
＜女子＞ 2012.06.06現在

レースNo 氏名 ふりかな 所属 年齢 生年月日
61 高橋 侑子 たかはし ゆうこ 法政大学／学連 21 1991/08/27
62 山本 奈央 やまもと なお 早稲田大学／学連 21 1991/02/23
63 大岩 葵 おおいわ あおい 東京女子体育大学／学連 18 1994/01/30
64 福田 慶 ふくだ けい 日本大学／学連 20 1992/04/24
65 鈴木 舞子 すずき まいこ 国士舘大学／学連 22 1990/07/04
66 淵上 翔子 ふちがみ しょうこ 東京都連合 21 1990/10/22
67 知花 果林 ちばな かりん 沖縄県連合 21 1992/05/21
68 木下 涼風 きのした すずか 東京都連合 17 1994/08/02
69 奥脇 早織 おくわき さおり 日本体育大学／学連 20 1991/11/25
70 伊藤 喜志子 いとう きしこ 千葉県連合 22 1989/09/14
71 忽滑谷 英美 ぬかりや えみ 学習院女子大学／学連 19 1992/10/08

＜男子＞
レースNo 氏名 ふりかな 所属 年齢 生年月日

1 椿 浩平 つばき こうへい 宇都宮村上塾（学連） 20 1991/12/23
2 古谷 純平 ふるや じゅんぺい チームブレイブ（学連） 21 1991/05/18
3 遠藤 樹 えんどう たつき チームケンズトライアスロンスクール22 1990/03/04
4 石塚 祥吾 いしつか しょうご 日本食研 22 1989/10/03
5 山下 陽裕 やました ようすけ 立教大学／学連 19 1993/06/12
6 末岡 瞭 すえおか りょう 立命館大学／学連 21 1990/09/26
7 宇都宮 涼太 うつのみや りょうた 佐賀県協会 22 1989/07/16
8 池 隆礼 いけ たかゆき 沖縄県連合 20 1991/08/27
9 若杉 恵夢 わかすぎ えむ 神奈川県連合 23 1989/04/29
10 今井 隆生 いまい たかお 日本体育大学／学連 21 1990/08/31
13 榊原 佑基 さかきばら ゆうき 日本大学／学連 21 1991/06/02
15 安藤 雅郎 あんどう まさお 日本大学／学連 19 1993/01/29
18 鈴川 貴洋 すずかわ たかひろ 明治大学／学連 20 1991/08/15
24 小林 歩 こばやし あゆむ 広島大学／学連 22 1989/10/12
27 高橋 大貴 たかはし だいき 日本大学／学連 19 1992/12/05
30 長谷川 友祐 はせがわ ゆうすけ 早稲田大学／学連 19 1992/11/20
32 佐藤 光希 さとう こうき 仙台大学／学連 21 1990/12/05
36 神山 和哉 かみやま かずや 東北大学／学連 19 1992/12/14
42 藤 大貴 ふじ ひろき 慶應義塾大学／学連 21 1990/06/25
11 山田 裕之 やまだ ひろゆき 立命館大学／学連 22 1990/06/04
12 森本 拓郎 もりもと たくろう 日本大学／学連 21 1991/04/10
14 福永 晃樹裕 ふくなが あきひろ 日本大学／学連 19 1992/11/12
16 丸茂 昌寛 まるも まさひろ 明治大学／学連 20 1992/05/09
17 郷田 将 ごうだ まさし 東北大学／学連 20 1992/03/02
19 鈴木 一平 すずき いっぺい 早稲田大学／学連 20 1991/08/31
20 勝目 理 かつめ まろむ 日本体育大学／学連 19 1992/09/14
21 須々田 一聖 すすた いっせい 東北大学／学連 20 1991/07/15
22 安藤 佑介 あんどう ゆうすけ 日本体育大学／学連 20 1992/01/24
23 田中 文也 たなか ふみや 日本体育大学／学連 20 1991/07/16
25 田中 敦士 たなか あつし 同志社大学／学連 21 1991/03/04
26 佐藤 京太郎 さとう きょうたろう 仙台大学／学連 21 1991/05/24
28 井戸 皓大 いど こうだい 立命館大学／学連 20 1991/09/02
29 山本 明宜 やまもと あきよし 日本大学／学連 21 1990/09/11

第2回日本Ｕ２３トライアスロン選手権（2012/酒田）

２０１２．６．１７



31 堀内 保大 ほりうち やすひろ 同志社大学／学連 19 1993/03/08
33 平岡 隆明 ひらおか たかあき 同志社大学／学連 19 1992/09/17
34 廣瀬 大智 ひろせ だいち 慶應義塾大学／学連 20 1991/09/19
35 渡利 雄太 わたり ゆうた 早稲田大学／学連 19 1992/09/25
37 長谷川 大輔 はせがわ だいすけ 立命館大学／学連 20 1991/08/01
38 杉原 史浩 すぎはら ふみひろ 早稲田大学／学連 20 1991/11/01
39 阿久津 将 あくつ まさし 和光大学／学連 20 1991/09/08
40 小林 晃久 こばやし あきひさ 龍谷大学／学連 19 1992/10/09
41 井上 賢吾 いのうえ けんご 東海大学／学連 21 1991/06/09


