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レースNo 氏名 ふりがな 所属 年齢 生年月日
1 井出　樹里 いで　じゅり トーシンパートナーズ・チームケンズ 25 1983/06/09
2 山本 奈央 やまもと なお 愛知県立西尾高校 17 1991/02/23
3 佐藤 優香 さとう ゆか 日本橋女学館高等学校 16 1992/01/18
4 中島 千恵 なかしま ちえ トーシンパートナーズ・チームケンズ 25 1983/08/07
5 蔵本 葵 くらもと あおい 東京ヴェルディ 20 1988/09/11
6 菊池 日出子 きくち ひでこ チームブレイブ 21 1986/12/04
7 高橋 侑子 たかはし ゆうこ 東京ヴェルディ 16 1991/08/27
8 菅原 多美代 すがわら たみよチームケンズ 18 1989/10/04
9 佐藤 千佳 さとう ちか 神奈川県連合 22 1986/01/09
10 川口 綾巳 かわぐち あやみ 福岡県連合 23 1985/02/07
11 土橋 茜子 つちはし あかね チームケンズ練習生 22 1986/05/18
12 平出 美雨 ひらいで みう チームゴーヤー 20 1988/06/04
13 太田 麻衣子 おおた まいこ 千葉県連合 23 1985/03/16
14 柴田 恵美 しばた えみ 日本体育大学／学連 23 1985/10/10
15 村尾 仁美 むらお ひとみ 早稲田大学／学連 20 1987/10/28
16 太田 彩子 おおた あやこ 東京都連合 23 1984/11/16
17 広瀬 瑛美 ひろせ えみ 学連 20 1987/10/04
18 新屋 瑛里 しんや えり 学連 20 1987/12/01
19 大河内　智未 おおこうち　さとみ 神奈川県連合 26 1982/01/14
20 柴崎 亜里沙 しばさき ありさ 日本体育大学／学連 21 1986/10/19

レースNo 氏名 ふりがな 所属 年齢 生年月日
1 犬童 太一 いぬどう たいち 東京ヴェルディ 25 1983/03/31
2 平松 幸紘 ひらまつ ゆきひろ 日本食研 24 1983/10/19
3 下村 幸平 しもむら こうへい JSS深井 23 1985/09/24
4 椿 浩平 つばき こうへい チームブレイブ 16 1991/12/23
5 原田 雄太郎 はらだ ゆうたろう 埼玉県連合 27 1981/02/13
6 山本　淳一 やまもと　じゅんいち K's-Y・グリーンタワー・稲毛インター 34 1973/12/25
7 細田 貴茂 ほそだ たかし チームブレイブ 18 1989/12/28
8 神田 紘輔 かんだ　こうすけ 近畿大学／学連 22 1986/05/23
9 長谷川 裕一 はせがわ ゆういち 東京ヴェルディ 23 1985/05/08
10 小池 賢 こいけ けん 千葉県連合 29 1978/12/26
11 藤本 貴史 ふじもと たかひと 東北大学／学連 20 1988/05/16
12 桑原 寛次 くわばら ひろつぐ チームゴーヤー 28 1980/05/12
13 工藤 駿 くどう しゅん パッシュ 17 1990/10/01
14 西崎 昌宏 にしざき まさひろ 東京都連合 26 1982/05/15
15 長谷川 健 はせがわ けん 山形県協会 27 1981/08/23
16 原田 雄紀 はらだ ゆうき 専修大学／学連 21 1987/05/01
17 原田 隆史 はらだ たかふみ 福岡県連合 31 1976/11/10
18 馬立 賢治 うまたて けんじ 東京都連合 25 1983/04/08
19 木下 洋輔 きのした ようすけ 石川県トライアスロン協会 26 1982/01/18
20 森田 達也 もりた たつや 千葉県連合 35 1973/07/28
21 伊藤 功顕 いとう のりあき 神奈川県連合 35 1973/07/21
22 吉越 慎吾 よしこし しんご 愛知県協会 29 1979/07/16
23 三沢 源輝 みさわ げんき 大東文化大学／学連 20 1988/07/24
24 岡野 祐作 おかの ゆうさく 中京大学／学連 20 1988/05/05
25 山崎 晋平 やまざき しんぺい 明治大学／学連 19 1988/10/20
26 佐藤 治伸 さとう はるのぶ 愛媛県協会 29 1979/01/15
27 木村 琢哉 きむら たくや 京都外国語 19 1989/03/20
28 宮本 謙 みやもと ゆずる 青森県協会 25 1983/07/01
29 野崎 弘亮 のざき ひろあき 早稲田大学／学連 20 1988/05/04
30 横山 大空 よこやま ひろたか 大東文化大学／学連 24 1984/09/04
31 遠藤 樹 えんどう たつき 東京都連合 18 1990/03/04
32 若杉 恵夢 わかすぎ えむ 日本体育大学／学連 19 1989/04/29
33 大村 貴則 おおむら たかのり 富山県協会 32 1975/11/20
34 樋口 玲士 ひぐち れいし 福岡県連合 26 1982/07/26
35 辻 泰樹 つじ たいき 立命館大学 ／学連 20 1988/01/23
36 木村 悠 きむら ゆたか 兵庫県協会 22 1986/03/28
37 梅田 祐輝 うめだ ゆうき 日本大学／学連 23 1985/02/13
38 井上 一輝 いのうえ かずき東京都連合 25 1982/10/17
39 河原 勇人 かわはら はやとトーシンパートナーズ/TEAM　KEN'S 30 1977/12/13
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