐 (小6)
32 /   5 ブルーレインボー 茅ヶ崎梅田めりーごーらんど5 人ファミリーパーティー

和田 悠花 (小2) 戸川 瑠菜 (小2) 飯田 琴莉 (小2) 石谷 心咲 (小5) 金田 知佳 (小6)
33 /   6 スィートエンジェル 船橋市一輪車協会9 人恋する季節

前岸 梨音 (小3) 宮田 ゆり子 (小4) 竹林 千珠 (小4) 粕谷 瑚子 (小4) 沼田 和佳奈 (小5) 市川 聖恋 (小5)
石井 希実 (小5) 平野 汐莉 (小6) 狩野 渚 (小6)

34 /   7 moon stone Unicycle新宿Azalea10 人GIFT
原口 桃歌 (小4) 前川 仁知香 (小4) 佐々木 優凪 (小4) 長岡 彩奈 (小4) 國場 彩織 (小4) 谷本 桜子 (小4)
井口 流依 (小5) 井上 まこと (小5) 氏森 杏樹 (小6) 林 真佑 (小6)

35 /   8 LINK 松戸一輪車クラブ　ＭＩＣ8 人木枯らしに抱かれて
大西 真弘 (小4) 吉田 万葉 (小5) 森山 凛保 (小5) 根本 響子 (小6) 高野 なつみ (小6) 篠塚 夏生 (小6)
大西 優輝 (小6) 浮谷 雛梨 (小6)



通算演技順/演技順 チーム名/選手名 曲名 団体名人数

36 /   9 グリーンアップル 一輪車クラブミルキーズ8 人生まれて初めて
平野 夏美 (小4) 佐々木 裕生 (小4) 溝口 美咲 (小4) 坂本 春果 (小5) 島田 結希 (小5) 大橋 広美 (小5)
小松 新奈 (小6) 桜井 夏妃 (小6)

37 / 10 Shine flower UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI9 人We Don’ t Stop
相原 乙葉 (小3) 加地 保乃香 (小4) 三原 千明 (小4) 加藤 つぐみ (小5) 高橋 南々美 (小5) 田原 空 (小5)
小林 千紗 (小6) 岩崎 響 (小6) 新城 きらは (小6)

38 / 11 銀河旋律 船橋市立飯山満南小学校8 人ダイナミック琉球
古作 美千瑠 (小6) 松島 彩愛 (小6) 久米 このみ (小6) 野口 葵叶 (小6) 安本 幸希 (小6) 林 明莉 (小6)
金森 絢女 (小6) 下関 凜子 (小6)

クラス番号: G3 ジュニア・グループ中学生以上の部
39 /   1 ブリング☆リング 足立/ブルーキャット7 人The Legend of Mythica

重徳 真子 (小2) 重徳 理子 (小4) 徳永 光莉 (小5) 縄田 里彩 (小5) 小谷 美詩海 (小6) 若尾 果南 (小6)
森下 あか恵 (中1)

40 /   2 ブラックパンサー 一輪車クラブミルキーズ10 人Believe～永遠の絆～
山本 珠莉 (小6) 藤野 真愛 (小6) 佐々木 春和 (小6) 溝口 捺苗 (小6) 大橋 美幸 (中1) 田頭 悠花 (中1)
塩澤 夏歩 (中1) 関 彩乃 (中1) 秋元 悠里 (中1) 井汲 百花 (中2)

41 /   3 チェリーズ ミラクルチェリー12 人愛唄
河原 愛華 (小5) 牛田 麻美子 (小5) 児玉 光希 (小5) 中島 朱音 (小5) 芳賀 環 (小5) 池田 萌 (小6)
横井 海音 (小6) 永井 文佳 (小6) 中島 希空 (中1) 長野 千秋 (中1) 岡本 麗 (中1) 那須 未佑 (中2)

42 /   4 Dreamin' 11 御殿山ドリームＵＣ9 人with you
中澤 楓 (中1) 佐藤 美雅 (中1) 神鳥 萌 (中1) 吉田 ひな (中2) 芳賀 響 (中2) 小野寺 咲友 (中2)
小野里 若葉 (中2) 小野里 菜摘 (中3) 角田 結 (中3)

