
★ランニングバイク選手権 in ノエビアスタジアム神戸 2014 年 12 月 7 日 リザルト★ 

【タイムトライアル】 
1 位 松山 海司 煌★RIDERS 兵庫県 

 
【ロングライドチャレンジ】 

1 位 松山 海司 煌★RIDERS 兵庫県 

2 位 村岡 孝星 煌★RIDERS 兵庫県 

3 位 亀山 樹 亀山緑園 広島県 

4 位 横井 源一郎 栗東トレセン@VIT 滋賀県 

5 位 元木 啓一朗 Gusty Monkeys 愛媛県 

6 位 藤中 健士郎 煌★RIDERS 兵庫県 

7 位 北川 大和 KenRockStars 石川県 

8 位 嵯峨 一鷹   京都府 

9 位 小川 隼橙 Team Run★Go 駆 長野県 

 
 
【トーナメント】 
【 ２歳 予選１組 】 

１位 白井 陽都 tomako 大阪府 

２位 重松 春翔   滋賀県 

３位 藤中 晟士郎 煌★RIDERS 兵庫県 

４位 清水 佳久美   大阪府 

 

【 ２歳 予選２組 】 

１位 明石 りんたろう Fast kids 岡山県 

２位 新谷 絆兼 cosmo 大阪府 

３位 渋谷 彩心 B→ts 大阪府 

 

【 ２歳 敗者復活 】 

１位 清水 佳久美   大阪府 

２位 藤中 晟士郎 煌★RIDERS 兵庫県 

３位 渋谷 彩心 B→ts 大阪府 

 

【 ２歳 決勝 】 

１位 白井 陽都 tomako 大阪府 

２位 明石 りんたろう Fast kids 岡山県 

３位 重松 春翔   滋賀県 

４位 清水 佳久美   大阪府 

５位 新谷 絆兼 cosmo 大阪府 

 



【トーナメント】 
【 ３歳 予選１組 】 

１位 太田 湊翼 煌★RIDERS 大阪府 

２位 矢原 颯太郎 Gusty Monkeys 愛媛県 

３位 金川 竜ノ助 Ichi 2 Thunders 京都府 

４位 二之宮 愛彩 ハトポッポライダーズ 大阪府 

５位 能政 佑旭  兵庫県 

 

【 ３歳 予選２組 】 

１位 石丸 颯真 Gusty Monkeys 愛媛県 

２位 大野 颯 niko niko 大阪府 

３位 池上 琢真 Ichi 2 Thunders 京都府 

４位 大西 佑眞 FICUS RACING 兵庫県 

 

【 ３歳 敗者復活 】 

１位 金川 竜ノ助 Ichi 2 Thunders 大阪府 

２位 池上 琢真 Ichi 2 Thunders 京都府 

３位 大西 佑眞 FICUS RACING 兵庫県 

４位 能政 佑旭  兵庫県 

５位 二之宮 愛彩 ハトポッポライダーズ 大阪府 

 

【 ３歳 決勝 】 

１位 太田 湊翼 煌★RIDERS 大阪府 

２位 石丸 颯真 Gusty Monkeys 愛媛県 

３位 矢原 颯太郎 Gusty Monkeys 愛媛県 

４位 金川 竜ノ助 Ichi 2 Thunders 大阪府 

５位 池上 琢真 Ichi 2 Thunders 京都府 

６位 大野 颯 niko niko 大阪府 

 

  



 

【トーナメント】 
【 ４歳 予選１組 】 

１位 玉川 彩人 Fast kids 岡山県 

２位 白井 廉太朗 tomako 大阪府 

３位 一色 洸希 M’s-RACING☆VIT 奈良県 

４位 柴垣 翔成 Ichi 2 Thunders 京都府 

５位 村辻 拓海   大阪府 

6 位 西田 崚太郎  兵庫県 

 

【 ４歳 予選２組 】 

１位 志村 勇樹 煌★RIDERS 兵庫県 

２位 清水 彪大   大阪府 

３位 明石 奉斗 Fast kids 岡山県 

４位 二之宮 悠生 ハトポッポライダーズ 大阪府 

5 位 西原 楽人 Ichi 2 Thunders 大阪府 

 

