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レースNo 氏名 ふりがな 所属 年齢 生年月日

1 佐藤 優香 さとう ゆか トーシンパートナーズ・チームケンズ 18 1992/01/18
2 高橋 侑子 たかはし ゆうこ 東京ヴェルディ 18 1991/08/27
3 上田 藍 うえだ あい シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター 26 1983/10/26
4 山本 奈央 やまもと なお チームケンズ ジュニア 19 1991/02/23
5 菊池 日出子 きくち ひでこ 村上塾・ブレイブ 23 1986/12/04
6 知花 果林 ちばな かりん チームゴーヤー 18 1992/05/21
7 ジャン・ユンジュン Jang, Yun Jung 韓国 21 1988/09/15
8 太田 麻衣子 おおた まいこ 稲毛インター 25 1985/03/16
9 福田 慶 ふくだ けい 日本大学豊山女子高等学校 17 1992/04/24
10 佐藤 志帆 さとう しほ 福島県協会 16 1993/11/09
11 川島 えり かわしま えり 愛媛県協会 23 1986/12/06
12 恒川 由衣 つねかわ ゆい 京都府協会 15 1994/06/29
13 浅野 莉沙 あさの りさ 埼玉県連合 16 1994/06/01
14 川嶋 七彩 かわしま ななせ 順天堂大学／学連 21 1989/06/18
15 梶田 舞 かじた まい 栃木県協会 23 1987/1/26
16 酒井 美貴 さかい みき 順天堂大学／学連 19 1991/05/23

レースNo 氏名 ふりがな 所属 年齢 生年月日
1 細田 雄一 ほそだ ゆういち グリーンタワー・稲毛インター 25 1984/12/06
2 杉本 宏樹 すぎもと ひろき ルミナリア 28 1981/10/28
3 平野 司 ひらの つかさ ハンズ・スーア・稲毛インター 27 1983/04/28
4 佐藤 治伸 さとう はるのぶ 日本食研 31 1979/01/15
5 椿 浩平 つばき こうへい 村上塾・ブレイブ 18 1991/12/23
6 小池 賢 こいけ けん 稲毛インター 31 1978/12/26
7 長谷川 裕一 はせがわ ゆういち稲毛インター 25 1985/05/08
8 池 隆礼 いけ たかゆき 沖縄県連合 18 1991/08/27
9 ヘオ・ミンホ Heo, Min-Ho 韓国 20 1990/03/01
10 古谷 純平 ふるや じゅんぺいブレイブ北摂ヤオロジック 19 1991/05/18
11 土井 政英 どい まさひで 三好トライアスロンクラブ 17 1993/02/11
12 久保埜 勇貴 くぼの ゆうき スウエット 17 1992/09/30
13 杉原 賞紀 すぎはら たかのり チームケンズ京都 15 1994/11/14
14 谷口 白羽 たにぐち しるば 三好トライアスロンクラブ 15 1994/08/07
15 阿部 有希 あべ ゆうき 福島県立福島西高等学校 16 1993/11/12
16 篠崎 友 しのざき ゆう サニーフィッシュ・ボディーチューン 26 1983/12/15
17 相田 博幸 あいだ ひろゆき 千葉県連合 35 1975/03/15
18 金井 悠二 かない ゆうじ 千葉県連合 25 1984/12/19
19 野口 之男 のぐち ゆきお 埼玉県連合 31 1978/11/10
20 阿部 吉貴 あべ よしたか 東京都連合 29 1980/09/19
21 蔭山 健介 かげやま けんすけ同志社大学／学連 22 1988/04/27
22 岡田 優 おかだ まさる 千葉県連合 31 1978/08/03
23 笠井 拓馬 かさい たくま 同志社大学／学連 19 1990/6/28
24 生田目 颯 なまため はやて 栃木県協会 15 1994/08/12
25 オデー エヴァン オデー エヴァン 東京都連合 26 1984/06/01
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26 青山 太一 あおやま たいち 神奈川県連合 33 1976/09/05
27 石橋 健志 いしばし たけし 同志社大学／学連 20 1989/08/26
28 朝倉 太一 あさくら たいち 沖縄県連合 28 1981/11/28
29 堤 啓 つつみ ひろし 専修大学／学連 19 1991/03/01
30 登坂 真道 とさか まさみち 千葉県連合 17 1992/07/10
31 三嶋 和也 みしま かずや 千葉県連合 47 1963/02/21
32 西崎 昌宏 にしざき まさひろ 東京都連合 28 1982/05/15
33 今井 隆生 いまい たかお 日本体育大学／学連 19 1990/08/31


