
氏名 フリカナ 所属 年齢
1 上田藍 うえだ あい ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター（千葉） 33

2 佐藤優香 さとう ゆか トーシンパートナーズ、NTT東日本・NTT西日本、チームケンズ（山梨） 24

3 高橋侑子 たかはし ゆうこ 富士通（東京） 25

4 加藤友里恵 かとう ゆりえ ペリエ・グリーンタワー・稲毛インター（千葉） 29

5 蔵本葵 くらもと あおい 東京ヴェルディ（東京） 28

6 井出樹里 いで じゅり スポーツクラブNAS（神奈川） 33

7 足立真梨子 あだち まりこ トーシンパートナーズ・チームケンズ（山梨） 33

8 﨑本智子 さきもと ともこ 枚方スイミングスクール（大阪） 33

9 中島帆波 なかじま ほなみ AS京都（学連） 20

10 久保埜南 くぼの みなみ  トーシンパートナーズ・チームケンズ （山梨） 19

11 川口綾巳 かわぐち あやみ ボーマレーシング・みつお産婦人科（福岡） 31

12 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） 30

13 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（山梨） 21

14 福岡啓 ふくおか ひらく 湘南ベルマーレ（学連） 22

15 庭田清美 にわた きよみ アシックス・ザバス（千葉） 46

16 高嶺直美 たかみね なおみ 東京都トライアスロン連合 30

17 松居智咲 まつい ちさき トライステラ（愛知） 18

18 川崎由理奈 かわさき ゆりな 埼玉県トライアスロン連合 30

19 瀬賀楓佳 せが ふうか チームケンズ山梨（山梨） 18

20 石田凪帆 いしだ なぎほ 静岡県トライアスロン協会 23

21 稲葉明子 いなば あきこ 明治大学/学連 23

22 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） 20

23 岸本新菜 きしもと にいな 日本体育大学/学連 21

24 西麻依子 にし まいこ 岐阜県トライアスロン連合 32

25 有薗早優 ありぞの さゆ 日本大学／学連 20

26 蒔田亜伽音 まきた あかね 九州国際大学/学連 21

27 高橋世奈 たかはし せな 愛媛県トライアスロン協会 23

28 枝光美奈 えだみつ みな チームケンズ山梨（学連） 18

29 杉原有紀 すぎはら ゆうき チームケンズ山梨（山梨） 18

30 潮田小波 うしおだ こなみ トライアスロンクラブアルファ（愛知） 19

31 二分陽子 にぶん ようこ 鳥取県トライアスロン協会 34

32 平下心 ひらした こころ 大阪府トライアスロン協会 34

33 忽那静香 くつな しずか 東京都トライアスロン連合 40

34 丹野惠梨香 たんの えりか 埼玉県トライアスロン連合 27

35 薬師かれん やくし かれん 鹿屋体育大学/学連（九州） 23

36 加後美咲 かご みさき 奈良教育大学/学連（近畿） 20

37 木下楓 きのした かえで 成城大学/学連（東京） 20

38 西牧純 にしまき じゅん 福島県トライアスロン協会 18

39 大野愛理 おおのあいり 埼玉県トライアスロン連合 20

40 前田乙乃 まえだ おとの 東海学園大学/学連（東海） 19

41 北川麻利奈 きたがわ まりな 東京県トライアスロン連合 34

42 福田慶 ふくだ けい 埼玉県トライアスロン連合 24

43 中島聖子 なかじま せいこ 兵庫県トライアスロン協会 37

44 細川久実子 ほそかわ くみこ 岩手県トライアスロン協会 36

45 田中麻優 たなか まゆ 愛媛県トライアスロン協会 19

46 林真奈美 はやし まなみ 静岡県トライアスロン協会 33

47 安藤雪乃 あんどう ゆきの 早稲田大学/学連（東京） 22

48 沢田愛里 さわだあいり 北海道トライアスロン連合 36

49 孫崎虹奈 まごさき にじな 日本体育大学/学連（関東） 22

50 波多江苑子 はたえ そのこ 同志社女子大学/学連（近畿） 22
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51 竹元久美子 たけもと くみこ 愛知県トライアスロン協会 33

