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51 松本 文佳 まつもと ふみか 15 1995/7/8 チームケンズ京都 京都府協会
52 小原 すみれ おはら すみれ 14 1996/3/1 チームケンズ京都 京都府協会
53 加後 美咲 かご みさき 14 1996/1/29 チームケンズ京都 京都府協会
54 深沢 瑛里 ふかさわ えり 15 1995/7/28 湘南白百合学園 神奈川県連合
55 加藤 みちる かとう みちる 14 1995/12/10 熊本市立井芹中学校 熊本県連合
56 阿間見 眸 あまみ ひとみ 14 1996/5/4 三好SAトライアスロン倶楽部 愛知県協会
57 炭山 結花 すみやま ゆいか 13 1996/8/28 大阪市立住之江中学校 大阪府協会
58 松岡 瑞貴 まつおか みずき 15 1995/6/9 三好SAトライアスロン倶楽部 愛知県協会
59 清 美弥子 きよ みやこ 14 1996/1/22 緑が丘中学 兵庫県協会
60 蒔田 亜伽音 まきた あかね 15 1995/5/14 ウィングスTC 福岡県連合
61 枝光 美奈 えだみつ みな 12 1998/2/8 大川市立大川東中学校 福岡県連合
62 土井 彩華 どい あやか 14 1996/1/9 三好SAトライアスロン倶楽部 愛知県協会
63 鈴木 友理 すずき ゆり 14 1995/9/28 西尾中学校 愛知県協会
64 平嶋 美咲 ひらしま みさき 12 1997/8/8 チームケンズ京都 京都府協会
65 中川 絵里奈 なかがわ えりな 10 1999/9/22 三好SAトライアスロン倶楽部 愛知県協会
66 前田 乙乃 まえだ おとの 13 1997/5/9 ベルリオアスリートクラブ 愛知県協会
67 永田 美優 ながた みゆ 13 1996/8/31 箕蚊屋中学校 鳥取県協会
68 長谷川 七海 はせがわ ななみ 15 1995/7/6 下呂市立金山中学校 岐阜県連合
69 城間 ふみ桜 しろま ふみよ 13 1997/1/10 南風原町立南星中学校 沖縄県連合
70 久保埜 南 くぼの みなみ 12 1997/8/19 千歳市立千歳中学校 北海道連合
71 蒔田 百合音 まきた ゆりね 13 1997/4/20 九州国際大学付属中学校 福岡県連合
72 川嶋 百香 かわしま　ももか 13 1997/6/7 内部中学校 愛知県協会
73 小笠原 咲菜 おがさわら さな 13 1997/6/22 箕蚊屋中学校 鳥取県協会
74 大谷 杏奈 おおたに あんな 13 1996/9/14 新城市立千郷中学校 愛知県協会
75 儀間 光希 ぎま みつき 12 1997/11/3 沖縄県中城村立中城中学校 沖縄県連合
76 三好 実穂 みよし みほ 13 1997/3/14 玉村町立玉村中学校 群馬県協会
77 村岡 優美 むらおか ゆうみ 13 1996/11/18 大野中学校 茨城県協会
78 舛形 のぞみ ますがた のぞみ 14 1996/5/12 箕蚊屋中学校 鳥取県協会
79 堀田 皐月 ほった さつき 13 1997/4/23 大津市立粟津中学校 京都府協会
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1 稲井 勇仁 いない ゆうと 15 1995/4/10 チームケンズ京都 京都府協会
2 望月 光樹 もちづき みつき 14 1995/8/22 チームM&M 山梨県連合
3 谷口 跳馬 たにぐち しゅうま 14 1996/4/14 三好SAトライアスロン倶楽部 愛知県協会
4 福島 諒平 ふくしま りょうへい 14 1995/9/29 ブレイブ北摂ヤオロジック 大阪府協会
5 工藤 鴻 くどう ひろ 14 1995/10/3 パッシュジュニア 北海道連合
6 佐藤 智紀 さとう ともき 15 1995/5/29 サンシャイン久喜 埼玉県連合
7 中村 駿一 なかむら しゅんいち 15 1995/5/29 パッシュジュニア 北海道連合
8 冨田 雄介 とみた ゆうすけ 14 1996/5/14 湖南市立甲西北中学校 滋賀県協会
9 河原 徹弥 かわはら てつや 15 1995/6/13 長野県諏訪市立上諏訪中学校 長野県協会
