
   2歳クラス 組み合わせ予選スタートリスト

出⾛組 ゼッケン お名前（カナ） 性別 ⽣年⽉ 地域
201 ヨシダ アラタ 男 2017年2⽉ 柏崎市
202 クボ  アオイ 男 2016年8⽉ ⽯川県

1組 203 カザマ ツムギ ⼥ 2016年11⽉ ⻑岡市
204 イカラシ ウタ 男 2017年3⽉ ⻑岡市
205 ヨシザワ トウマ 男 2017年1⽉ 群⾺県

206 コバヤシ リュウヘイ 男 2016年12⽉ ⻑岡市
207 フジワラ セイイチロウ 男 2016年11⽉ 柏崎市

2組 208 ホシカワ アンナ ⼥ 2016年11⽉ 東京都
209 ハラ  シオン 男 2017年11⽉ ⼩千⾕市
210 トオヤマ ルア 男 2016年12⽉ 阿賀野市

2歳クラスレース形式

①組み分け予選 全2組（5名・5名）着順にて本予選の組み分けを
⾏います。

②本予選 全2組（5名・5名）組み分け予選1組 1位・3位・5位
組み分け予選2組 2位・4位 本予選1組
組み分け予選１組 2位・4位 
組み分け予選2組 1位・3位・5位

   本予選2組
③決勝 6名 本予選1組・2組 各組１〜3位



   3歳 ビギナークラス 組み合わせ予選 スタートリスト

出⾛組 ゼッケン お名前（カナ） 性別 ⽣年⽉ 地域
301 タカハシ ユキヤ 男 2016年7⽉ 柏崎市
302 コウラ シン 男 2015年12⽉ 宮城県

1組 303 ヤマギシ ホマレ 男 2015年9⽉ ⻑岡市
304 モリヤマ ウミカ ⼥ 2015年9⽉ ⻑岡市
305 ムロガ ソウタ 男 2016年7⽉ ⻑岡市
306 マツイ  ミワ ⼥ 2015年9⽉ 上越市
307 ワダ  サクヤ ⼥ 2015年9⽉ ⻑岡市
308 シンガイ オウセイ 男 2015年10⽉ 柏崎市

309 トウカイリン ユイト 男 2016年2⽉ 新潟市
310 オオタキ サクタロウ 男 2015年11⽉ 上越市

2組 311 フジサワ ツカサ 男 2015年11⽉ 柏崎市
312 ナカムラ ハジメ 男 2015年9⽉ ⻑岡市
313 イノウエ ユヅキ ⼥ 2015年12⽉ ⻑岡市
314 チュウ ソウタ 男 2015年11⽉ 東京都
315 ヤマモト イチエ ⼥ 2016年4⽉ 新潟市
316 ムラヤマ カケル 男 2016年2⽉ 柏崎市

3歳 ビギナークラスレース形式

①組み分け予選 全2組（8名・8名） 着順にて本予選の組み分けを
⾏います。

②本予選 全2組（8名・8名） 組み分け予選1組 1・3・5・7位
組み分け予選2組 2・4・6・8位

本予選1組
組み分け予選1組 2・4・6・8位
組み分け予選2組 1・3・5・7位

本予選2組
③決勝 6名 本予選1組・2組 各組１〜3位



   3歳 エキスパートクラス 組み合わせ予選 スタートリスト

出⾛組 ゼッケン お名前（カナ） 性別 ⽣年⽉ 地域
351 ミヤシタ ユウケン 男 2016年2⽉ 新発⽥市
352 イズミ ミユ ⼥ 2015年9⽉ 富⼭県

1組 353 チバ ミサキ ⼥ 2016年3⽉ 柏崎市
354 ワタナベ ジン 男 2015年9⽉ 新発⽥市
355 オオタキ ツグル 男 2016年3⽉ 新潟市
356 エンドウ ソウタ 男 2016年4⽉ 新潟市

357 ヨシダ アンジ 男 2015年9⽉ 柏崎市
358 タカハシ コウガ 男 2015年8⽉ ⻑野県

2組 359 ニシザカ レノ ⼥ 2015年11⽉ 新潟市
360 エンドウ ユウマ 男 2016年4⽉ 新潟市
361 セキヤ コタロウ 男 2016年1⽉ 埼⽟県
362 オカヒラ ルイ 男 2015年9⽉ 静岡県

3歳 エキスパートクラスレース形式

①組み分け予選 全2組（6名・6名） 着順にて本予選の組み分けを
⾏います。

②本予選 全2組（6名・6名） 組み分け予選1組 1・3・5位
組み分け予選2組 2・4・6位

本予選1組
組み分け予選1組 2・4・6位
組み分け予選2組 1・3・5位

本予選2組
③決勝 6名 本予選1組・2組 各組１〜3位



   4歳 ビギナー・エキスパートクラス交流レース スタートリスト

出⾛組 ゼッケン お名前（カナ） 性別 ⽣年⽉ 地域
401 ホンダ イツキ 男 2015年5⽉ 刈⽻村
402 タカハシ タダヤ 男 2014年12⽉ 柏崎市

1組 403 タカノ ハルト 男 2014年9⽉ 柏崎市
404 オカムラ ヤマト 男 2015年4⽉ 柏崎市
405 シオバラ サナ ⼥ 2015年2⽉ 新潟市
406 アカガワ ハルカ ⼥ 2015年6⽉ 三条市
451 アサクラ  ユウタ 男 2015年8⽉ 柏崎市

