
◆2歳スタートリスト

出走 ゼッケン 出場者なまえ 性別 地域 チーム名

第1組 201 ｻｶｲ ﾖｳ 男 富山県

第1組 203 ﾀﾔ ﾄｳｶﾞ 男 石川県

第1組 204 ｵﾀﾞ ｲｵ 男 富山県 T.H.Kids

第1組 207 ｷﾂﾅｲ　ｾｲﾗ 女 愛知県 ｵﾏﾘｰｽﾞ

第1組 208 ﾆｲﾓﾄ　ﾀｲｶﾞ 男 石川県

第1組 211 ｲﾑﾗ ﾙｲ 男 石川県 カブキックライダース

第1組 213 ﾊﾗ ｹﾝﾄ 男 石川県

第1組 215 ｼﾞｮ ﾎﾝｾｲ 男 中国 PUKY

第2組 202 ｷﾄﾞ ﾕｳ 男 石川県

第2組 205 ｶﾅｵｶ ﾌﾀﾊﾞ 女 富山県

第2組 206 ﾐｽﾞｼﾏ　ｼｮｳﾀﾛｳ 男 石川県

第2組 209 ﾐﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男 石川県

第2組 210 ﾁｮｳ ｶｾﾝ 女 中国 PUKY

第2組 212 ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾄ 男 愛知県 wildrunner

第2組 214 ｷﾀﾞ ｿｳﾀ 男 石川県 バルバクラブハクサン

アローレカップ　温泉ライダーキッズ in 加賀温泉郷
スタートリスト



◆3歳スタートリスト

出走 ゼッケン 出場者なまえ 性別 地域 チーム名

第1組 302 ｳｴﾀﾞ ｱｵｲ 女 石川県 Ken Rock Stars

第1組 310 ﾀｹﾏｻ ｷﾞﾝﾄ 男 京都府 ELEVEN

第1組 314 ﾑﾗﾓﾄ ｱｻﾋ 女 石川県

第1組 317 ﾅｶｵｶ　ﾛｸｼｮｳ 男 石川県

第1組 319 ﾐﾀﾑﾗ ｼｭﾝ 男 福井県

第1組 321 ｶﾄﾞｲ ｼｮｳﾀ 男 石川県 ショータマーン

第1組 322 ｽｽﾞﾅｲ　ﾄﾓｷ 男 富山県

第1組 325 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 女 京都府 BLUE SISTERS

第1組 327 ｲｪ ﾍﾟｲｺｳ 男 中国 PUKY

第1組 331 ｷﾀﾞﾆ ﾄｳｱ 男 石川県 ネイバーズ

第1組 333 ｼﾞｹﾞ ｼｭｳﾄ 男 石川県 四代目JSB

第2組 301 ﾔﾁ ﾐｷﾄ 男 石川県 AKICHI☆ライダーズ

第2組 304 ﾜﾁｶﾞｲ ｹｲﾏ 男 福井県

第2組 305 ﾀﾏｶﾞﾜ ｹｲﾏ 男 福井県

第2組 309 ﾖｼｳﾗ ｼﾞﾝﾀ 男 富山県

第2組 311 ﾏｽﾅｶﾞ ﾘｮｳﾔ 男 石川県 パワーキック

第2組 313 ｼﾅﾉ ｶﾞｸ 男 石川県 KenRockＳtars

第2組 318 ｱｲﾊﾗ ﾕｳｷ 女 愛知県

第2組 324 ｲﾜｸﾗ ﾘｮｳ 男 石川県

第2組 329 ﾁｮｳ ｺﾞｳﾙｲ 男 中国 PUKY

第2組 330 ｲﾄｳ　ｶﾉﾝ 女 東京都

第2組 332 ｼﾐｽﾞ ﾊｾﾀﾞｲ 男 大阪府 BRAVE RIDERS

第3組 303 ﾙ ｳｻﾞﾜ 男 中国 PUKY

第3組 306 ﾏﾂｶﾜ ｿｳｲ 男 石川県

第3組 307 ｼﾝﾀﾆ ｿﾗ 男 石川県

第3組 308 ｻｶｶﾞﾐ ｱﾔﾄ 男 石川県 Ken Rock Stars

第3組 312 ﾀｼﾞｶ ﾐﾕｷ 女 岐阜県 みゆきた

第3組 315 ｵｶ　ﾘｮｳﾀ 男 石川県

第3組 316 ｲｽﾞﾐ ﾘｭｳｾｲ 男 富山県

第3組 320 ﾋｴﾀﾞ ﾅﾂｺ 女 石川県 KenRockStars 

第3組 323 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲｽｹ 男 富山県

第3組 326 ｵｳ ｲﾌｧﾝ 男 中国 PUKY

第3組 328 ｽｽﾞｷ ｿｳｼ 男 石川県



◆4歳スタートリスト

出走 ゼッケン 出場者なまえ 性別 地域 チーム名

第1組 404 ﾊﾔｼ ﾀｸﾄ 男 福井県 バルバキッズ寺木

第1組 408 ｵｶ ﾐｵｺ 女 愛知県 ONE STEPPERS

第1組 411 ｻｶｲ ｿｳ 男 富山県

第1組 418 ｵﾊﾞﾀ ﾖｳﾀ 男 富山県

第1組 424 ﾌｼﾞｵ ｲｯﾃﾂ 男 石川県

