
レースNo 氏名 よみがな 所属 年齢 生年月日
1 中山 菜々美 なかやま ななみ チームケンズ京都（京都） 14 2000/1/12
2 酒井 美有 さかい みゆ SQUAD TAKUYA（愛知） 15 1999/6/20
3 西垣 怜奈 にしがき れな NSIトライアスロン（大阪） 15 1999/6/3
4 内田 真樹 うちだ まき サンモールスイミングクラブ（兵庫） 13 2001/9/4
5 飯塚 唯 いいづか ゆい 宇都宮村上塾（栃木） 15 1999/7/18
6 大澤 侑愛 おおさわ ゆきな 山梨県立甲府第一高等学校（山梨） 15 1999/1/8
7 河内 彩衣琉 こうち あいる 伊予市立伊予中学校（愛媛） 15 1999/4/2
8 長藤 宏美 ながふじ ひろみ チームケンズ京都（大阪） 14 2000/4/22
9 酒見 琳 さかみ りん チームケンズ(東京) 14 2000/11/13
10 庭田 花綾 にわた かあや チームエフォーツ（広島） 14 2000/1/13
11 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
12 小池 優媛 こいけ ゆえん 茨城県取手市立取手第一中学校（茨城） 15 1999/5/15
13 野口 ななみ のぐち ななみ アクシートライアスロンチーム（新潟） 15 1999/5/11
14 正垣 木梨 まさがき きり チームケンズ京都（兵庫） 13 2001/2/26
15 山本 晏美 やまもと あんび NSIトライアスロン（大阪） 13 2001/1/6
16 二井 範子 ふたい のりこ たつの市立龍野西中学校（兵庫） 13 2001/4/10
17 近馬 亜実 ちかば あみ 福井県トライアスロン協会（福井） 15 1999/10/8
18 池口 いずみ いけぐち いずみ チームエフォーツ（鳥取） 14 2000/7/19
19 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
20 三田村 美雨 みたむら みう チームケンズ京都（京都） 13 2001/6/23
21 村場 里咲 むらば りさ セイカスポーツクラブ（鹿児島） 13 2001/1/4
22 原田 有彩 はらだ ありさ 横浜市立万騎が原中学校（神奈川） 13 2001/10/10
23 林本 花枝 はやしもと かえ 一宮工業高等学校（愛知） 15 1999/2/24
24 大澤 真由 おおさわ まゆ 甲府立北東中学校（山梨） 14 2000/12/15
25 西垣 亜美 にしがき あみ 守口市立第一中学校（大阪） 15 1999/6/3
26 高橋 爽 たかはし さや 広島市立五日市中学校（広島） 15 1999/10/25
27 林原 萌香 はやしばら もえか 大山町立大山中学技（鳥取） 14 2000/11/22
28 植 美優 うえ みゆ 鳥取県米子市立福生中学校（鳥取） 14 2000/6/30
29 安達 桃香 あだち ももか 福島市立信夫中学校（福岡） 14 2000/7/26
30 黒尾丸 詩生 くろおまる うたみ 北九州市立企救中学校（福岡） 15 1999/4/8
31 小原 絵梨 おばら えり 米子市立福米中学（鳥取） 13 2001/1/12
32 小﨑 史帆 こざき しほ 京都市立二条中学校（京都） 14 2000/8/7
33 植田 莉子 うえだ りこ 法勝寺中学校（鳥取） 15 1999/6/30
34 青木 優奈 あおき ゆうな 鳥取大学附属中学校（鳥取） 14 2000/7/23
35 池間 文華 いけま ふみか 那覇市立首里中学校（沖縄） 13 2001/5/24
36 中村 世愛 なかむら せな 三和中（熊本） 15 1999/10/27
37 矢尾 桃子 やお ももこ 坂井市丸岡南中学校（福井） 14 2000/9/23
38 林 日向子 はやし ひなこ 百合学院中学校（兵庫） 13 2001/12/22
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51 望月 満帆 もちづき みつほ チームM&M（山梨） 14 2000/8/11
52 水野 泉之介 みずの なみのすけ チームゴーヤー名古屋（愛知） 15 1999/3/26
53 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
54 岩瀬 大周 いわせ たいしゅう 山梨大学教育人間科学部付属中学校（山梨） 15 1999/9/27
55 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
56 飯尾 寛太 いいお かんた 保津川トライアスロン倶楽部（大阪） 15 1999/10/14
57 引地 勇二 ひきち ゆうじ 西南学院中学校（福岡） 15 1999/5/20
58 本多 晴飛 ほんだ はるひ チーム ブレイブ（兵庫） 14 2000/4/2
