
レースNo 氏名 ふりがな 所属 年齢

1 沢田 愛里 さわだ あいり JR北海道（北海道） 32
2 宮澤 恵理 みやざわ えり スクウォッド タクヤ（愛知） 26
3 矢島 ルリ子 やじま るりこ チームルりん子/西部脳神経外科内科（熊本） 50
4 高橋 侑子 たかはし ゆうこ 法政大学/学連 21

レースNo 氏名 ふりがな 所属 年齢

1 深浦 祐哉 ふかうら ゆうや ハリアーズ/新宿パークホテル（東京） 33
2 栗原 正明 くりはら まさあき ボディチューン/VAXレーシング（東京） 25
3 飯干 守道 いいほし もりみち G.A.M./ウィングスTC（福岡） 31
4 立花 勝 たちばな まさる 鹿島鉄人会（静岡） 30
5 大野 剛 おおの つよし 東京都連合 23
6 藤崎 直哉 ふじさき なおや エスビーシー スポーツ/G.A.M.（神奈川） 28
7 遠藤 樹 えんどう たつき チームケンズA&A（東京） 22
8 平松 弘道 ひらまつ こうどう サニーフィッシュ 32
9 川村 好平 かわむら こうへい 滋賀県協会 27

10 須釜 弘 すがま ひろし 東京都連合 39
11 安田 一行 やすだ かずゆき 神奈川県連合 26
12 植田 伸一 うえた しんいち 福島県協会 33
13 塩澤 裕也 しおざわ ゆうや 福島県協会 26
14 田中 文也 たなか ふみや 学生連合 21
15 今井 隆生 いまい たかお 日本体育大学/学連 22

レースNo 氏名 ふりがな 所属 年齢

21 蒔田 亜伽音 まきた あかね 九州国際大学付属高校（福岡） 17
22 小原 すみれ おはら すみれ チームケンズ京都・文教高校（京都） 16
23 加後 美咲 かご みさき チームケンズ京都・乙訓高校（京都） 16
24 川添 美佳 かわぞえ みか 東京都連合 19
25 佐藤 志帆 さとう しほ 福島県協会 19

レースNo 氏名 ふりがな 所属 年齢

31 谷口 白羽 たにぐち しるば 三好SATC・星城高校（愛知） 18
32 稲井 勇仁 いない ゆうと チームケンズ京都・乙訓高等学校（京都） 17
33 阿部 有希 あべ ゆうき 神奈川大学/学連 19
34 望月 光樹 もちづき みつき チームM&M・甲府一高（山梨） 17
35 古山 大 ふるやま たいし チームケンズ・井草高校（東京） 17
36 谷口 跳馬 たにぐち しゅうま 日進高校（愛知） 16
37 山本 康貴 やまもと こうき 乙訓高校（京都） 16
38 浅海 健太 あさかい けんた 橘高校（神奈川） 18

レースNo 氏名 ふりがな 所属 学年

41 橋本 紗英 はしもと さえ 衣笠中学（京都） 中2
42 杉原 有紀 すぎはら ゆうき チームケンズ京都・南郷中学（京都） 中2
43 冨士川 怜奈 ふじかわ れな 野田中学（福島） 中1
44 齊藤 彩華 さいとう あやか 中山中学校（福島） 中2
45 西牧 純 にしまき じゅん 北信中学（福島） 中2

レースNo 氏名 ふりがな 所属 学年

51 安松 青葉 やすまつ あおば 神栖第三中学（茨城） 中3
52 小林 竜馬 こばやし りょうま 長命ケ丘中学校（宮城） 中3
53 横島 公平 よこしま こうへい 星が丘中学（栃木） 中2
54 小林 慶次 こばやし けいじ 長命ケ丘中学校（宮城） 中1
55 玉崎 稜也 たまざき りょうや 第五中学（千葉） 中2
56 大庭 祐紀 おおば ゆうき 白石東中学（宮城） 中1
57 岩瀬 大周 いわせ たいしゅう 山梨大学教育人間科学部附属中学（山梨） 中1