10 国見 篤 くにみ あつし 14 1996/7/8 さいたま市立常盤中学校 埼玉県連合
11 孫崎 大樹 まごさき だいき 14 1996/7/18 大阪狭山市立第3中学校 大阪府協会
12 深山 宏樹 ふかやま ひろき 14 1995/9/8 富山市立八尾中学校 富山県協会
13 岩本 敏 いわもと さとし 13 1996/8/18 米子市立弓ヶ浜中学校 鳥取県協会
14 中野 晃寛 なかの あきひろ 13 1997/3/9 箕蚊屋中学校 鳥取県協会
15 田口 太一 たぐち たいち 14 1996/7/30 富山市立 八尾中学校 富山県協会
16 石崎 勇斗 いしざき はやと 14 1996/7/22 志徳中学校 福岡県連合
17 小岩 和暉 こいわ かずき 13 1997/3/31 大東中学校 埼玉県連合
18 長谷川 大成 はせがわ たいせい 14 1995/12/21 春日井市立松原中学校 愛知県協会
19 岡村 宗一郎 おかむら　そういちろう 13 1996/11/26 宮代町立須賀中学校 埼玉県連合
20 佐々木 大輔 ささき だいすけ 13 1997/6/24 柏市立中原中学校 千葉県連合
21 石岡 直留 いしおか ひたる 13 1996/10/3 久喜市立久喜太東中学校 埼玉県連合
22 菅沼 健太 すがぬま けんた 12 1997/10/17 加古川市立平岡中学校 兵庫県協会
23 古山 大 ふるやま たいし 15 1995/4/28 東京都西東京市立田無第四中学校東京都連合
24 高木 直也 たかぎ なおや 12 1997/8/13 下呂市立金山中学校 岐阜県連合
25 安松 青葉 やすまつ あおば 12 1997/12/19 神栖市立第三中学校 茨城県協会
26 山本 康貴 やまもと こうき 13 1996/9/19 向日市立勝山中学校 京都府協会
27 山本 侑璃 やまもと ゆうり 13 1997/7/3 南郷中学校 滋賀県協会
28 安田 一平 やすだ いっぺい 12 1997/10/4 金城中学校 沖縄県連合
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29 佐藤 大紀 さとう だいき 13 1997/4/7 豊明市立豊明中学校 愛知県協会
30 青山 一天 あおやま かずたか 14 1995/11/6 上尾市立上平中学校 埼玉県連合
31 仲尾 俊祐 なかお しゅんすけ 12 1997/10/25 京都府協会
32 大城 展 おおしろ ひらく 13 1996/9/29 長嶺中学校 沖縄県連合
33 黒尾丸 真季 くろおまる まさき 14 1996/5/29 敬愛中学校 福岡県連合
34 黒尾丸 智拓 くろおまる ちひろ 12 1998/3/17 北九州市立企救中学校 福岡県連合
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151 山本 奈央 やまもと なお 19 1991/2/23 ケンズジュニア 学生連合
152 高橋 侑子 たかはし ゆうこ 18 1991/8/27 東京ヴェルディ 東京都連合
153 知花 果林 ちばな かりん 18 1992/5/21 チームゴーヤー 沖縄県連合
154 佐藤 志帆 さとう しほ 16 1993/11/9 福島県立会津学鳳高校 福島県協会
155 福田 慶 ふくだ けい 18 1992/4/24 チームケンズジュニア 埼玉県連合
156 福元 愛 ふくもと あい 17 1992/8/31 ジェイエフケイ 大阪府協会
157 野田 純那 のだ じゅんな 17 1993/5/26 小倉南高等学校 熊本県連合
158 大岩 葵 おおいわ あおい 16 1994/1/30 愛知県立岡崎西高校 愛知県協会
159 中村 真結 なかむら まゆ 16 1994/3/28 熊本県立熊本西高等学校 熊本県連合
160 浅野 莉沙 あさの りさ 16 1994/6/1 桜華女学院高等学校 埼玉県連合
161 山口 桃由 やまぐち もゆ 15 1994/11/11 埼玉県立白岡高校 埼玉県連合
162 木下 涼風 きのした すずか 15 1994/8/2 東京家政大学附属女子高等学校 東京都連合