407 コバヤシ ヒナタ 男 2014年9⽉ 柏崎市
408 モリハシ アユム 男 2015年2⽉ 上越市
409 ニゴリカワ ソウシ 男 2015年8⽉ 柏崎市

2組 410 コンドウ ヒバル 男 2015年2⽉ 柏崎市
411 ヨネヤマ シズク ⼥ 2015年6⽉ 柏崎市
412 オカザキ ユキ ⼥ 2014年12⽉ 柏崎市
452 スナハラ レオ 男 2014年12⽉ 燕市

413 マツモト ハルキ 男 2015年3⽉ ⻑岡市
414 ナガヌマ アイト 男 2015年1⽉ 柏崎市
415 イトウ リョウスケ 男 2014年11⽉ 燕市

3組 416 ソデヤマ ツムグ 男 2015年6⽉ ⻑岡市
417 カスガ ユウセイ 男 2015年8⽉ 柏崎市
418 サノ ショウマ 男 2014年12⽉ 柏崎市
453 チュウジョウ トシナリ 男 2015年8⽉ 新潟市

419 オカムラ ヒロト 男 2015年4⽉ 柏崎市
420 イケジマ オウスケ 男 2015年3⽉ 柏崎市

4組 421 イイハマ スバル 男 2015年4⽉ ⻑岡市
422 アオキ カナト 男 2015年2⽉ 北蒲原郡
423 カサイ ソラ 男 2015年7⽉ ⻑岡市
454 トオヤマ レア 2014年9⽉ 阿賀野市



4歳 ビギナークラス レース形式

①組み分け予選 全4組（7名・7名・ 4歳ビギナー・エキスパート交流
7名・6名） レースを⾏う。

②本予選 全4組（6名・6名・ 交流レース1組 1・3・5位
5名・6名） 交流レース2組 2・4・6位

（エキスパートの順位は除く） 本予選1組
交流レース1組 2・4・6
交流レース2組 1・3・5位
（エキスパートの順位は除く） 本予選2組
交流レース3組 1・3・5位
交流レース4組 2・4位
（エキスパートの順位は除く） 本予選3組
交流レース3組 2・4・6位
交流レース4組 1・3・5位
（エキスパートの順位は除く） 本予選4組

③決勝 8名 本予選1〜4組  各組1・2位



４歳 エキスパートクラス 本予選 スタートリスト

出⾛組 ゼッケン お名前（カナ） 性別 ⽣年⽉ 地域
451 アサクラ  ユウタ 男 2015年8⽉ 柏崎市

1組 452 スナハラ レオ 男 2014年12⽉ 燕市
453 チュウジョウ トシナリ 男 2015年8⽉ 新潟市
454 トオヤマ レア 2014年9⽉ 阿賀野市

4歳 エキスパートクラス 決勝 スタートリスト

出⾛組 ゼッケン お名前（カナ） 性別 ⽣年⽉ 地域
451 アサクラ  ユウタ 男 2015年8⽉ 柏崎市

1組 452 スナハラ レオ 男 2014年12⽉ 燕市
453 チュウジョウ トシナリ 男 2015年8⽉ 新潟市
454 トオヤマ レア 2014年9⽉ 阿賀野市

４歳 エキスパートクラスレース 形式

①組み分け予選 全4組（7名・7名・ 4歳ビギナー・エキスパート交流
7名・6名） レースを⾏う。

②本予選 1組（4名）
4名全員本予選へ

③決勝 1組（4名）
4名全員決勝へ



   5歳 ビギナークラス スタートリスト

出⾛組 ゼッケン お名前（カナ） 性別 ⽣年⽉ 地域
501 キタヤマ ヒカル 男 2014年2⽉ 柏崎市
502 カミムラ イツキ 男 2014年6⽉ 柏崎市

1組 503 タカハシ リョウタロウ 男 2014年8⽉ ⻑岡市
504 マツイ ショウゴ 男 2013年11⽉ 上越市
505 コイデ シンバ 男 2014年1⽉ ⻑岡市
506 コバヤシ ヒサシ 男 2013年11⽉ ⻑岡市

507 ホシノ ハルマ 男 2014年2⽉ 柏崎市
508 シラスギ ソウタ 男 2013年10⽉ ⻑岡市

2組 509 ヤマグチ アツシ 男 2014年4⽉ ⻑岡市
510 カサハラ アオイ 男 2014年2⽉ 上越市
511 ソガ キズナ ⼥ 2014年2⽉ ⻑岡市
512 カワライ ヒロキ 男 2014年4⽉ 三条市