52 城間ふみ桜 しろま ふみよ 琉球大学/学連（沖縄） 19

53 山口桃由 やまぐち もゆ 日本女子体育大学/学連（関東） 22

54 安藤さりい あんどう さりい 国士舘大学/学連（東京） 21

55 川添美佳 かわぞえ みか 千葉県トライアスロン連合 23

56 木下遥奈 きのした はるな 岡山県トライアスロン協会 20

57 阿間見眸 あまみ ひとみ 神奈川県トライアスロン連合 20

58 甘糟恵美 あまかす めぐみ 静岡県トライアスロン協会 22

59 岡本直子 おかもと なおこ 和歌山県トライアスロン連合 29

60 蒔田百合音 まきた ゆりね 九州国際大学/学連（九州） 19

61 松山千紘 まつやま ちひろ 日本体育大学/学連（東京） 22

＊年齢表記は12月31日現在



bib 氏名 フリカナ 所属 年齢
1 古谷純平 ふるや じゅんぺい 三井住友海上（東京） 25

2 細田雄一 ほそだ ゆういち 博慈会（東京） 32

3 谷口白羽 たにぐち しるば トヨタ車体（愛知） 22

4 田山寛豪 たやま ひろかつ NTT東日本・NTT西日本/流通経済大学職員（茨城） 35

5 前田凌輔 まえだ りょうすけ バレッツ（愛知） 21

6 渡部晃大朗 わたなべ こうたろう 博慈会（東京） 22

7 小林大哲 こばやし ひろあき 日本食研（愛媛） 24

8 石塚祥吾 いしつか しょうご 日本食研（愛媛） 27

9 梅田祐輝 うめだ ゆうき サンクスアイ（東京） 31

10 山本良介 やまもと りょうすけ 京都府トフトライアスロン協会（京都） 37

11 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） 22

12 山本康貴 やまもと こうき AS京都（学連） 20

13 杉原賞紀 すぎはら たかのり 流通経済大学（学連） 22

14 小田倉真 おだくら まこと 日本体育大学（東京） 23

15 末岡暸 すえおか りょう 長崎県トライアスロン協会 26

16 平松幸紘 ひらまつ ゆきひろ 日本食研（愛媛） 33

17 桶谷祐輝 おけたに ゆうき バレッツ・ガスティ・ベルリオ （島根） 28

18 佐藤錬 さとう れん 神奈川大学/学連 21

19 古山大 ふるやま たいし 流通経済大学（学連） 21

20 北條巧 ほうじょう たくみ 日本体育大学（学連） 20

21 外山高広 とやま たかひろ 東京ヴェルディ（東京） 33

22 小林竜馬 こばやし りょうま 流通経済大学（学連） 19

23 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） 19

24 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） 18

25 小関優允 こせき まさひろ 仙台大学/学連（東北） 23

26 黒尾丸真季 くろおまる まさき 九州共立大学/学連（九州） 20

27 井上賢吾 いのうえ けんご 東京都トライアスロン連合 25

28 井戸皓大 いど こうだい 大阪府トライアスロン協会 25

29 稲葉大友 いなば だいすけ 同志社大学/学連（近畿） 21

30 佐藤謙太郎 さとう けんたろう 群馬県トライアスロン協会 25

31 山下陽裕 やました ようすけ 埼玉県トライアスロン連合 23

32 竹内鉄平 たけうち テッペイ 愛知県トライアスロン協会 40

33 小林歩 こばやし あゆむ 広島県トライアスロン協会 27

34 立道国一 たてみち くにかず 長野県トライアスロン協会 28

35 山本幸知 やまもと さち 同志社大学/学連（近畿） 22

36 寺澤光介 てらさわ こうすけ 東京都トライアスロン連合 22

37 原田雄太郎 はらだ ゆうたろう 埼玉県トライアスロン連合 35

38 小原北斗 おばら ほくと 鳥取県トライアスロン協会 18

39 平野司 ひらの つかさ 東京都トライアスロン連合 33

40 疋田浩気 ひきだ ひろき 静岡県トライアスロン協会 44

41 三宅真一 みやけ しんいち 香川県トライアスロン協会 41

42 黒尾丸智拓 くろおまる ちひろ 九州共立大学/学連（九州） 18

43 塩入巧望 しおいり たくみ 東洋学園大学/学連（東京） 20

44 西村幸浩 にしむら ゆきひろ 早稲田大学/学連（東京） 21

45 上田暁之 うえだ あきゆき 北海道大学/学連（北海道） 21

46 福田勇希 ふくだ ゆうき 日本大学/学連（関東） 22

47 柳井賢太 やない けんた 神奈川県トライアスロン連合 30

48 佐々木克幸 ささき よしゆき 長野県トライアスロン協会 32
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49 前田隼矢 まえだ しゅんや 兵庫県トライアスロン協会 28

50 長谷川健 はせがわ けん 山形県トライアスロン協会 35

51 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 37

52 杉山太一 すぎやま たいいち 静岡県トライアスロン協会 32

53 岩本敏 いわもと さとし 流通経済大学/学連（関東） 20

54 若杉恵夢 わかすぎ えむ 神奈川県トライアスロン連合 27

55 生田目颯 なまため はやて 流通経済大学/学連（関東） 22

56 川久保直希 かわくぼ なおき 奈良県トライアスロン協会 27

57 藤井雅之 ふじい まさゆき 岐阜県トライアスロン連合 31

58 富内檀 とみうち だん 東京都トライアスロン連合 22

59 塚野優輝 つかの ゆうき 大東文化大学/学連（関東） 19

60 内田弦大 うちだ げんた AS京都（学連） 19
＊年齢表記は12月31日現在


