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レースNo 氏名 ふりかな 所属 年齢 生年月日

52 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
53 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
54 加後 美咲 かご みさき チームケンズ京都（学連） 18 1996/1/29
55 蒔田 亜伽音 まきた あかね 九州国際大学（学連） 19 1995/5/14
56 福田 慶 ふくだ けい 日本大学/学連 22 1992/4/24
57 恒川 由衣 つねかわ ゆい 立命館大学/学連 20 1994/6/29
58 柴田 彩香 しばた あやか 宮崎県トライアスロン連合 22 1992/2/6
59 孫崎 虹奈 まごさき にじな 日本体育大学/学連 20 1994/9/17
60 石田 凪帆 いしだ なぎほ 常葉大学/学連 21 1993/6/10
61 木下 涼風 きのした すずか 日本女子大学/学連 20 1994/8/2
62 福岡 啓 ふくおか ひらく 東京農業大学/学連 20 1994/5/3
63 川添 美佳 かわぞえ みか 日本体育大学/学連 21 1993/5/17
64 服部 桃子 はっとり ももこ 早稲田大学/学連 21 1993/7/31

レースNo 氏名 ふりかな 所属 年齢 生年月日
1 古谷 純平 ふるや じゅんぺい 三井住友海上（東京） 23 1991/5/18
2 生田目 颯 なまため はやて 宇都宮村上塾（学連） 20 1994/8/12
3 青木 一磨 あおき かずま 東京ヴェルディ（神奈川） 23 1991/1/23
4 谷口 白羽 たにぐち しるば トヨタ車体（愛知） 20 1994/8/7
5 椿 浩平 つばき こうへい 宇都宮村上塾（栃木） 23 1991/12/23
6 杉原 賞紀 すぎはら たかのり 流通経済大学/学連 20 1994/11/14
7 小田倉 真 おだくら まこと 日本体育大学/学連 21 1993/7/20
8 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
9 工藤 鴻 くどう ひろ 仙台大学/学連 19 1995/10/3
10 田中 文也 たなか ふみや 湘南ベルマーレ（神奈川） 23 1991/7/16
11 山下 陽裕 やました ようすけ 立教大学/学連 21 1993/6/12
12 池 隆礼 いけ たかゆき 沖縄県トライアスロン連合 23 1991/8/27
13 寺澤 光介 てらさわ こうすけ 日本体育大学/学連 20 1994/3/7
14 古謝 孝明 こじゃ たかあき 北海道薬科大学/学連 20 1994/12/24
15 池添 敦 いけぞえ あつし 東北大学/学連 22 1992/3/1
16 五十川 陸斗 いそがわ りくと 早稲田大学/学連 20 1994/1/21
17 郷田 光希 ごうだ みつき 早稲田大学/学連 20 1994/7/14
18 肥後 巧 ひご たくみ 東海大学/学連 18 1996/3/8
19 渡部 晃大朗 わたなべ こうたろう 明治大学/学連 20 1994/3/9
20 湯原 尚央 ゆはら たかひろ 明治大学/学連 20 1994/1/13
21 國枝 洸希 くにえだ ひろき 明治大学/学連 22 1992/5/5
22 飯泉 拳 いいずみ けん 早稲田大学/学連 21 1993/11/12
23 高村 亮 たかむら りょう 明治大学/学連 21 1993/10/27
24 小関 優允 こせき まさひろ 仙台大学/学連 21 1993/2/18
25 阿部 有希 あべ ゆうき 神奈川大学/学連 21 1993/11/12
26 稲井 勇仁 いない ゆうと 早稲田大学/学連 19 1995/4/10
27 古山 大 ふるやま たいし 流通経済大学/学連 19 1995/4/28
28 安倍 築 あべ きずく 東北大学/学連 21 1993/11/9
29 浅海 健太 あさかい けんた 東海大学/学連 20 1994/6/25
30 福田 鷹平 ふくだ ようへい 慶應義塾大学/学連 21 1993/12/2
31 清本 聖 きよもと きよし 早稲田大学/学連 23 1991/11/9
32 吉藤 勇人 よしふじ はやと 明治大学/学連 21 1993/6/18
33 長谷川 友祐 はせがわ ゆうすけ 早稲田大学/学連 22 1992/11/20
34 鮫嶋 浩生 さめしま こうき 鹿児島大学/学連 22 1992/7/3
35 鋤崎 隆也 すきざき たかや 順天堂大学/学連 20 1994/1/3
36 立松 勇人 たてまつ ゆうと 中京大学/学連 20 1994/1/27
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