第1組 431 ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 男 福井県

第1組 433 ｳｴﾀﾞ ｼｭｳｽｹ 男 石川県 Ken Rock Stars

第1組 436 ｵｵｲｼ　ﾘﾋﾄ 男 滋賀県 ｲﾅｽﾞﾏﾋﾞｯｸﾞｽﾄｰﾝｽﾞ

第1組 437 ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 男 愛知県 THRAPPY

第2組 401 ﾅｶﾉ ｶｲｼ 男 石川県

第2組 407 ﾊｯﾄﾘ ﾐｽﾞｷ 男 石川県 AKICHI☆ライダーズ

第2組 414 ｲｲﾇﾏ ｿｳﾀ 男 岐阜県 オマリーズ

第2組 420 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 男 石川県

第2組 421 ｵﾉﾀﾞ ﾘｷ 男 滋賀県 イナズマビッグストーンズ

第2組 422 ﾌｼﾞﾀ ｲｵﾘ 女 富山県

第2組 427 ｳｴﾀﾞ ｶｲﾀ 男 石川県

第2組 428 ｶﾂﾀﾞ ｱｻﾋ 男 石川県 Ken Rock Stars

第2組 429 ﾁﾉ　ﾕｳｷ 男 長野県 Freedom Bikes

第3組 402 ﾃﾞﾑﾗ ﾊﾙｷ 男 石川県

第3組 406 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｸﾄ 男 奈良県 リクトGO!GO!

第3組 409 ｽｳﾞｧｼｪｰﾝｺ ｱﾚｸｾｲ 男 富山県 LINO KEIKI

第3組 410 ﾑﾗｶﾐ ﾒｲ 女 奈良県

第3組 416 ﾔﾏｼﾀ　ﾊﾙ 男 三重県 ONE STEPPERS

第3組 417 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾄ 男 京都府 ELEVEN 

第3組 426 ｶﾈﾀﾞ ﾀｹﾙ 男 大阪府 MONSTER LABO

第3組 430 ﾂﾁﾔ ｿｳｼ 男 岐阜県

第3組 432 ｲﾉｳｴ ｽﾊﾞﾙ 男 兵庫県 BRAVE RIDERS

第4組 403 ﾏﾝｸﾓ　ﾂﾊﾞｻ 男 大阪府 楽しく走ろう.com

第4組 405 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾀ 男 福井県 バルバキッズ寺木

第4組 412 ﾑﾗﾏﾂ ｹﾞﾝｽｹ 男 石川県

第4組 413 ﾐﾅﾐｶﾜ ｼﾞﾝﾄ 男 石川県

第4組 415 ｶﾅｵｶ ｲﾁﾀ 男 富山県

第4組 419 ﾌﾅｷ　ｹｲｺﾞ 男 石川県 AKICHI☆ﾗｲﾀﾞｰ

第4組 423 ｵﾔﾏ ﾑｷﾞﾄ 男 石川県 Ken rock stars

第4組 425 ｶﾈﾀﾞ ﾔﾏﾄ 男 大阪府 MONSTER LABO

第4組 434 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｲｾｲ 男 兵庫県 Wild Boar Kids'

第4組 435 ﾁｮｳ ﾕｳｾﾝ 女 中国 PUKY



◆5・6歳スタートリスト

出走 ゼッケン 出場者なまえ 性別 地域 チーム名

第1組 502 ｷﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 男 新潟県 横浜本牧レーシング

第1組 506 ｸﾒ ﾕｳﾄ 男 千葉県

第1組 513 ｲﾅｶﾞｷ　ﾌｳｶ 女 奈良県 TEAM LAGP

第1組 514 ｼﾝﾀﾆ ｾｲﾔ 男 石川県

第1組 519 ｼｭｳ ｼｼﾝ 女 中国 PUKY

第1組 522 ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 男 大阪府

第1組 523 ｺﾚｴﾀﾞ ｶﾂﾞｷ 男 石川県

第1組 528 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男 愛知県 THRAPPY

第1組 535 ｻﾄｳ ﾖｳﾀ 男 石川県

第2組 508 ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾀ 男 滋賀県 イナズマビッグストーンズ