163 麻生 祐加 あそう ゆか 15 1994/8/2 福岡県立小倉南高等学校 福岡県連合
164 孫崎 虹奈 まごさき にじな 15 1994/9/17 八洲学園高等学校 大阪府協会
165 日比 穂乃香 ひび ほのか 16 1994/5/28 岐阜県立大垣南高等学校 岐阜県連合
166 酒井 美貴 さかい みき 19 1991/5/23 順天堂大学 千葉県連合
167 恒川 由衣 つねかわ ゆい 16 1994/6/29 立命館守山高等学校 京都府協会
168 江頭 佑実 えがしら ゆうみ 18 1992/6/21 千原台高校 熊本県連合
169 奥脇 早織 おくわき さおり 18 1991/11/25 日本体育大学 学生連合
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101 椿 浩平 つばき こうへい 18 1991/12/23 村上塾・ブレイブ 埼玉県連合
102 古谷 純平 ふるや じゅんぺい 19 1991/5/18 チームブレイブ 学生連合
103 土井 政英 どい まさひで 17 1993/2/11 三好SAトライアスロン倶楽部 愛知県協会
104 杉原 賞紀 すぎはら たかのり 15 1994/11/14 チームケンズ京都 京都府協会
105 久保埜 勇貴 くぼの ゆうき 17 1992/9/30 スウエット 北海道連合
106 阿部 有希 あべ ゆうき 16 1993/11/12 福島県立福島西高等学校 福岡県連合
107 藏本 渉太 くらもと しょうた 18 1992/5/14 長崎県立長崎西高等学校 長崎県協会
108 谷口 白羽 たにぐち しるば 15 1994/8/7 三好SAトライアスロン倶楽部 愛知県協会
109 前田 凌輔 まえだ りょうすけ 15 1995/1/14 ベルリオアスリートクラブ 愛知県協会
110 増子 弘晃 ましこ ひろあき 19 1991/6/29 順天堂大学 学生連合
111 村上 貴洋 むらかみ たかひろ 19 1991/5/28 日本体育大学 学生連合
112 山崎 太陽 やまさき たいよう 16 1993/8/21 愛知県立衣台高等学校 愛知県協会
113 池 隆礼 いけ たかゆき 18 1991/8/27 沖縄県連合
114 生田目 颯 なまため はやて 15 1994/8/12 作新学院高等部 栃木県協会
115 植田 耕佑 うえだ こうすけ 15 1994/8/12 米子松蔭高等学校 鳥取県協会
116 磯部 優作 いそべ ゆうさく 15 1994/9/6 福岡県立小倉高等学校 福岡県連合
117 千葉　義也 ちばよしや 15 1995/1/14 愛知県立豊田東高等学校 愛知県協会
118 小林 契 こばやし けい 16 1993/12/8 東京都立桜修館中等教育学校 東京都連合
119 山崎 明博 やまざき あきひろ 18 1992/4/28 日本学園高等学校 東京都連合
120 神田 侑也 かんだ ゆうや 17 1993/3/3 日本学園高等学校 東京都連合
121 中村 瞭一 なかむら りょういち 17 1993/5/24 北海道札幌東高等学校 北海道連合
122 須々田 一聖 すすた いっせい 19 1991/7/15 東北大学 学生連合
123 郷田 将 ごうだ　まさし 18 1992/3/2 東北大学 学生連合
124 内野 雅貴 うちの まさき 19 1991/1/25 明治大学 学生連合
125 堤 啓 つつみ ひろし 19 1991/3/1 専修大学 学生連合
126 松崎 良樹 まつざき よしき 17 1993/5/26 明星高校 東京都連合
127 中村 亮太 なかむら りょうた 17 1992/10/7 明星高校 東京都連合
128 安藤 佑介 あんどう ゆうすけ 18 1992/1/24 日本体育大学 学生連合
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129 佐藤 京太郎 さとう きょうたろう 19 1991/5/24 仙台大学 学連
130 前中 俊吾 まえなか しゅんご 17 1992/12/18 クラーク記念国際高等学校 兵庫県協会
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