59 藤田 海人 ふじた かいと 北九州市立穴生中学校（福岡） 15 1999/7/18
60 大久保 洋哉 おおくぼ ひろや チームケンズ京都（京都） 15 1999/7/3
61 スピヌソ 騎士 すぴぬそ おらんど 保善高校（東京） 15 1999/3/16
62 小川 颯斗 おがわ はやと 千葉ブレイブ安藤塾（千葉） 15 1999/9/24
63 天野 隼 あまの しゅん 京華高等学校（千葉） 15 1999/1/27
64 大浦 直繁 おおうら なおしげ 鋸南町立鋸南中学校（千葉） 14 2000/3/16
65 相良 友哉 さがら ともや 福岡市立多々良中央中学校（福岡） 15 1999/5/31
66 亀山 一輝 かめやま かずき 太田市立太田中学校（群馬） 14 2000/4/24
67 林本 季晃 はやしもと きっこう 一宮市立西成中学校（愛知） 14 2000/3/27
68 橘田 大河 きった たいが 甲府市立笛南中学校（山梨） 14 2000/10/23
69 筒井 海翔 つつい かいと 小牧市立桃陵中学校（愛知） 14 2000/6/27
70 恒川 涼至 つねかわ りょうじ 北九州市立柳西中学校（福岡） 15 1999/7/13
71 板倉 沙依 いたくら さい 沼 中学校（福岡） 14 2000/2/9
72 松田 圭人 まつだ けいと 沖縄県浦添市立浦西中学校（沖縄） 15 1999/10/24
73 岩本 黎志 いわもと れいじ 広島市立 亀山中学校（広島） 15 1999/6/2
74 伊藤 仁 いとう ひろし 大阪市城陽中学校（大阪） 13 2001/4/10
75 吉川 恭太郎 よしかわ きょうたろう 戸田市立新曽中学校（埼玉） 14 2000/4/4
76 近藤 玖伸 こんどう ひさのぶ 宇和島南中等教育学校（愛媛） 13 2001/6/19
77 金谷 純平 かなや じゅんぺい 新潟市立東石山中学校（新潟） 13 2001/6/6
78 原田 洋旭 はらだ ひろあき 和歌山大学教育学部附属中学校（大阪） 14 2000/6/22
79 斎藤 佑大 さいとう ゆうた 新潟第一中学校（新潟） 14 2000/4/14
80 三澤 祐太朗 みさわ ゆうたろう 鳥取県米子市立弓ヶ浜中学校（鳥取） 15 1999/4/11
81 小倉 蓮太郎 おぐら れんたろう 小倉日新館（福岡） 15 1999/5/15
82 松居 智規 まつい ともき 翔南中学校（愛知） 13 2001/4/8
83 松本 康佑 まつもと こうすけ 鳥取県米子市立加茂中学校（鳥取） 13 2001/1/16
84 前田 能宜 まえだ とうき 惟信高校（愛知） 15 1999/1/15
85 大西 左龍 おおにし さりゅう elc International School（岐阜） 14 2000/3/19
86 長谷川 晃世 はせがわ こうせい 南山中学（愛知） 13 2001/5/3
87 辻田 洸希 つじた ひろき 日本大学第三中学校（東京） 13 2001/2/18
88 藤山 朋紀 ふじやま ともき 京都産業大学付属中学校（京都） 13 2001/2/23
89 徳山 英真 とくやま えいしん 明道中学校（福井） 13 2001/8/25
90 福田 友郎 ふくだ ともろう 矢吹中学校（福島） 15 1999/4/11
91 蜂矢 涼 はちや りょう みよし市立三好中学校（愛知） 14 2000/6/21
92 目細 航 めぼそ こう 上越教育大学附属中学校 14 2000/5/21
93 立花 匠 たちばな しょう 柳川市立柳城中学校（福岡） 13 2001/5/24
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101 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
102 久保埜 南 くぼの みなみ チームケンズ山梨（山梨） 17 1997/8/19
103 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
104 加後 美咲 かご みさき 奈良教育大学／学連 18 1996/1/29
105 阿間見 眸 あまみ ひとみ 三好スイミングアカデミー（愛知） 18 1996/5/4
106 瀬賀 楓佳 せが ふうか ケンズ山梨（山梨） 16 1998/12/8
107 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
108 永田 美優 ながた みゆ 鳥取県立米子東高等学校（鳥取） 18 1996/8/31
109 三好 実穂 みよし みほ 群馬県立前橋東高等学校（群馬） 17 1997/3/14
110 蒔田 百合音 まきた ゆりね 九州国際大学付属高等学校（福岡） 17 1997/4/20
111 前田 乙乃 まえだ おとの 維信高等学校（愛知） 17 1997/5/9
