
2011/7/26現在
bib 氏名 よみがな 年齢 生年月日 学校名・所属チーム名 加盟団体
101 阿間見 眸 あまみ ひとみ 15 1996/5/4 三好SAトライアスロン倶楽部 愛知県トライアスロン協会
102 平嶋 美咲 ひらしま みさき 14 1997/8/8 チームケンズ京都 京都府トライアスロン協会
103 中川 絵里奈 なかがわ えりな 14 1997/9/22 三好SAトライアスロン倶楽部 愛知県トライアスロン協会
104 枝光 美奈 えだみつ みな 13 1998/2/8 大川市立大川東中学校 福岡県トライアスロン連合
105 堀田 皐月 ほった さつき 14 1997/4/23 チームケンズ京都 京都府トライアスロン協会
106 大谷 杏奈 おおたに あんな 15 1996/9/14 千郷中学校 愛知県トライアスロン協会
107 蒔田 百合音 まきた ゆりね 14 1997/4/20 九州国際大学付属中学校 福岡県トライアスロン連合
108 前田 乙乃 まえだ おとの 14 1997/5/9 Team Triangle 愛知県トライアスロン協会
109 久保埜 南 くぼの みなみ 14 1997/8/19 チームスウェット 北海道トライアスロン連合
110 杉原 有紀 すぎはら ゆうき 13 1998/12/27 チームケンズ京都 京都府トライアスロン協会
111 瀬賀 楓佳 せが ふうか 13 1998/12/8 JFK 大阪府トライアスロン協会
112 橋本 紗英 はしもと さえ 13 1998/10/5 チームケンズ京都 京都府トライアスロン協会
113 大澤 侑愛 おおさわ ゆきな 12 1999/1/8 甲府市立北東中学校 山梨県トライアスロン連合
114 高橋 茉由 たかはし まゆ 14 1997/7/22 チームエフォーツジュニア 広島県トライアスロン協会
115 小島 安也音 こじま あやね 12 1999/1/13 三好SAトライアスロン倶楽部 愛知県トライアスロン協会
116 永田 美優 ながた みゆ 15 1996/8/31 チームエフォーツ 鳥取県トライアスロン協会
117 城間 ふみ桜 しろま ふみよ 14 1997/1/10 南風原町立南星中学校 沖縄県トライアスロン連合
118 川嶋 百香 かわしま ももか 14 1997/6/7 内部中学校 愛知県トライアスロン協会
119 小笠原 咲菜 おがさわら さな 14 1997/6/22 箕蚊屋中学校 鳥取県トライアスロン協会
120 岡本 由理子 おかもと ゆりこ 13 1998/10/22 大垣市立北中学校 岐阜県トライアスロン連合
121 松本 楓花 まつもと ふうか 12 1999/2/18 米子市立福米中学校 鳥取県トライアスロン協会
122 齊藤 彩華 さいとう あやか 13 1998/4/8 仙台市立中山中学校 福島県トライアスロン協会
123 炭山 結花 すみやま ゆいか 15 1996/8/28 大阪市立住之江中学校 大阪府トライアスロン協会
124 齋藤 希弥 さいとう まや 13 1998/10/3 宇都宮村上塾 栃木県トライアスロン協会
125 日比 遥香 ひび はるか 15 1996/7/17 大垣市立北中学校 岐阜県トライアスロン連合
126 西牧 純 にしまき じゅん 13 1998/10/1 福島市立北信中学校 福島県トライアスロン協会

bib 氏名 よみがな 年齢 生年月日 学校名・所属チーム名 加盟団体
151 谷口 跳馬 たにぐち しゅうま 15 1996/4/14 三好SAトライアスロン倶楽部 愛知県トライアスロン協会
152 山本 康貴 やまもと こうき 15 1996/9/19 チームケンズ京都 京都府トライアスロン協会
153 黒尾丸 真季 くろおまる まさき 15 1996/5/29 ウイングスTC 福岡県トライアスロン連合
154 佐藤 大紀 さとう だいき 14 1997/4/7 三好SAトライアスロン倶楽部 愛知県トライアスロン協会
155 仲尾 俊祐 なかお しゅんすけ 14 1997/10/25 P-man jr.エナジー 京都府トライアスロン協会
156 安田 一平 やすだ いっぺい 14 1997/10/4 チームゴーヤー 沖縄県トライアスロン連合
157 岩本 敏 いわもと さとし 15 1996/8/18 チームエフォーツ 鳥取県トライアスロン協会
158 清水 祐谷 しみず ゆうや 13 1998/1/1 八王子市立第六中学校 東京都トライアスロン連合
159 竹村 拓 たけむら たく 14 1997/9/28 チームブレイブ 大阪府トライアスロン協会
160 孫崎 大樹 まごさき だいき 15 1996/7/18 チームブレイブ 大阪府トライアスロン協会
161 石岡 直留 いしおか ひたる 15 1996/10/3 サンシャインスイミングスクール久喜 埼玉県トライアスロン連合
162 安松 青葉 やすまつ あおば 14 1997/12/19 神栖市立神栖第三中学校 茨城県トライアスロン協会
