
2015.4.21現在
bib 氏名 ふりかな 所属名 JTU登録地 年齢 生年月日
61 久保埜 南 くぼの みなみ チームケンズ山梨 山梨 18 1997/8/19
62 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 20 1995/7/8
63 蒔田 亜伽音 まきた あかね 九州国際大学 学連 20 1995/5/14
64 中島 帆波 なかじま ほなみ チームケンズ京都 学連 19 1996/8/24
65 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 学連 19 1996/3/1
66 瀬賀 楓佳 せが ふうか チームケンズ山梨 山梨 17 1998/12/8
67 柴田 彩香 しばた あやか チームゴーヤー 宮崎 23 1992/2/6
68 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
69 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
70 加後 美咲 かご みさき チームケンズ京都 学連 19 1996/1/29
71 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 18 1997/4/20
72 酒井 美有 さかい みゆ スクウォッド・タクヤ 愛知 16 1999/6/20
73 橋本 紗英 はしもと さえ 京都府トライアスロン協会 京都 17 1998/10/5
74 前田 乙乃 まえだ おとの 愛知県トライアスロン協会 愛知 18 1997/5/9
75 有薗 早優 ありぞの さゆ 日本大学 学連 19 1996/1/3
76 福岡 啓 ふくおか ひらく 東京農業大学 学連 21 1994/5/3
77 川添 美佳 かわぞえ みか 日本体育大学 学連 22 1993/5/17
78 平下 心 ひらした こころ 大阪府トライアスロン協会 大阪 33 1982/1/27
79 岸本 新菜 きしもと にいな 日本体育大学 学連 20 1995/11/30
80 西牧 純 にしまき じゅん 福島県トライアスロン協会 福島 17 1998/10/1
81 内山 真奈 うちやま まな 東京都トライアスロン連合 東京 18 1997/7/5
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bib 氏名 ふりかな 所属名 JTU登録地 年齢 生年月日
1 前田 凌輔 まえだ りょうすけ バレッツ 愛知 20 1995/1/14
2 谷口 白羽 たにぐち しるば トヨタ車体 愛知 21 1994/8/7
3 下村 幸平 しもむら こうへい ボーマレーシング・セノビック 大阪 30 1985/9/24
4 池 隆礼 いけ たかゆき チームゴーヤー 沖縄 24 1991/8/27
5 山下 陽裕 やました ようすけ 立教大学 学連 22 1993/6/12
6 遠藤 樹 えんどう たつき トヨタ車体 愛知 25 1990/3/4
7 平松 幸紘 ひらまつ ゆきひろ 日本食研 愛媛 32 1983/10/19
8 杉原 賞紀 すぎはら たかのり 流通経済大学 学連 21 1994/11/14
9 山本 康貴 やまもと こうき チームケンズ京都 学連 19 1996/9/19
10 阿部 有希 あべ ゆうき 神奈川大学 学連 22 1993/11/12
11 桶谷 祐輝 おけたに ゆうき 島根県トライアスロン協会 愛知 27 1988/5/30
12 黒尾丸 真季 くろおまる まさき ウイングスTC 福岡 19 1996/5/29
13 山崎 向陽 やまさき こうよう トライアスロンクラブアルファ 愛知 17 1998/8/25
14 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 18 1997/10/25
15 小田倉 真 おだくら まこと 日本体育大学 学連 22 1993/7/20
16 小林 大哲 こばやし ひろあき 日本食研 愛媛 23 1992/4/28
17 米谷 哲 よねや てつ 稲毛インター 千葉 20 1995/7/22
18 鋤崎 隆也 すきざき たかや トライアスロンアカデミー福島 学連 21 1994/1/3
19 岩本 敏 いわもと さとし 流通経済大学 学連 19 1996/8/18
20 谷口 跳馬 たにぐち しゅうま 東海学園大学 学連 19 1996/4/14
21 真野 翔太 まの しょうた 稲毛インター 千葉 17 1998/11/30
22 塩入 巧望 しおいり たくみ 東京マリン西新井 学連 19 1996/9/30
23 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 16 1999/3/26
24 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
25 昼神 諒 ひるがみ りょう JSS深井 大阪 17 1998/4/29
26 肥後 巧 ひご たくみ 東海大学 学連 19 1996/3/8
27 蜂矢 樹 はちや たつき トライアスロンクラブアルファ 愛知 18 1997/10/4
28 堀田 智也 ほった ともや 京都府トライアスロン協会 京都 17 1998/10/20
29 黒尾丸 智拓 くろおまる ちひろ ウィングスTC 福岡 17 1998/3/17
30 岩瀬 大周 いわせ たいしゅう 山梨県トライアスロン連合 山梨 16 1999/9/27
31 青木 威澄 あおき いずみ 大阪府トライアスロン協会 大阪 17 1998/11/9
32 藤田 海人 ふじた かいと 福岡県トライアスロン連合 福岡 16 1999/7/18
33 藤井 嵩大 ふじい たかひろ 兵庫県トライアスロン協会 兵庫 17 1998/5/6
34 前田 能宜 まえだ とうき 愛知県トライアスロン協会 愛知 16 1999/3/15
35 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 17 1998/4/10
36 古山 大 ふるやま たいし 流通経済大学 学連 20 1995/4/28
37 稲井 勇仁 いない ゆうと 早稲田大学 学連 20 1995/4/10
38 立松 勇人 たてまつ ゆうと 中京大学 学連 21 1994/1/27
39 渡部 晃大朗 わたなべ こうたろう 明治大学 学連 21 1994/3/9
41 生田目 颯 なまため はやて 流通経済大学 学連 21 1994/8/12
42 木下 翔太郎 きのした しょうたろう 中京大学 学連 22 1993/10/1
43 川久保 直希 かわくぼ なおき 奈良県トライアスロン協会 奈良 26 1989/3/6
44 井戸 皓大 いど こうだい 大阪府トライアスロン協会 大阪 24 1991/9/2
45 引地 勇二 ひきち ゆうじ 福岡県トライアスロン連合 福岡 16 1999/5/20
46 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 福島 16 1999/9/9
47 渡邊 崇仁 わたなべ たかひと 関西大学 学連 18 1997/1/4
48 朝倉 太一 あさくら たいち 沖縄県トライアスロン連合 沖縄 34 1981/11/28
49 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 36 1979/8/5
50 吉野 孝義 よしの ゆきとも 立命館大学 学連 22 1993/2/8
51 砂川 孟生 すなかわ たける 沖縄県トライアスロン連合 沖縄 18 1997/10/11
52 五野井 隼人 ごのい はやと 沖縄県トライアスロン連合 沖縄 30 1985/6/16
53 金城 敬大 きんじょう けいた 沖縄県トライアスロン連合 沖縄 40 1975/10/5
54 堀井 亮汰 ほりい りょうた 宇都宮村上塾 栃木 17 1998/6/8
55 スピヌソ 騎士 すぴぬそ おらんど 保善高等学校 東京 16 1999/3/16
56 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 18 1997/7/29
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