第2組 509 ｿﾝ ｶﾎﾝ 男 中国 PUKY

第2組 510 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝ 男 福井県

第2組 524 ｵｸﾞﾘ ﾘｮｳﾀ 男 石川県

第2組 525 ｼﾅﾉ ﾕｲ 女 石川県 KenRockＳtars

第2組 526 ｺﾃﾞﾗ ﾕﾗ 男 石川県

第2組 529 ﾉﾑﾗ ﾘｭｳｼﾝ 男 石川県

第2組 530 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ 男 富山県 T.H.Kids

第2組 536 ﾄｶﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 男 兵庫県 The Beast Rider'z

第3組 501 ｼﾊﾞﾀ ｺﾀﾛｳ 男 石川県

第3組 503 ﾔｻﾞﾜ ｼﾄﾞｳ 男 石川県

第3組 504 ﾐﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 男 滋賀県 イナズマビッグストーンズ

第3組 512 ﾀｹﾁ ﾏｻﾙ 男 滋賀県

第3組 516 ﾔﾏﾓﾄ ｱｵﾄ 男 石川県

第3組 517 ｷﾂﾅｲ　ﾚﾝ 男 愛知県 ｵﾏﾘｰｽﾞ

第3組 531 ﾋｴﾀﾞ ﾊﾅｺ 女 石川県 KenRockStars 

第3組 532 ﾖｼﾔﾏ ﾐﾅﾄ 男 京都府 24 twenty four

第3組 534 ﾁｮｳ ｺﾞｳﾘﾝ 男 中国 PUKY

第4組 505 ﾘﾝ ｼｮｳｲ 男 中国 PUKY

第4組 507 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾄ 男 石川県 KABU KICK Riders

第4組 511 ﾄﾘｺﾞｴ ﾉﾉｶ 女 石川県 Ken Rock Stars

第4組 515 ｼﾉ ｲｵﾘ 男 岐阜県

第4組 518 ｵﾀﾞ ｱｻﾋ 女 富山県 T.H.Kids

第4組 520 ｼﾞｹﾞ ﾊﾔﾄ 男 石川県 四代目ＪSB

第4組 521 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男 愛知県 オマリーズ

第4組 527 ｵｶﾞﾀ ﾔﾏﾄ 男 滋賀県 ｲﾅｽﾞﾏﾋﾞｯｸﾞｽﾄｰﾝｽﾞ

第4組 533 ﾖｼﾔﾏ ﾘｸ 男 京都府 24 twenty four



◆ビギナースタートリスト

出走 ゼッケン 出場者なまえ 性別 地域 チーム名

第1組 101 ﾌｸﾅｶﾞ ﾄｳﾀﾛｳ 男 石川県

第1組 102 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 男 石川県

第1組 103 ｵｵｶﾜ ｶﾞｸ 男 石川県

第1組 104 ﾄｸﾉ ﾊﾅ 女 石川県

第1組 105 ｲﾉｳｴ ﾚｲﾅ 女 福井県

第1組 106 ﾑﾗｶﾐ ｳﾀ 男 奈良県

第1組 107 ｶｴﾘﾔﾏ ｺﾉﾊ 女 富山県

第1組 108 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ 男 石川県

第1組 109 ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 男 福井県

第1組 110 ﾏﾂｲ ｼﾉ 女 石川県

第1組 111 ｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 女 富山県

第1組 112 ﾔｽｶﾜ　ｽｽﾞ 女 石川県 Ken Rock Stars

第2組 113 ﾐﾅﾐｶﾜ ﾕｳﾀ 男 石川県

第2組 114 ｶﾘﾉ ｴﾏ 女 石川県

第2組 115 ﾆｼﾀ ﾓﾓ 女 石川県

第2組 116 ﾉﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 男 石川県

第2組 117 ｱｻｵｶ ﾕｳﾄ 男 福井県

第2組 118 ｽｶﾞﾓﾄ ｹﾝﾄ 男 石川県

第2組 119 ｶｻﾏ ｱｵｲ 男 石川県 KABU KICK ライダース

第2組 120 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 男 富山県

第2組 121 ﾆｼﾀ ﾅﾅ 女 石川県

第2組 122 ｻﾄｳ ｿｳｽｹ 男 石川県

第2組 123 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞﾄ 男 石川県 箱宮