163 冨田 雄介 とみた ゆうすけ 15 1996/5/14 湖南市立甲西北中学校 滋賀県トライアスロン協会
164 菅沼 健太 すがぬま けんた 14 1997/10/17 加古川市立平岡中学校 兵庫県トライアスロン協会
165 中野 晃寛 なかの あきひろ 14 1997/3/9 箕蚊屋中学 鳥取県トライアスロン協会
166 国見 篤 くにみ あつし 15 1996/7/8 さいたま市立常盤中学校 埼玉県トライアスロン連合
167 田口 太一 たぐち たいち 15 1996/7/30 富山市立八尾中学校 富山県トライアスロン協会
168 石崎 勇斗 いしざき はやと 15 1996/7/22 志徳中学校 福岡県トライアスロン連合
169 黒尾丸 智拓 くろおまる ちひろ 13 1998/3/17 北九州市立企救中学校 福岡県トライアスロン連合
170 水野 泉之介 みずの なみのすけ 12 1999/3/26 豊田市立朝日丘中学校 愛知県トライアスロン協会
171 木野 敢太 きの かんた 15 1996/10/22 福岡県トライアスロン連合
172 高橋 秀綱 たかはし ひでつな 13 1998/2/12 さいたま市立木崎中学校 埼玉県トライアスロン連合
173 小原 北斗 おばら ほくと 13 1998/7/1 米子市立福米中学校 鳥取県トライアスロン協会
174 藤井 嵩大 ふじい たかひろ 13 1998/5/6 三木市立三木東中学校 兵庫県トライアスロン協会
175 横島 公平 よこしま こうへい 13 1998/8/11 宇都宮市立星が丘中学校 栃木県トライアスロン協会
176 桑本 滉也 くわもと こうや 13 1998/8/17 米子市立福米中学校 鳥取県トライアスロン協会
177 木綿 速人 きわた はやと 13 1998/4/11 柏市立風早中学校 千葉県トライアスロン連合
178 野本 周平 のもと しゅうへい 13 1998/9/1 加茂中学校 鳥取県トライアスロン協会
179 高濱 凌 たかはま りょう 12 1999/3/16 郡山市立郡山第二中学 福島県トライアスロン協会
180 玉崎 稜也 たまざき りょうや 13 1998/10/23 千葉県銚子市立第五中学校 千葉県トライアスロン連合
181 岩間 翔太郎 いわま しょうたろう 14 1997/12/2 揖斐川町立北和中学校 岐阜県トライアスロン連合
182 金丸 将臣 かなまる まさおみ 13 1998/7/12 福島県トライアスロン協会
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183 加後 賢太郎 かご けんたろう 13 1998/4/10 京都市立衣笠中学校 京都府トライアスロン協会
184 廣瀬 智貴 ひろせ ともき 13 1998/10/5 舞鶴市立青葉中学校 京都府トライアスロン協会
185 青木 威澄 あおき いずみ 13 1998/11/9 住吉第一中学校 大阪府トライアスロン協会
186 川嶋 祐輔 かわしま ゆうすけ 13 1998/11/13 西笹川中学校 愛知県トライアスロン協会
187 仲谷 昌樹 なかや まさき 13 1998/7/30 尼崎市立小田北中学校 兵庫県トライアスロン協会
188 山崎 向陽 やまさき こうよう 13 1998/8/25 豊田市立逢妻中学校 愛知県トライアスロン協会
189 林原 穂高 はやしばら ほだか 13 1998/10/12 大山中学校 鳥取県トライアスロン協会
190 鈴木 翔太 すずき しょうた 13 1998/1/5 日本学園中学校 東京都トライアスロン連合
191 円谷 義誠 つむらや よしたか 13 1998/8/8 福島県トライアスロン協会
192 重満 丈 しげみつ じょう 13 1998/5/30 うるま市立石川中学校 沖縄県トライアスロン連合

＊JTUジュニア強化指定選手はチーム名、学校名のいずれかを選ぶことができる。



2011/7/25現在
bib 氏名 よみがな 年齢 生年月日 学校名・所属チーム名 加盟団体
1 知花 果林 ちばな かりん 19 1992/5/21 チームゴーヤー 沖縄県トライアスロン連合
2 松本 文佳 まつもと ふみか 16 1995/7/8 京都府立乙訓高等学校 京都府トライアスロン協会
3 大岩 葵 おおいわ あおい 17 1994/1/30 愛知県立岡崎西高校 愛知県トライアスロン協会
4 加後 美咲 かご みさき 15 1996/1/29 チームケンズ京都 京都府トライアスロン協会
5 福田 慶 ふくだ けい 19 1992/4/24 チームケンズジュニア 埼玉県トライアスロン連合
6 蒔田 亜伽音 まきた あかね 16 1995/5/14 ウィングスTC 福岡県トライアスロン連合
7 恒川 由衣 つねかわ ゆい 17 1994/6/29 チームケンズ京都 京都府トライアスロン協会
8 佐藤 志帆 さとう しほ 18 1993/11/9 福島県立会津学鳳高校 福島県トライアスロン協会
