
9:45～試走　10:10スタート
女子決勝 男子A決勝

No. 本予選シール 4名 ６名
201 予選１組１位 予選1組1位 1位 本予選1組3位 本予選１組１位
202 予選１組２位 予選2組2位 2位 本予選1組5位 本予選１組２位
203 予選１組３位 予選3組3位 3位 本予選1組7位 本予選２組１位
204 予選１組４位 予選1組4位 4位 本予選2組4位 本予選２組２位
205 予選１組５位 予選2組5位 5位 本予選2組6位 本予選３組１位
206 予選１組６位 予選3組6位 6位 本予選2組8位 本予選３組２位
207 予選１組７位 予選1組7位 7位 本予選3組3位
208 予選１組８位 予選2組8位 8位 本予選3組5位 シール
209 予選２組１位 予選2組1位 1位 本予選3組7位 いちご順位シール シール
210 予選２組２位 予選3組2位 2位 本予選1組4位 いちご順位シール
211 予選２組３位 予選1組3位 3位 本予選1組6位
212 予選２組４位 予選2組4位 4位 本予選1組8位
215 予選２組５位 予選3組5位 5位 本予選2組3位
216 予選２組６位 予選1組6位 6位 本予選2組5位
217 予選２組７位 予選2組7位 7位 本予選2組7位
218 予選２組８位 予選3組8位 8位 本予選3組4位
219 予選３組１位 予選3組1位 1位 本予選3組6位
220 予選３組２位 予選1組2位 2位 本予選3組8位 男子20名
221 予選３組３位 予選2組3位 3位 14名 女子４名
222 予選３組４位 予選3組4位 4位 表彰
223 予選３組５位 予選1組5位 5位 男子6位
224 予選３組６位 予選2組6位 6位 女子３位
225 予選３組７位 予選3組7位 7位
226 予選３組８位 予選1組8位 8位

