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bib 氏名 フリカナ 所属 年齢 生年月日
31 高橋 侑子 たかはし ゆうこ 法政大学（学連） 23 1991/8/27
32 加藤 友里恵 かとう ゆりえ グリーンタワー・稲毛インター（千葉） 27 1987/1/27
33 菊池 日出子 きくち ひでこ トライアスロンアカデミー福島（福島） 28 1986/12/4
34 上田 藍 うえだ あい シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター（千葉） 31 1983/10/26
35 沢田 愛里 さわだ あいり JR北海道（北海道） 34 1980/5/2
36 佐藤 志帆 さとう しほ 千葉県トライアスロン連合 21 1993/11/9
37 松本 文佳 まつもと ふみか トーシンパートナーズチームケンズ（京都） 19 1995/7/8
38 福岡 啓 ふくおか ひらく 東京農業大学／学連 20 1994/5/3
39 有薗 早優 ありぞの さゆ 日本大学／学連 18 1996/1/3

bib 氏名 フリカナ 所属 年齢 生年月日
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） 35 1979/6/18
2 末岡 瞭 すえおか りょう チームケンズ京都（京都） 24 1990/9/26
3 森 正 もり ただし 宮川医療少年院デュアスロンクラブ（三重） 41 1973/10/23
4 今井 隆生 いまい たかお 駿河台大学駅伝クラブ（東京） 24 1990/8/31
5 田中 文也 たなか ふみや 湘南ベルマーレ（神奈川） 23 1991/7/16
6 栗原 正明 くりはら まさあき ボディーチューン・山梨峡北交通（山梨） 27 1987/7/5
7 大野 剛 おおの つよし 東京都トライアスロン連合 25 1989/7/10
8 谷口 白羽 たにぐち しるば トヨタ車体（愛知） 20 1994/8/7
9 石塚 祥吾 いしつか しょうご 日本食研（愛媛） 25 1989/10/3
10 古谷 純平 ふるや じゅんぺい 三井住友海上（東京） 23 1991/5/18
11 平松 幸紘 ひらまつ ゆきひろ 日本食研（愛媛） 31 1983/10/19
12 遠藤 樹 えんどう たつき トヨタ車体（愛知） 24 1990/3/4
13 戸原 開人 とはら かいと 湘南ベルマーレ（神奈川） 25 1989/1/6
14 山本 昌孝 やまもと まさたか 味の素株式会社（佐賀） 33 1981/7/29
15 島田 敦史 しまだ あつし 栃木県トライアスロン協会 34 1980/10/18
16 原 恭平 はら きょうへい 日本体育大学／学連 22 1992/5/13
17 中塚 貴文 なかつか たかふみ 兵庫県トライアスロン協会 24 1990/3/9
18 堀内 保大 ほりうち やすひろ 同志社大学／学連 21 1993/3/8
19 浅海 健太 あさかい けんた 東海大学／学連 20 1994/6/25
20 小田倉 真 おだくら まこと 日本体育大学／学連 21 1993/7/20
21 工藤 鴻 くどう ひろ 仙台大学／学連 19 1995/10/3
22 阿部 嵩大 あべ たかひろ 日本体育大学／学連 20 1994/1/31
23 稲井 勇仁 いない ゆうと 早稲田大学／学連 19 1995/4/10
24 高梨 翔太 たかなし しょうた 千葉県トライアスロン連合 19 1995/10/27
25 小川 佳祐 おがわ けいすけ 明治大学／学連 20 1994/11/27
26 中村 祐輔 なかむら ゆうすけ 明治大学／学連 20 1994/11/20
27 渡嘉敷 佑允 とかしき ゆうすけ 同志社大学／学連 20 1994/12/7
28 米谷 哲 よねや てつ 千葉県トライアスロン連合 19 1995/7/22

bib 氏名 フリカナ 所属 年齢 生年月日
61 中島 帆波 なかじま ほなみ チームケンズ京都（福井） 18 1996/8/24
62 小原 すみれ おはら すみれ トーシンパートナーズ・チームケンズ（京都） 18 1996/3/1
63 久保埜 南 くぼの みなみ チームケンズ山梨（山梨） 17 1997/8/19
64 杉原 有紀 すぎはら ゆうき チームケンズ山梨（山梨） 16 1998/12/27
65 瀬賀 楓佳 せが ふうか チームケンズ山梨（山梨） 16 1998/12/8
66 橋本 紗英 はしもと さえ 京都府トライアスロン協会 16 1998/10/5
67 枝光 美奈 えだみつ みな 福岡県立大川樟風高等学校（福岡） 16 1998/2/8
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68 西牧 純 にしまき じゅん 福島県トライアスロン協会 16 1998/10/1

bib 氏名 フリカナ 所属 年齢 生年月日
41 塚野 優輝 つかの ゆうき 埼玉県トライアスロン連合 17 1997/3/14
42 仲尾 俊祐 なかお しゅんすけ 保津川トライアスロン倶楽部（京都） 17 1997/10/25
43 真野 翔太 まの しょうた 稲毛インター（千葉） 16 1998/11/30
44 小林 竜馬 こばやし りょうま 宮城県トライアスロン協会 17 1997/12/26
45 阿部 雄介 あべ ゆうすけ 東京都トライアスロン連合 17 1997/7/8
46 東 宏樹 あずま ひろき 日本体育大学／学連 19 1995/10/3
47 藤井 嵩大 ふじい たかひろ 兵庫県トライアスロン協会 16 1998/5/6
48 浅野 良太 あさの りょうた 東京都トライアスロン連合 16 1998/6/25

bib 氏名 フリカナ 所属 年齢 生年月日
81 冨士川 怜奈 ふじかわ れな トライアスロンアカデミー福島（福島） 15 1999/10/7
82 酒見 琳 さかみ りん チームケンズ(東京) 14 2000/11/13
83 大崎 佳那 おおさき かな トライアスロンアカデミー福島（福島） 15 1999/7/29
84 原田 有彩 はらだ ありさ 飯島スイミングスクール（神奈川） 13 2001/10/10
85 安達 桃香 あだち ももか 福島県トライアスロン協会 14 2000/7/26

bib 氏名 フリカナ 所属 年齢 生年月日
71 小林 慶次 こばやし けいじ 仙台市立長命ヶ丘中学校（宮城） 15 1999/12/27
72 長正 憲武 ながしょう のりたけ トライアスロンアカデミー福島（福島） 15 1999/9/9
73 スピヌソ 騎士 すぴぬそ おらんど 保善高校（東京） 15 1999/3/16
74 天野 隼 あまの しゅん 守谷インター（千葉） 15 1999/1/27
75 本多 晴飛 ほんだ はるひ チーム ブレイブ（兵庫） 14 2000/4/2
76 斎藤 佑大 さいとう ゆうた 新潟県トライアスロン連合 14 2000/4/14
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