43 /   5 USHIGOME ★STARS 牛込一輪車クラブ20 人あながたいればOK!
余 有俐 (小2) 山崎 真央 (小2) ｿｰﾝﾁｬﾝ 美香 (小2) 新倉 知恵 (小3) 岡田 衿奈 (小3) 杉田 珠江 (小3)
小野 藍 (小4) 渡邊 圓 (小4) 本田 優佳 (小4) 高野 栞奈 (小4) 小山 真由 (小5) 大高 萌 (小5)
小林 桃萌乃 (小5) 寺町 彩香音 (小6) 吉池 南穂 (中1) 木村 真子 (中3) 齋藤 なつき (高1) 下山 唯理音 (高2)
鈴木 佳菜 (高2) 鈴木 里奈 (20才)

クラス番号: OG1 オープン・ グループ小学生以下の部
44 /   1 ハッピーフェアリー 船橋市一輪車協会7 人花は桜君は美し

久保田 友貴 (小4) 野尻 弥音 (小5) 谷内 妃那 (小5) 高橋 春菜 (小5) 吉本 紗彩 (小6) 湯上 真央 (小6)
久保田 彩未 (小6)

45 /   2 Bond　of　the　SOUL ＫＳＵＣ6 人Ｒ．Ｙ．Ｕ．Ｓ．Ｅ．Ｉ．
中森 夏惟 (小4) 佐藤 蘭 (小5) 土居 かほる (小6) 福原 睦 (小6) 梅田 有里 (小6) 矢萩 凜子 (小6)

46 /   3 NEO かまくら一輪車クラブ9 人K
永井 久瑠美 (小4) 鈴木 栞羅 (小5) 佐藤 晴夏 (小5) 齊藤 菜月 (小5) 横山 あずさ (小5) 友松 莉子 (小5)
和久田 鈴子 (小6) 曽根 萌那 (小6) 小田部 帆夏 (小6)

クラス番号: OG2 オープン・グループ中学生以上の部
47 /   1 ス☆テ☆ラ’８９ 足立/ﾚｯﾂｺﾞー8 人アジアの海賊

三木 二葉 (中1) 行木 梓紗 (中1) 富永 梨月 (中1) 鈴木 遥々 (中1) 川島 香澄 (中1) 小野 遥香 (中1)
大澤 穂香 (中1) 飯島 未歩 (中1)

48 /   2 フォーエバー 一輪車クラブ　ひの9 人Sarabande
加澤 咲 (小5) 小松 藍子 (小5) 飯島 奏美 (小6) 北島 らら (小6) 岩川 瑞季 (小6) 加澤 唯 (中1)
柳澤 萌里 (中1) 亀田 佳奈海 (中1) 小松 萌子 (中1)

49 /   3 Blue fantasy 足立/ブルーキャット6 人You raise me up
縄田 彩貴 (中1) 小山 楓 (中1) 木暮 柚花 (中1) 島田 ひなた (中1) 佐々木 栄香 (中1) 扇谷 明日香 (中2)

50 /   4 ふぇす UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI10 人君に届け
多地 菜々美 (小4) 佐々木 亜美 (小5) 相原 千夏 (小5) 山岸 桜 (小6) 志田 実咲 (中1) 相原 萌花 (中1)
小野 寧音 (中1) 吉田 夏帆 (中1) 山本 乃々花 (中2) 岩下 千花 (中3)

51 /   5 ユニサイクルのがわ ユニサイクル野川7 人ＭＡＲＩＡ
本田 エレナ (中1) 柴崎 希寧 (中1) 近藤 由基 (中1) 中尾 珠希 (中2) 森田 幸乃 (中3) 近藤 充花 (中3)
赤坂 佳沙未 (中3)

52 /   6 スノーホワイト 足立/ラビット＆マウスⅡ11 人Ａve　Maria
安藤 美月 (中1) 古谷 凪 (中1) 福壽 真優 (中2) 林 百合菜 (中2) 小出 花菜 (中2) 神定 寿江 (中2)
染谷 愛莉 (中2) 水村 美結 (中2) 古谷 萌 (中3) 福壽 美優 (中3) 佐藤 璃音 (中3)