本予選男子2位まで→いちごシールで決勝へ
本予選女子→いちごシールで女子決勝へ

レースが終わったら、とちキッ
ズ賞をもらってください本予選男子3位以降は、チャレンジへ。

本予選の通過順
位で、グリッド
を選びます。同
着の場合は、く
じで決めます。

本予選同着同士
でくじを引き、
グリッドを選び

ます

予選３組
8名 本予選３組8名 ◎女子：本予選終了後、女

子決勝へ。
◎男子：（女子を抜いて）
本予選２位までは男子決勝
へ。それ以外は、チャレン
ジへ213.214欠番

　カンセキpresents宇都宮シクロクロスキックバイク大会２歳クラス

予選 本予選 男子チャレンジレース
14名

予選１組
8名 本予選１組8名 男子チャレ

ンジ１組

予選２組
8名 本予選２組8名

男子チャレ
ンジ２組



試走11:10～　スタート11:25
女子決勝 男子決勝

NO. シール シール
301 予選１組１位 予選1組1位 1位 本予選1組4位 本予選1組1位 準決勝1組1位
302 予選１組２位 予選1組6位 2位 本予選1組6位 本予選1組3位 準決勝1組2位
303 予選１組３位 予選2組5位 3位 本予選2組5位 本予選2組2位 準決勝1組3位
304 予選１組４位 予選3組4位 4位 本予選2組4位 本予選3組1位 準決勝1組4位
305 予選１組５位 予選4組3位 5位 本予選2組6位 本予選3組3位 準決勝2組1位
306 予選１組６位 予選5組2位 6位 本予選2組8位 本予選4組2位 準決勝2組2位
307 予選１組７位 予選5組7位 ７位 本予選3組8位 本予選5組1位 準決勝2組3位
308 予選１組８位 予選1組2位 1位 本予選4組5位 本予選5組3位 準決勝2組4位
309 予選２組１位 予選1組7位 2位 本予選4組7位 5名 8名
310 予選２組２位 予選2組1位 3位 本予選5組4位 本予選1組2位
311 予選２組３位 予選2組6位 4位 本予選5組6位 本予選2組1位
312 予選２組４位 予選3組5位 5位 本予選1組5位 本予選2組3位
313 予選２組５位 予選4組4位 6位 本予選2組3位 本予選3組2位
314 予選２組６位 予選5組3位 7位 本予選2組5位 本予選4組1位
315 予選２組７位 予選1組3位 1位 本予選2組7位 本予選4組3位
316 予選３組１位 予選1組8位 2位 本予選3組5位 本予選5組2位
317 予選３組２位 予選2組2位 3位 本予選3組7位 15名 男子３１名
318 予選３組３位 予選2組7位 4位 本予選4組4位 女子５名
319 予選３組４位 予選3組1位 5位 本予選4組6位 表彰
320 予選３組５位 予選3組6位 6位 本予選5組5位 男子６位
321 予選３組６位 予選4組5位 7位 本予選5組7位 女子３位
322 予選３組７位 予選5組4位 ８位 16名
323 予選４組１位 予選1組4位 1位
324 予選４組２位 予選2組3位 2位
325 予選４組３位 予選3組2位 3位
326 予選４組４位 予選3組7位 4位
327 予選４組５位 予選4組1位 5位
328 予選４組６位 予選4組6位 6位
329 予選４組７位 予選5組5位 7位
330 予選５組１位 予選1組5位 1位
331 予選５組２位 予選2組4位 2位
332 予選５組３位 予選3組3位 3位
333 予選５組４位 予選4組2位 4位
334 予選５組５位 予選4組7位 5位
335 予選５組６位 予選5組1位 6位
336 予選５組７位 予選5組6位 7位

予選５組
7名 　本予選5組

準決勝同着同士でく
じを引きます

チャレンジ
２組

本予選３組予選３組
7名

１～４位はいちごシール→決勝へ
５位以降は順位シール

レースが終わったら、とちキッズ
賞をもらってください

予選４組
７名 本予選４組

【男子】本予選各組３位までは
準決勝へ。本予選４位以降は、
チャレンジレースへ

【女子】本予選後、女子決勝へ

8人

本予選の順位
で、グリッド
を選びます。

本予選２組
予選２組
7名

準決勝２組 7人

予選1組
８

本予選１組

チャレンジ
１組

準決勝１組

　カンセキpresents宇都宮シクロクロスキックバイク大会　３歳クラス

予選 本予選 男子チャレンジレース 男子準決勝



13:00～試走13:20スタート
女子決勝 男子決勝

NO. シール シール
401 予選１組１位 予選1組1位 1位 本予選1組4位 本予選1組1位 準決勝1組1位
402 予選１組２位 予選1組6位 2位 本予選1組6位 本予選1組3位 準決勝1組2位
403 予選１組３位 予選2組5位 3位 本予選2組5位 本予選2組2位 準決勝1組3位
405 予選１組４位 予選3組4位 4位 本予選2組4位 本予選3組1位 準決勝1組4位
406 予選１組５位 予選4組3位 5位 本予選2組6位 本予選3組3位 準決勝2組1位
407 予選１組６位 予選5組2位 6位 本予選2組8位 本予選4組2位 準決勝2組2位
408 予選１組７位 予選1組2位 1位 本予選4組5位 本予選5組1位 準決勝2組3位
409 予選２組１位 予選1組7位 2位 本予選4組7位 本予選5組3位 4名 準決勝2組4位
410 予選２組２位 予選2組1位 3位 本予選5組4位 8名
411 予選２組３位 予選2組6位 4位 本予選5組6位 本予選1組2位
412 予選２組４位 予選3組5位 5位 本予選2組1位
413 予選２組５位 予選4組4位 6位 本予選1組5位 本予選2組3位
414 予選２組６位 予選5組3位 7位 本予選2組3位 本予選3組2位
415 予選２組７位 予選1組3位 1位 本予選2組5位 本予選4組1位
416 予選３組１位 予選2組2位 2位 本予選2組7位 本予選4組3位
417 予選３組２位 予選2組7位 3位 本予選3組7位 本予選5組2位
418 予選３組３位 予選3組1位 4位 本予選4組4位 15名 男子3０名
419 予選３組４位 予選3組6位 5位 本予選4組6位 女子４名
420 予選３組５位 予選4組5位 6位 本予選5組5位 表彰
421 予選３組６位 予選5組4位 7位 本予選5組7位 男子６位
422 予選３組７位 予選1組4位 1位 15名 女子３位
423 予選４組１位 予選2組3位 2位
424 予選４組２位 予選3組2位 3位
425 予選４組３位 予選3組7位 4位
426 予選４組４位 予選4組1位 5位
427 予選４組５位 予選4組6位 6位
428 予選４組６位 予選5組5位 7位
429 予選４組７位 予選1組5位 1位
430 予選５組１位 予選2組4位 2位
431 予選５組２位 予選3組3位 3位
432 予選５組３位 予選4組2位 4位
433 予選５組４位 予選4組7位 5位
434 予選５組５位 予選5組1位 6位
435 予選５組６位 予選5組6位 7位
404欠番

