
【日本選手権男子】
NO. 氏名 年齢 都道府県 所属

1 飯干 守道 29 福岡県 G.A.M / ウイングスTC

2 深浦 祐哉 31 東京都 ハリアーズ/新宿パークホテル

3 森 正 37 三重県 宮川医療少年デュアスロンクラブ

4 高橋 泰夫 43 岡山県 豊和(株)/BOMA/CW-X

5 栗原 正明 23 東京都 国士舘大学

6 藤崎 直哉 26 神奈川県 茅ヶ崎消防

7 濱　由嵩 26 石川県 十四侍/自転車道

8 三木 琢矢 40 兵庫県 AINA AC

9 富田 将茂 22 宮城県 東北大学

10 平松 弘道 30 神奈川県 SUNNY FISH

11 須釜 弘 37 東京都 東京都連合

12 安田 一行 24 神奈川県 神奈川県連合

13 岩沢 広明 22 神奈川県 東海大学

14 木坂 敢 35 石川県 石川県連合

15 吉田 茂樹 22 東京都 明治大学

16 谷澤 薫平 23 東京都 早稲田大学

17 水野 諒太郎 24 東京都 慶應義塾大学

18 早野 貴士 23 神奈川県 日本体育大学

19 上野 祐太朗 21 京都府 同志社大学

20 安井 大樹 22 大阪府 関西大学

21 安田 巧 21 大阪府 近畿大学

22 井上 皓史 24 愛知県 近畿大学

23 榎本 悠希 20 大阪府 関西大学

24 河本 将治 20 広島県 広島大学

25 花沢 朔 20 東京都 明治大学

26 笠井 拓馬 20 京都府 同志社大学

27 丸岡 直記 20 大阪府 同志社大学

28 熊谷 貴成 20 神奈川県 日本体育大学

29 熊谷 太一郎 22 東京都 早稲田大学

30 古杉 徹也 21 京都府 同志社大学

31 戸原 開人 21 千葉県 順天堂大学

32 荒木 俊弥 21 茨城県 筑波大学

33 高松 辰雄 21 神奈川県 日本体育大学

34 今井 隆生 20 東京都 日本体育大学

35 今村 高志 21 神奈川県 国士舘大学

36 佐藤 一樹 21 神奈川県 明治大学

37 佐藤 秀樹 20 宮城県 仙台大学

38 三村 弘一 20 京都府 同志社大学

39 山下 博司 23 兵庫県 関西大学

40 山口 祐太 22 大阪府 同志社大学

41 山田 達也 22 神奈川県 東海大学

42 山田 達郎 24 千葉県 順天堂大学

43 芝原 大樹 20 大阪府 同志社大学

44 若杉 恵夢 21 神奈川県 日本体育大学

45 小田原 道人 23 大阪府 関西大学

46 小林 歩 21 広島県 広島大学

47 松岡 健太郎 19 京都府 同志社大学

48 上村 昌志 22 宮城県 仙台大学

49 神谷 佳祐 22 東京都 日本体育大学

50 水谷 渉 22 神奈川県 東海大学

第１０回日本デュアスロン選手権

2010年3月7日



【日本選手権男子】
NO. 氏名 年齢 都道府県 所属

51 石橋 健志 21 大阪府 同志社大学

52 石倉 恵介 45 茨城県 筑波大学大学院

53 泉地 平良 20 神奈川県 日本体育大学

54 増田 圭佑 22 大阪府 関西大学

55 大曽根　悠太 21 埼玉県 早稲田大学

56 大野 剛 21 神奈川県 東海大学

57 中原 康雄 23 宮城県 仙台大学

58 中塚 貴文 20 京都府 同志社大学

59 中辻 康太 20 京都府 同志社大学

60 田頭 朗央 20 宮城県 東北大学

61 徳丸 雄一 19 広島県 広島大学

62 米田 敬 23 東京都 慶應義塾大学

63 野崎 弘亮 22 東京都 早稲田大学

64 野村 卓矢 22 京都府 関西大学

65 有冨 弘朗 21 神奈川県 日本大学

66 鈴木 賢祐 23 神奈川県 明治大学

67 露木 俊 23 神奈川県 慶應義塾大学

68 齋藤 英優 21 京都府 立命館大学

69 朝広 慎次郎 22 東京都 早稲田大学

NO. 氏名 年齢 都道府県 所属

1 沢田 愛里 30 北海道 JR北海道

2 矢島 ルリ子 48 熊本県 チーム　ルりん子

3 田口 恵理 24 静岡県 静岡県協会

4 岡村 和重 23 東京都 学習院大学

5 配島 亜美 21 埼玉県 日本大学

6 伊藤 志保 22 神奈川県 日本体育大学

7 石井 麻実 22 神奈川県 日本体育大学

8 志水 美咲 23 茨城県 筑波大学

9 川嶋 七彩 21 千葉県 順天堂大学

10 可児 佳菜子 23 茨城県 筑波大学大学院

11 佐伯 歩実 20 東京都 順天堂大学

12 小越 あや 23 東京都 日本体育大学

13 須藤 有海 21 千葉県 順天堂大学

14 矢都木 靖子 22 東京都 学習院大学

15 櫻井 ナナ 22 東京都 順天堂大学
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