53 /   7 Platinum 松戸一輪車クラブ　ＭＩＣ12 人Alfama
篠﨑 ことみ (中1) 大川 愛理 (中1) 阿部 詩音 (中1) 安田 七月 (中2) 川下 莉奈 (中2) 平山 遥夏 (中2)
木村 柊弥 (中3) 木村 理子 (中3) 長谷川 真夕 (高1) 小安 清楓 (高2) 篠塚 葉月 (高2) 鈴木 裕子 (18才)



記号 団体名 代表者名 住所

BLC 足立区一輪車連盟（ブルーキャット） 小山　ゆかり 東京都足立区梅田
LTG 足立区一輪車連盟　レッツゴークラブ 鈴木由美子 足立区西新井本町
RAM 足立区一輪車連盟(ラビット＆マウスⅡ) 岩田　鉱一 東京都足立区鹿浜
AMI ユニサイクルAmi☆長泉 神谷　耕廣 静岡県駿東郡長泉町南一色
FGS フューチャリング　ガールズ 富澤　顕 東京都品川区東大井
FHM 船橋市立飯山満南小学校 熊谷　誠 （学校）千葉県船橋市飯山満町1-954-4
FSU 福島桜UC 松村美保子 福島県福島市宮代字堂ノ前
FUI 船橋市一輪車協会 玉川　英明 千葉県船橋市前原東
GYD 御殿山ドリームUC 佐藤　朱美 東京都品川区
HIK 一輪車クラブひの 片野淑江 東京都日野市石田
HMU 船橋市立飯山満南小学校　一輪車部 熊谷　誠 千葉県船橋市
ICM 一輪車クラブ　ミルキーズ 関　智子 東京都中野区野方
KAM かまくら一輪車クラブ 鈴木玲子 神奈川県鎌倉市台
KSU ＫＳＵＣ 和嶋　猛 神奈川県横浜市戸塚区小雀町
KWC 川崎渡田一輪車クラブ 玉橋美咲子 神奈川県川崎市川崎区大島上町
MCU ミラクルチェリー 岡本れい子 東京都品川区東五反田
MIC 松戸一輪車クラブＭＩＣ 木村　紋子 千葉県松戸市牧の原
NAG ユニサイクルなぎさ 和泉田祥一 東京都江戸川区南葛西
NIS 静岡市西奈児童館一輪車クラブ 市川　享利 静岡市葵区七番町
PIE 江戸川一輪車クラブ　ぴえろ 佐藤敏夫 東京都江戸川区
UCB ユニサイクルちば 黒木　龍夫 千葉県千葉市花見川区千草町
UCF UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI 神代　洋一 東京都目黒区南
UCM UC目黒 香野  茜 東京都目黒区碑文谷
UCS Ｕ.Ｃ.シューティングスター 小山　健 静岡県沼津市大岡
UDA 大師地区一輪車クラブＵＤＡ 吉田智康 神奈川県川崎市川崎区伊勢町
UFJ JUA藤枝支部 U.C.藤枝 關　重美 静岡県藤枝市清里
UFO Unicycle　Family　Oda 千田　和隆 神奈川県川崎市川崎区小田
UMG 茅ケ崎梅田めりーごーらんど 山崎　剛 茅ヶ崎市矢畑
UNN ユニサイクル野川 長谷川　敏彦 東京都町田市三輪緑山
USA Unicycle新宿Azalea 小原聖子 東京都新宿区細工町
USH 牛込一輪車クラブ 下山はるみ 東京都新宿区細工町
ＵＳＭ ユニサイクルスマイル 清水　友夏里 神奈川県座間市相武台

氏名 所属

林田  さやか 
尾形亜希 日本一輪車協会公認審査員
須郷真弥 日本一輪車協会公認審査員
徳田  壮俊 日本一輪車協会公認審査員
石田  祐 Unicycle新宿Azalea
茨木  麻衣 IEG一輪車クラブ
岩柳  美希 一輪車クラブひの
佐藤春佳 新百合丘一輪車クラブ
田上絢子 新百合丘一輪車クラブ
友利  花珠子 船橋市一輪車協会
松田  悠 川崎渡田一輪車クラブ

出場団体

審査員

日本一輪車協会公認審査員




