
レースNo氏名 よみがな 所属先 年齢 生年月日
1 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
2 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
3 高橋 侑子 たかはし ゆうこ 法政大学／学連 23 1991/8/27
4 伊藤 喜志子 いとう きしこ 千葉県トライアスロン連合 25 1989/9/14
5 菊池 日出子 きくち ひでこ 福島県トライアスロン協会（福島） 28 1986/12/4
6 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
7 﨑本 智子 さきもと ともこ 枚方スイミングスクール（愛媛） 31 1983/1/28
8 佐藤 千佳 さとう ちか 湘南ベルマーレ（神奈川） 28 1986/1/9
9 飯塚 唯 いいづか ゆい 栃木県トライアスロン協会 15 1999/7/18
10 福岡 啓 ふくおか ひらく 東京農業大学／学連 20 1994/5/3
11 岡本 直子 おかもと なおこ 和歌山県トライアスロン連合 27 1987/4/25
12 三好 実穂 みよし みほ 群馬県トライアスロン協会 17 1997/3/14

レースNo氏名 よみがな 所属先 年齢 生年月日
1 細田 雄一 ほそだ ゆういち 森永製菓株式会社（徳島） 30 1984/12/6
2 山本 良介 やまもと りょうすけ キタジマアクアティクス（京都） 35 1979/5/17
3 谷口 白羽 たにぐち しるば トヨタ車体（愛知） 20 1994/8/7
4 青木 一磨 あおき かずま 神奈川県トライアスロン連合 23 1991/1/23
5 梅田 祐輝 うめだ ゆうき 埼玉県トライアスロン連合 29 1985/2/13
6 遠藤 樹 えんどう たつき トヨタ車体（愛知） 24 1990/3/4
7 古谷 純平 ふるや じゅんぺい 三井住友海上（東京） 23 1991/5/18
8 生田目 颯 なまため はやて 宇都宮 村上塾（学連） 20 1994/8/12
9 田中 文也 たなか ふみや 湘南ベルマーレ（神奈川） 23 1991/7/16
10 望月 光樹 もちづき みつき チームM&M（学連） 19 1995/8/22
11 小池 賢 こいけ けん 千葉県トライアスロン連合 36 1978/12/26
12 山﨑 向陽 やまさき こうよう 愛知県トライアスロン協会 16 1998/8/25
13 蜂矢 樹 はちや たつき 日本大学／学連 17 1997/10/4
14 長田 裕史 ながた ひろふみ 千葉県トライアスロン連合 27 1987/5/31
15 桶谷 祐輝 おけたに ゆうき 島根県トライアスロン協会 26 1988/5/30
16 杉原 史浩 すぎはら ふみひろ 千葉県トライアスロン連合 23 1991/11/1
17 保坂 圭太郎 ほさか けいたろう 千葉県トライアスロン連合 21 1993/5/5
18 渡部 晃大朗 わたなべ こうたろう 明治大学／学連 20 1994/3/9
19 鋤崎 隆也 すきざき たかや 順天堂大学／学連 20 1994/1/3
20 森田 翼 もりた つばさ 千葉県トライアスロン連合 40 1974/8/26
21 岩瀬 大周 いわせ たいしゅう 山梨県トライアスロン連合 15 1999/9/27
22 山本 淳一 やまもと じゅんいち 千葉県トライアスロン連合 41 1973/12/25
23 湯原 尚央 ゆはら たかひろ 明治大学／学連 20 1994/1/13
24 浅海 健太 あさかい けんた 東海大学／学連 20 1994/6/25
25 若杉 恵夢 わかすぎ えむ 神奈川県トライアスロン連合 25 1989/4/29
26 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
27 米谷 哲 よねや てつ 千葉県トライアスロン連合 19 1995/7/22
28 新村 起丈 にいむら きじょう 東京都トライアスロン連合 17 1997/7/29
29 森田 達也 もりた たつや 千葉県トライアスロン連合 41 1973/7/28
30 小島 裕貴 こじま ゆうき 茨城県トライアスロン協会 28 1986/9/28
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