準決勝同着同士でく
じを引きます

チャレンジ
２組

本予選３組
予選3組7
名 １～４位はいちごシール→決勝へ

５位以降は順位シール

本予選４組

レースが終わったら、とちキッズ
賞をもらってください

予選4組7
名

【男子】本予選各組３位までは
準決勝へ。本予選４位以降は、

チャレンジレースへ

【女子】本予選後、女子決勝へ

本予選５組予選5組6
名

8人
本予選の順位
で、グリッド
を選びます。

本予選２組
予選2組7
名

準決勝２組 7人

予選1組7
名

本予選１組

チャレンジ
１組

準決勝１組

　カンセキpresents宇都宮シクロクロスキックバイク大会　４歳クラス

予選 本予選 男子チャレンジレース 男子準決勝



14:30～試走 14:50スタート
 5.6歳女子決勝 ５歳男子決勝 ６歳男子決勝

シール シール１ シール２ 本予選1組3位 本予選1組1位
601 予選1組1位 予選1組1位 本予選1組5位 本予選1組2位
602 予選1組2位 予選1組5位 本予選1組7位 本予選2組1位
603 予選1組3位 予選2組4位 本予選2組4位 本予選2組2位 3名
604 予選1組4位 予選3組3位 本予選2組6位 ４名 本予選3組1位
605 予選1組5位 予選3組7位 本予選3組3位 本予選3組2位
606 予選1組6位 予選4組2位 本予選3組5位 本予選4組1位
501 予選1組7位 予選4組6位 本予選3組7位 本予選4組2位
502 予選2組1位 予選1組2位 本予選4組4位 8名
503 予選2組2位 予選1組6位 本予選4組6位
504 予選2組3位 予選2組1位 本予選1組4位 ５歳女子2名
505 予選2組4位 予選2組5位 本予選1組6位 ５歳男子21名
506 予選2組5位 予選3組4位 本予選2組3位 ６歳女子2名
507 予選2組6位 予選4組3位 本予選2組5位 ６歳男子3名
508 予選2組7位 予選4組7位 本予選2組7位 表彰
509 予選3組1位 予選1組3位 本予選3組4位 ５歳女子１位
510 予選3組2位 予選1組7位 本予選3組6位 ５歳男子６位
511 予選3組3位 予選2組2位 本予選4組3位 ６歳女子１位
513 予選3組4位 予選2組6位 本予選4組5位 ６歳男子１位
514 予選3組5位 予選3組1位 本予選4組7位
516 予選3組6位 予選3組5位 14名
517 予選3組7位 予選4組4位
518 予選4組1位 予選1組4位
519 予選4組2位 予選2組3位
520 予選4組3位 予選2組7位
521 予選4組4位 予選3組2位
522 予選4組5位 予選3組6位
523 予選4組6位 予選4組1位
524 予選4組7位 予選4組5位

512、515欠番 シールを２枚もらってください。

予選３組
７名

本予選３組
７名

レースが終わったら、とちキッズ賞
をもらってください

予選４組
７名

本予選４組
７名

【5歳男子】本予選２位までは5
歳男子決勝へ。３位以降はチャ
レンジレースへ

【5.6歳女子】本予選後、女子
決勝へ

【6歳男子】6歳男子決勝へ

　カンセキpresents宇都宮シクロクロスキックバイク大会　５.６歳クラス

予選 本予選 5歳男子チャレンジレース

チャレンジ
１組

予選１組
７名

本予選１組
7名

予選２組
７名

本予選２組
７名

チャレンジ
２組


