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bib 氏名 ふりかな 所属 年齢 生年月日

81 菊池 日出子 きくち ひでこ 福島県協会 27 1986/12/04

82 佐藤 優香 さとう ゆか トーシンパートナーズ・チームケンズ（東京） 21 1992/01/18

83 高橋 侑子 たかはし ゆうこ 法政大学／学連 22 1991/08/27

84 西 麻依子 にし まいこ LFC株式会社（岐阜） 29 1984/10/12

87 佐藤 志帆 さとう しほ 福島県協会 20 1993/11/09

85 伊藤 喜志子 いとう きしこ 千葉県連合 24 1989/09/14

86 高嶺 直美 たかみね なおみ 東京都連合 27 1986/11/28

88 塩谷 寛子 しおたに ひろこ 鳥取県協会 25 1988/06/22

89 竹元 久美子 たけもと くみこ 愛知県協会 30 1983/01/12

90 川口 綾巳 かわぐち あやみ ボーマレーシング・みつお産婦人科（福岡） 28 1985/02/07

91 久保埜 南 くぼの みなみ チームケンズ山梨（山梨） 16 1997/08/19

92 山口 桃由 やまぐち もゆ 日本女子体育大学／学連 19 1994/11/11

93 北川 麻利奈 きたがわ まりな 東京都連合 31 1982/02/24

94 川崎 由理奈 かわさき ゆりな 埼玉県連合 27 1986/08/10

95 岩田 茉理恵 いわた まりえ 神奈川県連合 30 1983/07/15

bib 氏名 Name 所属 年齢 生年月日
1 田山 寛豪 たやま ひろかつ NTT東日本・NTT西日本/流通経済大学職員（茨城）32 1981/11/12

2 谷口 白羽 たにぐち しるば トヨタ車体（愛知） 19 1994/08/07

3 井上 一輝 いのうえ かずき 東京都連合 31 1982/10/17

4 古谷 純平 ふるや じゅんぺい ロンドスポーツ・チームブレイブ(学連) 22 1991/05/18

5 石塚 祥吾 いしつか しょうご 日本食研（愛媛） 24 1989/10/03

6 細田 雄一 ほそだ ゆういち 徳島県トライアスロン協会 29 1984/12/06

7 福井 英郎 ふくい ひでお 愛知県協会 36 1977/09/25

8 生田目 颯 なまため はやて 宇都宮村上塾（栃木） 19 1994/08/12

9 遠藤 樹 えんどう たつき トヨタ車体（愛知） 23 1990/03/04

10 佐藤 治伸 さとう はるのぶ 日本食研（愛媛） 34 1979/01/15

11 平松 幸紘 ひらまつ ゆきひろ 日本食研（愛媛） 30 1983/10/19

12 外山 高広 とやま たかひろ 埼玉県連合 30 1983/10/18

13 梅田 祐輝 うめだ ゆうき ヘルスマネイジメント(埼玉) 28 1985/02/13

14 杉原 賞紀 すぎはら たかのり チームケンズ京都（京都） 19 1994/11/14

15 今井 隆生 いまい たかお チームケンズ練習生（東京） 23 1990/08/31

16 鋤崎 隆也 すきざき たかや 順天堂大学／学連 19 1994/01/03

18 工藤 鴻 くどう ひろ 京都文教高等学校（京都） 18 1995/10/03

19 黒尾丸 真季 くろおまる まさき ウイングスTC（福岡） 17 1996/05/29

20 小池 賢 こいけ けん 千葉県連合 35 1978/12/26

21 竹内 鉄平 たけうち てっぺい 愛知県協会 37 1976/12/06

22 三沢 源輝 みさわ げんき 東京都連合 25 1988/07/24

23 桶谷 祐輝 おけたに ゆうき 島根県協会 25 1988/05/30

24 若杉 恵夢 わかすぎ えむ 神奈川県連合 24 1989/04/29

25 柳井 賢太 やない けんた 神奈川県連合 27 1986/06/16

26 長谷川 健 はせがわ けん 山形県協会 31 1981/08/23

27 櫛田 宣善 くしだ のぶよし 愛知県協会 30 1983/11/16

28 小島 靖弘 こじま やすひろ 東京都連合 38 1975/12/27

29 森田 達也 もりた たつや 千葉県連合 40 1973/07/28

30 武友 潤 たけとも じゅん 福岡県連合 29 1984/09/17

31 増子 弘晃 ましこ ひろあき 順天堂大学／学連 22 1991/06/29

32 藤田 幸大 ふじた ゆきひろ 埼玉県連合 32 1981/08/31

33 有冨 弘朗 ありとみ ひろあき 神奈川県連合 24 1989/10/30

34 篠崎 友 しのざき ゆう 千葉県連合 30 1983/12/15

35 須々田 一聖 すすた いっせい 東北大学／学連 22 1991/07/15

36 小林 竜馬 こばやし りょうま 宮城県協会 15 1997/12/26

37 榊原 佑基 さかきばら ゆうき 日本大学／学連 22 1991/06/02
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38 福永 晃樹裕 ふくなが あきひろ 日本大学／学連 21 1992/11/12

39 原 恭平 はら きょうへい 日本体育大学／学連 21 1992/05/21

40 山崎 晋平 やまざき しんぺい 神奈川県連合 25 1988/10/20

41 平野 司 ひらの つかさ 東京都連合 30 1983/04/28

42 牧野 恵祐 まきの けいすけ 福井県協会 27 1986/04/06

43 勝目 理 かつめ まろむ 日本体育大学／学連 21 1992/09/14

44 会津 大地 あいづ だいち 東京都連合 20 1993/10/19

45 安藤 佑介 あんどう ゆうすけ 日本体育大学／学連 21 1992/01/24

46 山下 陽裕 やました ようすけ 立教大学／学連 20 1993/06/12

47 茜ヶ久保 公二 あかねがくぼ こうじ 群馬県協会 36 1977/08/27

48 阿部 有希 あべ ゆうき 神奈川大学／学連 20 1993/11/12

49 河合 忠之 かわい ただゆき 東京都連合 37 1976/09/08

50 岩本 敏 いわもと さとし 鳥取県協会 17 1996/08/18

51 木野 敢太 きの かんた 福岡県連合 16 1996/10/22

52 丹羽 洋貴 にわ ひろたか 中京大学／学連 22 1991/11/07

53 阿部 真 あべ まこと 静岡県協会 28 1985/04/04

54 高橋 大貴 たかはし だいき 日本大学／学連 21 1992/12/05

55 森本 拓郎 もりもと たくろう 日本大学／学連 22 1991/04/10


