
＜ジュニア女子＞
レースNo 氏名 よみがな 所属先 年齢

1 松本 文佳 まつもと ふみか チームケンズ京都 17
2 恒川 由衣 つねかわ ゆい チームケンズ京都 18
3 蒔田 亜伽音 まきた あかね 福岡県連合 17
4 大岩 葵 おおいわ あおい 東京女子体育大学／学連 18
5 佐藤 志帆 さとう しほ 福島県協会 19
6 小原 すみれ おはら すみれ チームケンズ京都 16
7 加後 美咲 かご みさき チームケンズ京都 16
8 阿間見 眸 あまみ ひとみ 愛知県協会 16
9 浅野 莉沙 あさの りさ 埼玉県連合 18
10 孫崎 虹奈 まごさき にじな 大阪府協会 18
11 西山 優 にしやま ゆう 福島県協会 16

＜ジュニア男子＞
レースNo 氏名 よみがな 所属先 年齢

21 杉原 賞紀 すぎはら たかのり チームケンズ京都 18
22 谷口 白羽 たにぐち しるば 三好スイミングアカデミー 18
23 前田 凌輔 まえだ りょうすけ Team Triangle 17
24 鋤崎 隆也 すきざき たかや 福島県協会 18
25 工藤 鴻 くどう ひろ 京都府協会 17
26 稲井 勇仁 いない ゆうと チームケンズ京都 17
27 阿部 有希 あべ ゆうき 神奈川大学／学連 19
28 古謝 孝明 こじゃ たかあき 宮古島ジュニアトライアスロンチーム 18
29 古山 大 ふるやま たいし チーム ケンズ 17
30 望月 光樹 もちづき みつき チームM&M 17
31 生田目 颯 なまため はやて 宇都宮 村上塾 18
32 福島 諒平 ふくしま りょうへい 大阪府協会 17
33 宮田 蓮 みやた れん 愛知県会 18
34 山本 康貴 やまもと こうき 京都府協会 16
35 土井 政英 どい まさひで 東海学園大学／学連 19
36 谷口 跳馬 たにぐち しゅうま 愛知県協会 16
37 山﨑 太陽 やまさき たいよう 愛知県協会 19

＜Ｕ２３女子＞
レースNo 氏名 よみがな 所属先 年齢

41 知花 果林 ちばな かりん 沖縄県連合 20
42 福田 慶 ふくだ けい 日本大学／学連 20
43 境 優希 さかい ゆうき 九州共立大学／学連 22
44 伊藤 喜志子 いとう きしこ 千葉県連合 23
45 福元 愛 ふくもと あい 大阪体育大学／学連 20

＜Ｕ２３男子＞
レースNo 氏名 よみがな 所属先 年齢

51 遠藤 樹 えんどう たつき チームケンズA&A 22
52 小林 晃久 こばやし あきひさ 龍谷大学／学連 20
53 末岡 瞭 すえおか りょう 立命館大学／学連 22
54 宇都宮 涼太 うつのみや りょうた 佐賀県トライアスロン協会 23
55 池 隆礼 いけ たかゆき 沖縄県トライアスロン連合 21
56 今井 隆生 いまい たかお 日本体育大学／学連 22
57 林 慶祐 はやし けいすけ 早稲田大学／学連 22
58 鈴木 雄太郎 すずき ゆうたろう 名古屋工業大学／学連 22
59 長谷川 大輔 はせがわ だいすけ 立命館大学／学連 21
60 丹羽 洋貴 にわ ひろたか 中京大学／学連 21
61 堀内 保大 ほりうち やすひろ 同志社大学／学連 19
62 平岡 隆明 ひらおか たかあき 同志社大学／学連 20
63 木村 康一 きむら こういち 立命館大学／学連 21
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