
〈女子〉

レースNo 氏名 フリガナ 所属先 年齢 生年月日

31 細川 江梨子 ホソカワ エリコ 愛媛県トライアスロン協会 39 1979/7/12

32 石田 凪帆 イシダ ナギホ 湘南ベルマーレ/静岡 25 1993/6/10

33 近石 敬子 チカイシ ケイコ 兵庫県トライアスロン協会 41 1977/9/5

34 一本松 静香 イッポンマツ シズカ 東京都トライアスロン連合 25 1993/9/24

35 西岡 真紀 ニシオカ マキ 和歌山県トライアスロン連合 27 1991/11/9

36 岩川 真知子 イワカワ マチコ 山梨県トライアスロン連合 29 1989/11/20

37 滝川 陽希 タキカワ ハルキ 自治医科大学 23 1995/2/14

38 福田 慶 フクダ ケイ 埼玉県トライアスロン連合 26 1992/4/24

39 稲葉 明子 イナバ アキコ 神奈川県トライアスロン連合 25 1993/7/25

40 市川 愛唯 イチカワ アユ 日本体育大学 21 1997/2/5

41 八代 純子 ヤシロ ジュンコ 神奈川県トライアスロン連合 38 1980/10/3

〈男子〉

レースNo 氏名 フリガナ 所属先 年齢 生年月日

1 山本 良介 ヤマモト リョウスケ 国際スポーツ振興協会/京都 39 1979/5/17

2 髙濵 邦晃 タカハマ クニアキ ボーマレーシング・ミクニ/福岡 39 1979/1/4

3 松田 薫 マツダ カオル ダイサン/大阪 48 1970/7/17

4 榊原 佑基 サカキバラ ユウキ 千葉県トライアスロン連合 27 1991/6/2

5 川久保 直希 カワクボ ナオキ 奈良県トライアスロン協会 29 1989/3/6

6 東野 翔 ヒガシノ ショウ 大阪府トライアスロン協会 34 1984/8/27

7 髙橋 良祐 タカハシ リョウスケ 神奈川県トライアスロン連合 38 1980/7/7

8 戸原 開人 トハラ カイト メークス・きぬの湯・Factor Bikes・茨城県競技力向上対策本部/茨城 29 1989/1/6

9 澤瀉 大樹 オモダカ ダイキ 兵庫県トライアスロン協会 28 1990/4/1

10 浅海 健太 アサカイ ケンタ 福井県トライアスロン協会 24 1994/6/25

11 高橋 正俊 タカハシ マサトシ 大阪府トライアスロン協会 26 1992/11/10

12 井辺 弘貴 インベ ヒロタカ 九州大学 23 1995/1/13

13 平松 弘道 ヒラマツ コウドウ 東京都トライアスロン連合 38 1980/7/19

14 フェラーリ シモン フェラーリ シモン 大阪府トライアスロン協会 29 1989/9/25

15 多賀谷 光 タガヤ ヒカル 国士舘大学 21 1997/11/9

16 増田 大成 マスダ タイセイ 大阪体育大学 21 1997/1/30

17 小嶋 岳 コジマ タカシ 筑波大学 23 1995/8/1

18 江口 大聖 エグチ タイセイ 立教大学 21 1997/2/21

19 梅田 航平 ウメダ コウヘイ 神奈川県トライアスロン連合 26 1992/2/1

20 近藤 高弘 コンドウ タカヒロ 愛知県トライアスロン協会 37 1981/1/14

21 加藤 修三 カトウ シュウゾウ 慶應義塾大学 22 1996/3/13

22 菊池 朋明 キクチ トモアキ 東京都トライアスロン連合 30 1988/5/23

23 経澤 耕達 ツネザワ コウタツ 栃木県トライアスロン協会 41 1977/1/14

24 中村 祐輔 ナカムラ ユウスケ 福岡県トライアスロン連合 24 1994/11/20
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