2012.5.4現在

＜エリート男子＞

＜エリート女子＞

＜ジュニア女子＞

＜ジュニア男子＞

＜中学生選手権女子＞

＜中学生選手権男子＞

＊年齢は12/31現在

第12回日本デュアスロン選手権（2012/福島）
2012ＩＴＵ世界デュアスロン選手権日本代表選考会

２０１２年５月１３日（日）開催



レースＮｏ 氏名 性別 年齢 居住地 レースＮｏ 氏名 性別 年齢 居住地
201 小出 美穂 女 29 埼玉県 433 遠藤 栄 男 47 福島県
202 石川 ルミ子 女 29 東京都 434 安田 寿夫 男 48 福島県
301 鈴木 まさみ 女 36 福島県 511 和島 知己 男 50 青森県
401 菅野 幸枝 女 43 福島県 512 古川 英夫 男 50 神奈川県
402 矢吹 恵子 女 45 福島県 513 登嶋 公 男 51 岩手県
403 望月 美和 女 48 山梨県 514 鴫原 晃 男 51 福島県
501 堀金 久代 女 53 福島県 515 加藤 幸司 男 52 茨城県
502 清水 美智子 女 57 千葉県 516 野澤 康 男 53 新潟県
211 福島 大地 男 19 山形県 517 岡田 浩寿 男 53 福島県
212 小野 拓哉 男 20 愛知県 518 湯浅 和己 男 53 東京都
213 安藤 英之 男 20 福島県 519 古川 正敏 男 53 東京都
214 山本 健太郎 男 23 福島県 520 穂﨑 一豊 男 54 青森県
215 田中 勇希 男 23 宮城県 521 穴澤 隆 男 55 福島県
216 脇坂 和宏 男 24 福島県 522 山田 和典 男 55 愛知県
217 野々脇 晃司 男 24 広島県 523 鈴木 文夫 男 59 福島県
218 熊田 拓未 男 24 福島県 611 玉橋 昭雄 男 60 福島県
219 杉原 輝 男 26 茨城県 612 大川 宏喜 男 60 山形県
220 水柿 康一 男 26 神奈川県 613 伊之澤 修 男 60 千葉県
221 根本 康行 男 26 東京都 614 井上 淑郎 男 60 福島県
222 高橋 篤史 男 26 茨城県 615 西内 秀一 男 61 福島県
223 相井 貴史 男 26 福島県 616 杉 昭重 男 61 福島県
224 浜田 慎平 男 26 三重県 617 磯崎 洋一 男 62 秋田県
225 菊地 崇広 男 27 東京都 618 岩城 光英 男 63 福島県
226 石橋 利晃 男 27 千葉県 619 鈴木 確治 男 65 岩手県
227 吉井 克昭 男 28 群馬県 620 蒲生光男 男 66 山形県
311 宮澤 孝裕 男 30 愛知県 711 神谷 進五 男 70 愛知県
312 鈴木 慶政 男 30 福島県 712 松尾 巖 男 70 神奈川県
313 細田 英男 男 31 東京都 713 河端 征俊 男 70 神奈川県
314 堂上 昇 男 32 石川県
315 五十嵐 龍 男 32 埼玉県
316 国分 健太郎 男 35 福島県
317 森島 浩二 男 35 東京都
318 古川 琢弥 男 35 福島県
319 物江 光昭 男 36 福島県
320 石川 崇 男 36 千葉県
321 熊坂 正 男 37 東京都
322 齋藤 寛 男 37 福島県
323 小林 弘明 男 38 神奈川県
324 矢田部 孝 男 38 福島県
325 浅川 秀之 男 39 神奈川県
411 國友 洋志 男 40 福島県
412 佐藤 光 男 40 三重県
413 荒木 茂 男 41 山形県
414 高辻 哲哉 男 42 茨城県
415 岩瀬 弘明 男 42 山梨県
416 関根 隆男 男 43 福島県
417 竹中 創 男 43 神奈川県
418 五十嵐 睦 男 43 埼玉県
419 相沢 悟 男 43 東京都
420 山田 仁 男 44 福島県
421 平野 茂之 男 44 福島県
422 蛯原 正一 男 44 福島県
423 三浦 喜明 男 44 神奈川県
424 長谷川 和宏 男 45 福島県
425 山家 謙 男 45 東京都
426 遠藤 也寸志 男 46 福島県
427 渡辺 和彦 男 46 福島県
428 大野 素史 男 46 静岡県
429 梶原 真哉 男 46 福島県
430 竹田勉 男 46 山形県
431 安西 浩二 男 47 福島県
432 片平 誠 男 47 福島県

エイジ



レースＮｏ 氏名 性別 年齢 居住地 レースＮｏ 氏名 性別 学年 居住地
801 小野寺 由希 女 15 福島県 901 村山 奈菜 女 小学1年 東京都
802 橋本 由香里 女 42 福島県 902 岩瀬 ちほ 女 小学3年 山梨県
803 早瀬 太河 男 20 福島県 903 佐藤 有珠 女 小学4年 福島県
804 小玉 洋之 男 21 福島県 904 安松 青空 女 小学6年 茨城県
805 中島 透 男 23 福島県 905 安松 青風 男 小学2年 茨城県
806 阿部 大志 男 24 福島県 906 井上 理嵩 男 小学3年 茨城県
807 齋藤 祐介 男 26 福島県 907 村山 喜一 男 小学3年 東京都
808 濱津 公義 男 28 福島県 908 小林 武蔵 男 小学4年 宮城県
809 坪本 貴司 男 33 千葉県 909 橘田 翔 男 小学4年 山梨県
810 官野 高明 男 33 神奈川県 910 鈴木 寛之 男 小学5年 福島県
811 近藤 誉之 男 34 福島県 911 吉川 陽山 男 小学4年 埼玉県
812 安齋 哲也 男 34 福島県 912 稲延 夢元 男 小学5年 栃木県
813 八巻 裕 男 36 福島県 913 岩瀬 大知 男 小学5年 山梨県
814 齋藤 貴彦 男 37 福島県 914 小野 滉太 男 小学5年 福島県
815 峯岸 道人 男 37 宮城県 915 田崎 智哉 男 小学6年 福島県
816 田崎 陽雅 男 42 福島県 916 橘田 大河 男 小学6年 山梨県
817 小野 修司 男 43 福島県 917 望月 満帆 男 小学6年 山梨県
818 阿部 二郎 男 44 福島県 918 吉川 恭太郎 男 小学6年 埼玉県
819 佐藤 雅裕 男 46 福島県
820 山田 聖二 男 46 福島県
821 北村 文一 男 47 福島県
822 鈴木 一雄 男 53 福島県
823 宍戸 一秀 男 54 福島県
824 目黒 新一 男 55 福島県
825 館 勇美 男 61 福島県

ビギナー 小学生