9 川添 美佳 かわぞえ みか 18 1993/5/17 日体荏原高校 東京都トライアスロン連合
10 小原 すみれ おはら すみれ 15 1996/3/1 チームケンズ京都 京都府トライアスロン協会
11 清 美弥子 きよ みやこ 15 1996/1/22 兵庫県トライアスロン協会
12 江頭 佑実 えがしら ゆうみ 19 1992/6/21 熊本大学 熊本県トライアスロン連合
13 浅野 莉沙 あさの りさ 17 1994/6/1 日体桜華高等学校 埼玉県トライアスロン連合
14 麻生 祐加 あそう ゆか 17 1994/8/2 福岡県立小倉南高等学校 福岡県トライアスロン連合
15 孫崎 虹奈 まごさき にじな 17 1994/9/17 八洲学園高等学校 大阪府トライアスロン協会
16 木下 涼風 きのした すずか 17 1994/8/2 東京家政大学附属女子高等学校 東京都トライアスロン連合
17 日比 穂乃香 ひび ほのか 17 1994/5/28 岐阜県立大垣南高等学校 岐阜県トライアスロン連合
18 西山 優 にしやま ゆう 15 1996/1/4 私立帝京安積高校 福島県トライアスロン協会
19 佐藤 佳澄美 さとう かすみ 18 1993/12/3 聖徳大学附属女子高等学校 東京都トライアスロン連合

bib 氏名 よみがな 年齢 生年月日 学校名・所属チーム名 加盟団体
51 谷口 白羽 たにぐち しるば 17 1994/8/7 三好SAトライアスロン倶楽部 愛知県トライアスロン協会
52 杉原 賞紀 すぎはら たかのり 17 1994/11/14 チームケンズ京都 京都府トライアスロン協会
53 前田 凌輔 まえだ りょうすけ 16 1995/1/14 Team Triangle 愛知県トライアスロン協会
54 小林 晃久 こばやし あきひさ 19 1992/10/9 チームケンズ京都 日本学生トライアスロン連合
55 鋤崎 隆也 すきざき たかや 17 1994/1/3 いわき光洋 福島県トライアスロン協会
56 土井 政英 どい まさひで 18 1993/2/11 三好SAトライアスロン倶楽部 愛知県トライアスロン協会
57 久保埜 勇貴 くぼの ゆうき 19 1992/9/30 チームスウェット 北海道トライアスロン連合
58 生田目 颯 なまため はやて 17 1994/8/12 宇都宮 村上塾 栃木県トライアスロン協会
59 阿部 有希 あべ ゆうき 18 1993/11/12 福島西高校 福島県トライアスロン協会
60 工藤 鴻 くどう ひろ 16 1995/10/3 チームケンズ京都 京都府トライアスロン協会
61 望月 光樹 もちづき みつき 16 1995/8/22 チームM&M 山梨県トライアスロン連合
62 古山 大 ふるやま たいし 16 1995/4/28 チームケンズジュニア 東京都トライアスロン連合
63 山﨑 太陽 やまさき たいよう 18 1993/8/21 愛知県立衣台高等学校 愛知県トライアスロン協会
64 安藤 佑介 あんどう ゆうすけ 19 1992/1/24 日本体育大学 日本学生トライアスロン連合
65 松﨑 良樹 まつざき よしき 18 1993/5/26 明星高校 東京都トライアスロン連合
66 稲井 勇仁 いない ゆうと 16 1995/4/10 京都府立乙訓高等学校 京都府トライアスロン協会
67 西村 凱 にしむら がい 16 1995/7/22 日本学園高等学校 東京都トライアスロン連合
68 宮田 蓮 みやた れん 17 1994/5/30 豊川高等学校 愛知県トライアスロン協会
69 久保田 将嵩 くぼた たかし 19 1992/5/2 福岡大学 熊本県トライアスロン連合
70 飯塚 渉 いいづか わたる 16 1995/8/21 日本学園高等学校 東京都トライアスロン連合
71 勝目 理 かつめ まろむ 19 1992/9/14 日本体育大学 日本学生トライアスロン連合
72 東 和哉 ひがし かずや 17 1994/5/25 鹿児島情報高等学校 鹿児島県トライアスロン協会
73 古謝 孝明 こじゃ たかあき 17 1994/12/24 沖縄県トライアスロン連合
74 深山 宏樹 ふかやま ひろき 16 1995/9/8 富山高等専門学校 富山県トライアスロン協会
75 山本 修一郎 やまもと しゅういちろう18 1993/8/19 日本学園高等学校 東京都トライアスロン連合
76 会津 大地 あいづ だいち 18 1993/10/19 堀越高等学校 東京都トライアスロン連合
77 内田 桂佑 うちだ けいすけ 18 1993/10/7 福島県立いわき光洋高校 福島県トライアスロン協会
78 原 恭平 はら きょうへい 19 1992/5/13 日本体育大学 日本学生トライアスロン連合
79 福島 諒平 ふくしま りょうへい 16 1995/9/27 尼崎高等学校 大阪府トライアスロン協会
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