【 ４歳 予選３組 】 

１位 北川 大和 KenRockStars 石川県 

２位 林 勇吏 BRAVE RIDERS 兵庫県 

３位 渋谷 悠成 B→ts 大阪府 

４位 西原 詩人 Ichi 2 Thunders 大阪府 

5 位 新谷 彪眞 cosmo 大阪府 

 

【 ４歳 敗者復活 1 組 】 

１位 西原 詩人 Ichi 2 Thunders 大阪府 

２位 柴垣 翔成 Ichi 2 Thunders 京都府 

３位 西原 楽人 Ichi 2 Thunders 大阪府 

４位 西田 崚太郎  兵庫県 

 

【 ４歳 敗者復活２組 】 

１位 新谷 彪眞 cosmo 大阪府 

２位 村辻 拓海  大阪府 

３位 二之宮 悠生 ハトポッポライダーズ 大阪府 

 

  



【 ４歳 準決勝 1 組 】 

１位 北川 大和 KenRockStars 石川県 

２位 玉川 彩人 Fast kids 岡山県 

３位 清水 彪大  大阪府 

４位 一色 洸希 M’s-RACING☆VIT 奈良県 

５位 渋谷 悠成 B→ts 大阪府 

６位 新谷 彪眞 cosmo 大阪府 

 

【 ４歳 準決勝２組 】 

１位 志村 勇樹 煌★RIDERS 兵庫県 

２位 林 勇吏 BRAVE RIDERS 兵庫県 

３位 白井 廉太朗 tomako 大阪府 

４位 明石 奉斗 Fast kids 岡山県 

５位 西原 詩人 Ichi 2 Thunders 大阪府 

 

【 ４歳 決勝 】 

１位 志村 勇樹 煌★RIDERS 兵庫県 

２位 北川 大和 KenRockStars 石川県 

３位 白井 廉太朗 tomako 大阪府 

４位 林 勇吏 BRAVE RIDERS 兵庫県 

５位 清水 彪大  大阪府 

６位 玉川 彩人 Fast kids 岡山県 

 

 

【トーナメント】 
【 ガールズ 予選① 】 

１位 金川 葵 Ichi 2 Thunders 京都府 

２位 石丸 真愛 Gusty Monkeys 愛媛県 

３位 重松 さくら  滋賀県 

 

【 ガールズ 予選② 】 

１位 石丸 真愛 Gusty Monkeys 愛媛県 

２位 重松 さくら  滋賀県 

 

【 ガールズ 決勝 】 

１位 石丸 真愛 Gusty Monkeys 愛媛県 

２位 金川 葵 Ichi 2 Thunders 京都府 

３位 重松 さくら  滋賀県 

 



 
【トーナメント】 
【 ５歳 予選１組 】 

１位 亀山 樹 亀山緑園 広島県 

２位 藤中 健士郎 煌★RIDERS 兵庫県 

３位 小川 隼橙 Team Run★Go 駆 長野県 

４位 鶴崎 雄貴 niko niko 兵庫県 

 

【 ５歳 予選２組 】 

１位 池上 諒真 Ichi 2 Thunders 京都府 

２位 元木 啓一朗 Gusty Monkeys 愛媛県 

３位 嵯峨 一鷹   京都府 

 

【 ５歳 敗者復活 】 

１位 小川 隼橙 Team Run★Go 駆 長野県 

２位 鶴崎 雄貴 niko niko 兵庫県 

３位 嵯峨 一鷹   京都府 

 

【 ５歳 決勝 】 

１位 池上 諒真 Ichi 2 Thunders 京都府 

２位 亀山 樹 亀山緑園 広島県 

３位 元木 啓一朗 Gusty Monkeys 愛媛県 

４位 藤中 健士郎 煌★RIDERS 兵庫県 

５位 小川 隼橙 Team Run★Go 駆 長野県 

 

 

 