513 コウラ サユキ ⼥ 2014年2⽉ 宮城県
514 イカラシ ココロ 男 2014年8⽉ ⻑岡市

3組 515 ワダ チハヤ 男 2014年1⽉ ⻑岡市
516 マルヤマ ユウア 男 2014年8⽉ ⻑岡市
517 コイケ ユウト 男 2014年2⽉ ⼩千⾕市

5歳 ビギナークラス レース形式

①組み分け予選 全3組（6名・6名・ 着順にて本予選の組み分けを
5名） ⾏います。

②本予選 全3組（5名・6名・ 組み分け予選1組 1・４位
6名） 組み分け予選2組 2・5位

組み分け予選3組 3位
本予選1組

組み分け予選1組 3・6位
組み分け予選2組 1・4位
組み分け予選3組 2・5位

本予選2組
組み分け予選1組 2・5位
組み分け予選2組 3・6位
組み分け予選3組 1・4位

本予選3組
③決勝 6名 本予選1〜3組 各組1・2位



5歳 エキスパートクラス スタートリスト

出⾛組 ゼッケン お名前（カナ） 性別 ⽣年⽉ 地域
551 タカハシ ツカサ 男 2014年5⽉ 柏崎市

1組 552 カザマ  アヤト 男 2013年12⽉ ⻑岡市
553 アラカワ ハジメ 男 2014年8⽉ 上越市

554 セキネ シュン 男 2013年12⽉ 新潟市
2組 555 ホシカワ タイジュ 男 2014年10⽉ 東京都

556 コヤマ  ヒロト 男 2013年12⽉ 上越市

5歳 エキスパートクラス レース形式
①組み分け予選 全2組（3名・3名） 着順にて本予選の組み分けを

⾏います。
②本予選 全2組（3名・3名） 組み分け予選1組 1・3位

組み分け予選2組 2位
本予選1組

組み分け予選1組 2位
組み分け予選2組 1・3位

本予選2組
③決勝 6名 6名全員決勝へ



   6歳 ビギナー・エキスパートクラス交流レース スタートリスト

出⾛組 ゼッケン お名前（カナ） 性別 ⽣年⽉ 地域
601 シオイリ ヒロト 男 2013年4⽉ ⻑岡市
602 トクナガ リク 男 2013年5⽉ 柏崎市

1組 603 タカハシ リク 男 2013年4⽉ ⼩千⾕市
651 マキグチ ヒロム 男 2013年4⽉ 柏崎市
652 ワタナベ イチヤ 男 2013年6⽉ 新発⽥市
653 ニシザカ ルアト 男 2013年5⽉ 新潟市
654 スダ カイ 男 2013年5⽉ 新潟市

6歳 ビギナークラス 本予選 スタートリスト

出⾛組 ゼッケン お名前（カナ） 性別 ⽣年⽉ 地域
601 シオイリ ヒロト 男 2013年4⽉ ⻑岡市

1組 602 トクナガ リク 男 2013年5⽉ 柏崎市
603 タカハシ リク 男 2013年4⽉ ⼩千⾕市

6歳 ビギナークラス 決勝 スタートリスト

出⾛組 ゼッケン お名前（カナ） 性別 ⽣年⽉ 地域
601 シオイリ ヒロト 男 2013年4⽉ ⻑岡市

1組 602 トクナガ リク 男 2013年5⽉ 柏崎市
603 タカハシ リク 男 2013年4⽉ ⼩千⾕市

6歳 ビギナークラスレース 形式

①組み分け予選 全1組（7名） 6歳ビギナー・エキスパート交流
を⾏う。

②本予選 1組（3名）
3名全員本予選へ

③決勝 1組（3名）
3名全員決勝へ



6歳 エキスパートクラス 本予選 スタートリスト

出⾛組 ゼッケン お名前（カナ） 性別 ⽣年⽉ 地域
651 マキグチ ヒロム 男 2013年4⽉ 柏崎市

1組 652 ワタナベ イチヤ 男 2013年6⽉ 新発⽥市
653 ニシザカ ルアト 男 2013年5⽉ 新潟市
654 スダ カイ 男 2013年5⽉ 新潟市

6歳 エキスパートクラス 決勝 スタートリスト

出⾛組 ゼッケン お名前（カナ） 性別 ⽣年⽉ 地域
651 マキグチ ヒロム 男 2013年4⽉ 柏崎市

1組 652 ワタナベ イチヤ 男 2013年6⽉ 新発⽥市
653 ニシザカ ルアト 男 2013年5⽉ 新潟市
654 スダ カイ 男 2013年5⽉ 新潟市

6歳 ビギナークラスレース 形式

①組み分け予選 全1組（7名） 6歳ビギナー・エキスパート交流
レースを⾏う。

②本予選 1組（4名）
4名全員本予選へ

③決勝 1組（4名）
4名全員決勝へ
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