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bib 氏名 ふりかな 所属名 都道府県 年齢 生年月日
61 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

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 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

64 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

65 淵上 翔子 ふちがみ しょうこ 東京ヴェルディ 東京 24 1990/10/22

66 杉原 有紀 すぎはら ゆうき チームケンズ京都 京都 16 1998/12/27

67 加後 美咲 かご みさき チームケンズ京都 学連 18 1996/1/29

68 久保埜 南 くぼの みなみ チームケンズ山梨 山梨 17 1997/8/19

69 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

70 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

71 伊藤 喜志子 いとう きしこ 千葉県トライアスロン連合 千葉 25 1989/9/14

72 佐藤 志帆 さとう しほ 千葉県トライアスロン連合 千葉 21 1993/11/9

73 福田 慶 ふくだ けい 日本大学 学連 22 1992/4/24

74 川添 美佳 かわぞえ みか 日本体育大学 学連 21 1993/5/17

75 蒔田 百合音 まきた ゆりね 福岡県トライアスロン連合 福岡 17 1997/4/20

76 福岡 啓 ふくおか ひらく 東京農業大学 学連 20 1994/5/3

77 前田 乙乃 まえだ おとの 愛知県トライアスロン協会 愛知 17 1997/5/9

78 橋本 紗英 はしもと さえ 京都府トライアスロン協会 京都 16 1998/10/5

79 孫崎 虹奈 まごさき にじな 日本体育大学 学連 20 1994/9/17

80 永田 美優 ながた みゆ 鳥取県トライアスロン協会 鳥取 18 1996/8/31

81 岡本 直子 おかもと なおこ 和歌山県トライアスロン連合 和歌山 27 1987/4/25

82 瀬賀 楓佳 せが　ふうか 山梨県トライアスロン連合 山梨 16 1998/12/8

83 内山 真奈 うちやま まな 東京都トライアスロン連合 東京 17 1997/7/5

bib 氏名 ふりかな 所属 年齢 生年月日
1 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

2 石塚 祥吾 いしつか しょうご 日本食研 愛媛 25 1989/10/3

3 谷口 白羽 たにぐち しるば トヨタ車体 愛知 20 1994/8/7

4 遠藤 樹 えんどう たつき トヨタ車体 愛知 24 1990/3/4

5 福井 英郎 ふくい ひでお トヨタ車体 愛知 37 1977/9/25

6 生田目 颯 なまため はやて 宇都宮 村上塾 学連 20 1994/8/12

7 前田 凌輔 まえだ りょうすけ チームトライアングル 愛知 19 1995/1/14

8 梅田 祐輝 うめだ ゆうき サンクスアイ 埼玉 29 1985/2/13

9 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

10 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

11 工藤 鴻 くどう ひろ 仙台大学 学連 19 1995/10/3

12 望月 光樹 もちづき みつき チームM&M 学連 19 1995/8/22

13 塩入 巧望 しおいり たくみ 東京マリン西新井スイミング 東京 18 1996/9/30

14 青木 一磨 あおき かずま 神奈川県トライアスロン連合 神奈川 23 1991/1/23

15 池 隆礼 いけ たかゆき 沖縄県トライアスロン連合 沖縄 23 1991/8/27

16 若杉 恵夢 わかすぎ えむ 神奈川県トライアスロン連合 神奈川 25 1989/4/29

17 小田倉 真 おだくら まこと 日本体育大学 学連 21 1993/7/20

18 外山 高広 とやま たかひろ 東京都トライアスロン連合 東京 31 1983/10/18

19 稲井 勇仁 いない ゆうと 早稲田大学 学連 19 1995/4/10

20 井上 一輝 いのうえ かずき 東京都トライアスロン連合 東京 32 1982/10/17

21 今井 隆生 いまい たかお チームケンズ 東京 24 1990/8/31

22 田中 文也 たなか ふみや 湘南ベルマーレ 神奈川 23 1991/7/16
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23 浅海 健太 あさかい けんた 東海大学 学連 20 1994/6/25

24 山﨑 向陽 やまさき こうよう 愛知県トライアスロン協会 愛知 16 1998/8/25

25 柳井 賢太 やない けんた 神奈川県トライアスロン連合 神奈川 28 1986/6/16

26 黒尾丸 真季 くろおまる まさき 福岡県トライアスロン連合 福岡 18 1996/5/29

27 生井 一公 なまい かずひろ 東京都トライアスロン連合 東京 34 1980/4/28

28 親泊 昌彦 おやどまり まさひこ 沖縄県トライアスロン連合 沖縄 35 1979/8/5

29 新村 起丈 にいむら きじょう 東京都トライアスロン連合 東京 17 1997/7/29

30 松田 航介 まつだ こうすけ 東京都トライアスロン連合 東京 29 1985/12/19

31 原 恭平 はら きょうへい 日本体育大学 学連 22 1992/5/13

32 櫛田 宣善 くしだ のぶよし 愛知県トライアスロン協会 愛知 31 1983/11/16

33 樋口 玲士 ひぐち れいし 福岡県トライアスロン連合 福岡 32 1982/7/26

34 肥後 巧 ひご たくみ 東海大学 学連 18 1996/3/8

35 蜂矢 樹 はちや たつき 愛知県トライアスロン協会 愛知 17 1997/10/4

36 堀田 智也 ほった ともや 京都府トライアスロン協会 京都 16 1998/10/20

37 小林 竜馬 こばやし りょうま 宮城県トライアスロン協会 宮城 17 1997/12/26

38 佐藤 謙太郎 さとう けんたろう 日本大学 学連 23 1991/6/13

39 鋤崎 隆也 すきざき たかや 順天堂大学 学連 20 1994/1/3

40 加後 賢太郎 かご けんたろう 京都府トライアスロン協会 京都 16 1998/4/10

41 谷口 跳馬 たにぐち しゅうま 愛知県トライアスロン協会 愛知 18 1996/4/14

42 黒尾丸 智拓 くろおまる ちひろ 福岡県トライアスロン連合 福岡 16 1998/3/17

43 福永 晃樹裕 ふくなが あきひろ 日本大学 学連 22 1992/11/12

44 塚野 優輝 つかの ゆうき 埼玉県トライアスロン連合 埼玉 17 1997/3/14

45 新里 崇 しんざと たかし 沖縄県トライアスロン連合 沖縄 29 1985/2/12

46 清本 聖 きよもと きよし 早稲田大学 学連 23 1991/11/9

47 安田 一平 やすだ いっぺい 沖縄県トライアスロン連合 沖縄 17 1997/10/4

48 保坂 圭太郎 ほさか けいたろう 日本大学 学連 21 1993/5/5

49 古山 大 ふるやま たいし 流通経済大学 学連 19 1995/4/28

50 寺澤 光介 てらさわ こうすけ 日本体育大学 学連 20 1994/3/7
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