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bib 氏名 フリカナ 所属 年齢 生年月日
31 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） 28 1987/1/27
32 沢田 愛里 さわだ あいり ティーバイティーガレージ（北海道） 35 1980/5/2
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） 29 1986/12/4
34 佐藤 志帆 さとう しほ 稲毛インター（千葉） 22 1993/11/9
35 安藤 雪乃 あんどう ゆきの 早稲田大学（学連） 21 1994/11/10
36 佐藤 千佳 さとう ちか 湘南ベルマーレ（神奈川） 29 1986/1/9
37 有薗 早優 ありぞの さゆ 稲毛インター（学連） 19 1996/1/3
38 二分 陽子 にぶん ようこ 鳥取県トライアスロン協会 33 1982/3/13
39 川崎 由理奈 かわさき ゆりな 埼玉県トライアスロン連合 29 1986/8/10
40 細川 江梨子 ほそかわ えりこ 愛媛県トライアスロン協会 36 1979/7/12

＜エリート・U23男子＞
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 イステムジャパン/ハリアーズ（東京） 36 1979/6/18
2 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） 42 1973/10/23
3 田中 文也 たなか ふみや 湘南ベルマーレ（神奈川） 24 1991/7/16
4 今井 隆生 いまい たかお 東京都トライアスロン連合 25 1990/8/31
5 栗原 正明 くりはら まさあき チームエース（山梨） 28 1987/7/5
6 立花 勝 たちばな まさる 埼玉県トライアスロン連合 33 1982/10/2
7 中村 祐輔 なかむら ゆうすけ 明治大学（学連） 21 1994/11/20
8 浅海 健太 あさかい けんた 東海大学（学連） 21 1994/6/25
9 米谷 哲 よねや てつ 稲毛インター（千葉） 20 1995/7/22
10 池 隆礼 いけ たかゆき チームゴーヤー（沖縄） 24 1991/8/27
11 高梨 翔太 たかなし しょうた 千葉県トライアスロン連合 20 1995/10/27
12 生田目 颯 なまため はやて 流通経済大学（学連） 21 1994/8/12
13 小関 優允 こせき まさひろ 仙台大学（学連） 22 1993/2/18
14 川村 好平 かわむら こうへい 滋賀県トライアスロン協会 30 1985/9/3
15 長谷川 健 はせがわ けん 山形県トライアスロン協会 34 1981/8/23
16 原 知継 はら ともつぐ 東京都トライアスロン連合 33 1982/8/4
17 東 宏樹 あずま ひろき 日本体育大学（学連） 20 1995/10/3
18 清水 孝一郎 しみず こういちろう 東京都トライアスロン連合 24 1991/10/8
19 高松 辰雄 たかまつ たつお 東京都トライアスロン連合 26 1989/4/23
20 佐藤 雄大 さとう ゆうだい 明治大学（学連） 19 1996/4/13
21 平谷 隼 ひらや しゅん 千葉県トライアスロン連合 18 1997/9/24
22 山本 昌孝 やまもと まさたか 佐賀県トライアスロン協会 34 1981/7/29
23 根本 雄斗 ねもと ゆうと 福島県トライアスロン協会 23 1992/5/5

＜U19女子＞
bib 氏名 フリカナ 所属 年齢 生年月日
61 枝光 美奈 えだみつ みな 福岡県立大川樟風高等学校（福岡） 17 1998/2/8
62 橋本 紗英 はしもと さえ チームケンズ京都（京都） 17 1998/10/5
63 杉原 有紀 すぎはら ゆうき チームケンズ山梨（山梨） 17 1998/12/27
64 瀬賀 楓佳 せが ふうか チームケンズ山梨（山梨） 17 1998/12/8
65 見形 知亜莉 みかた ちあり 宇都宮村上塾（栃木） 16 1999/5/21
66 西牧 純 にしまき じゅん トライアスロンアカデミー福島（福島） 17 1998/10/1
67 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） 16 1999/10/7

＜U19男子＞
bib 氏名 フリカナ 所属 年齢 生年月日
41 小林 竜馬 こばやし りょうま 東北高等学校（宮城） 18 1997/12/26
42 堀田 智也 ほった ともや チームケンズ京都（京都） 17 1998/10/20
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43 玉崎 稜也 たまざき りょうや NPO千葉ブレイブ安藤塾（千葉） 17 1998/10/23
44 大久保 洋哉 おおくぼ ひろや チームケンズ京都（京都） 16 1999/7/3
45 小林 慶次 こばやし けいじ 東北高等学校（宮城） 16 1999/12/27
46 堀井 亮汰 ほりい りょうた 宇都宮村上塾（栃木） 17 1998/6/8
47 スピヌソ 騎士 すぴぬそ おらんど 保善高校（東京） 16 1999/3/16
48 長正 憲武 ながしょう のりたけ 福島県トライアスロン協会 16 1999/9/9
49 加後 賢太郎 かご けんたろう 京都府トライアスロン協会 17 1998/4/10
50 小川 颯斗 おがわ はやと 千葉県トライアスロン連合 16 1999/9/24
51 浅野 良太 あさの りょうた 東京都トライアスロン連合 17 1998/6/25
52 齊藤 快 さいとう かい 東京都トライアスロン連合 16 1999/5/22
53 北村 飛雄吾 きたむら ひゅうご 茨城県トライアスロン協会 16 1999/5/18

＜U15女子＞
bib 氏名 フリカナ 所属 年齢 生年月日
81 原田 有彩 はらだ ありさ 神奈川県トライアスロン連合 14 2001/10/10
82 中山 菜々美 なかやま ななみ チームケンズ京都（京都） 15 2000/1/12
83 中山 彩理香 なかやま さりか 町田市立小山中学校（東京） 15 2000/5/11
84 齊藤 遥華 さいとう はるか トライアスロンアカデミー福島（福島） 14 2001/10/6
85 花岡 愛美 はなおか あいみ 千葉県トライアスロン連合 13 2002/10/23
86 安達 桃香 あだち ももか 福島県トライアスロン協会 15 2000/7/26

＜U15男子＞
bib 氏名 フリカナ 所属 年齢 生年月日
71 斎藤 佑大 さいとう ゆうた アクシートライアスロンチーム（新潟） 15 2000/4/14
72 大浦 直繁 おおうら なおしげ 拓殖大学紅陵高等学校（千葉） 15 2000/3/16
73 高橋 宙之 たかはし ひろゆき 秋田市立城南中学校（秋田） 15 2000/8/27
74 花岡 秀吾 はなおか しゅうご 千葉県トライアスロン連合 15 2000/10/22
75 小林 武蔵 こばやし むさし 宮城県トライアスロン協会 13 2002/6/2
76 筒井 大介 つつい だいすけ 東京都トライアスロン連合 15 2000/2/10
77 千葉 雄大 ちば ゆうだい 栃木県トライアスロン協会 13 2002/11/28