112 橋本 紗英 はしもと さえ 同志社女子高等学校（京都） 16 1998/10/5
113 松居 智咲 まつい ちさき 光ケ丘高校（愛知） 16 1998/12/1
114 西牧 純 にしまき じゅん 福島県立西高校（福島） 16 1998/10/1
115 奥田 さわ おくだ さわ 千葉県立銚子高等学校（茨城） 16 1998/9/21
116 川嶋 百香 かわしま ももか 三重県立川越高校（三重） 17 1997/6/7
117 池邉 有里奈 いけべ ゆりな 桐蔭横浜大学（東京） 19 1995/6/8
118 内山 真奈 うちやま まな 都立小平高校（東京） 17 1997/7/5
119 有薗 早優 ありぞの さゆ 日本大学／学連 18 1996/1/3
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151 山本 康貴 やまもと こうき チームケンズ京都（京都） 18 1996/9/19
152 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
153 望月 光樹 もちづき みつき チームM&M（学連） 19 1995/8/22
154 真野 翔太 まの しょうた 稲毛インターナショナルトライアスロンクラブ（千葉） 16 1998/11/30
155 谷口 跳馬 たにぐち しゅうま 三好スイミングアカデミー（愛知） 18 1996/4/14
156 蜂矢 樹 はちや たつき 三好スイミングアカデミー（愛知） 17 1997/10/4
157 山﨑 向陽 やまさき こうよう 三好スイミングアカデミー（愛知） 16 1998/8/25
158 昼神 諒 ひるがみ りょう JSS深井（大阪） 16 1998/4/29
159 稲井 勇仁 いない ゆうと 早稲田大学／学連 19 1995/4/10
160 黒尾丸 真季 くろおまる まさき 敬愛高等学校（福岡） 18 1996/5/29
161 岩本 敏 いわもと さとし 鳥取県立米子西高等学校（鳥取） 18 1996/8/18
162 古山 大 ふるやま たいし 流通経済大学／学連 19 1995/4/28
163 小林 竜馬 こばやし りょうま 東北高等学校（宮城） 17 1997/12/26
164 新村 起丈 にいむら きじょう 日本学園高等学校（東京） 17 1997/7/29
165 渡邊 崇仁 わたなべ たかひと 大阪学芸中等教育学校（大阪） 17 1997/1/4
166 堀田 智也 ほった ともや 大津市立粟津中学校（京都） 16 1998/10/20
167 小原 北斗 おばら ほくと 鳥取県立鳥取中央育英高等学校（鳥取） 16 1998/7/1
168 黒尾丸 智拓 くろおまる ちひろ 福岡県立小倉南高等学校（福岡） 16 1998/3/17
169 加後 賢太郎 かご けんたろう 京都府立乙訓高等学校 16 1998/4/10
170 桑本 滉也 くわもと こうや 鳥取県立米子東高校（鳥取） 16 1998/8/17
171 田中 虎太郎 たなか こたろう 福井県立勝山高等学校（福井） 16 1998/1/24
172 鈴木 翔太 すずき しょうた 日本学園高等学校（東京） 16 1998/1/5
173 野本 周平 のもと しゅうへい 鳥取県立米子東高校（鳥取） 16 1998/9/1
174 塩入 巧望 しおいり たくみ 東京都立足立西高等学校（東京） 18 1996/9/30
175 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
176 山口 浩人 やまぐち ひろと 日本学園高等学校（東京） 17 1997/12/24
177 石関 玲於 いしぜき れお 桐蔭学園（神奈川） 16 1998/6/17
178 石橋 拓己 いしばし たくみ 東海大学／学連 19 1995/8/12
179 浅野 良太 あさの りょうた 日本学園高等学校（東京） 16 1998/6/25
180 船越 友己也 ふなこし ゆきや 埼玉県立春日部高等学校（埼玉） 16 1998/2/8
181 藤井 嵩大 ふじい たかひろ 兵庫県立小野高校（兵庫） 16 1998/5/6
182 萩原 嘉朋 はぎはら かいと 福井工業大学付属福井高等学校（福井） 16 1998/10/29
183 肥後 巧 ひご たくみ 東海大学／学連 18 1996/3/8
184 浜谷 拓海 はまや たくみ 武生東高校（福井） 17 1997/5/19
185 米谷 哲 よねや てつ 千葉県トライアスロン連合 19 1995/7/22
186 堀井 亮汰 ほりい りょうた 文星芸術大学付属高等学校（栃木） 16 1998/6/8
187 木野 敢太 きの かんた 敬愛高等学校（福岡） 18 1996/10/22
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