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レースNo 氏名 ﾌﾘｶﾅ 所属 年齢 生年月日

伊藤 弥生 いとう やよい 福岡県連合 21 1987/3/13
今村  優 いまむら ゆう 九州大学／学連 19 1988/10/4
大塚 真弓 おおつか まゆみ トライアスロンステーション 20 1988/2/17
川口 綾巳 かわぐち あやみ 福岡県連合 23 1985/2/7
川崎 由理奈 かわさき ゆりな 明治大学／学連 21 1986/8/10
蔵本 葵 くらもと あおい 早稲田大学 19 1988/9/11
小越 あや こごし あや 日本体育大学／学連 20 1987/10/4
柴田 恵美 しばた えみ 日本体育大学／学連 22 1985/10/9
土橋 茜子 つちはし あかね 日本体育大学／学連 21 1986/5/18
平出 美雨 ひらいで みう チームゴーヤー 19 1988/6/4
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阿部 真 あべ まこと 東洋大学／学連 22 1985/4/4
岡野 祐作 おかの ゆうさく 三好スイミングアカデミー 19 1988/5/5
小野 友行 おの ともゆき 神奈川県連合 22 1985/8/6
梅田 祐輝 うめだ ゆうき 日本大学／学連 23 1985/2/13
神田 紘輔 かんだ こうすけ 近畿大学／学連 21 1986/5/23
下村 幸平 しもむら こうへい 学連 22 1985/9/24
新里 崇 しんざと たかし 沖縄県連合 23 1985/2/12
田中 潤 たなか じゅん 立命館大学／学連 21 1986/10/12
中野 弘敬 なかの ひろたか 日本体育大学／学連 22 1985/8/12
長谷川 裕一 はせがわ ゆういち 神奈川県連合 22 1985/5/8
早野 貴士 はやの たかし 日本体育大学／学連 20 1987/6/3
若杉 摩耶文 わかすぎ まやふみ 日本体育大学／学連 21 1986/11/20
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加藤 瞳 かとう ひとみ 北海道連合 17 1990/10/21
高久 沙織 たかく さおり 栃木県連合 16 1991/6/26
高橋 侑子 たかはし ゆうこ 東京ヴェルディ 16 1991/8/27
知花 果林 ちばな かりん チームゴーヤー 15 1992/5/21
豊平 明日香 とよひら あすか 沖縄県連合 17 1990/5/14
野田 菜月 のだ なつき 熊本県連合 16 1991/8/26
福田 慶 ふくだ けい 日本大学豊山女子高等学校 15 1992/4/24
古川 翔子 ふるかわ しょうこ 東京ヴェルディ 17 1990/10/22
松永 千裕 まつなが ちひろ 日本体育大学／学連 19 1989/3/24
薮内 里美 やぶうち さとみ 千葉県トライアスロン連合 18 1989/5/5
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宇都宮 涼太 うつのみや りょうた ウイングスTC 18 1989/7/16
工藤 駿 くどう しゅん パッシュ 17 1990/10/1
久保埜 一輝 くぼの かずき テイケイジュニア 17 1990/10/31
椿 浩平 つばき こうへい チームテイケイジュニア 16 1991/12/23
細田 貴茂 ほそだ たかし チ-ムテイケイジュニア 18 1989/12/28
水野 孟 みずの はじめ 神奈川連合 18 1989/12/6
村上 貴洋 むらかみ たかひろ 沖縄県連合 16 1991/5/28
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