
第17回　全国高校生チャレンジトライアスロン　スタートリスト

男子 女子

NO 氏名 高校名 学年 JTU登録地 NO 氏名 高校名 学年 JTU登録地

1 山崎 向陽 中部大学第一高等学校 2年 愛知 71 瀬賀 楓佳 山梨学院大学附属高等学校 2年 山梨

2 真野 翔太 千葉県立千葉北高等学校  2年 千葉 72 杉原 有紀 山梨学院大学附属高等学校 2年 山梨

3 昼神 諒 大阪学芸中等教育学校 2年 大阪 73 酒井 美有 中京大学附属中京高等学校 1年 愛知

4 水野 泉之介 東邦高等学校 2年 愛知 74 枝光 美奈 福岡県立大川樟風高等学校 3年 福岡

5 堀井 亮汰 文星芸術大学付属高等学校 2年 栃木 75 中山 菜々美 京都府立乙訓高等学校 1年 大阪

6 スピヌソ 騎士 保善高等学校 2年 東京 76 松居 智咲 光ヶ丘女子高等学校 2年 愛知

7 青木 威澄 桜宮高等学校 2年 大阪 77 橋本 紗英 同志社女子高等学校 2年 京都

8 石関 玲於 桐蔭学園高等学校 2年 神奈川 78 前田 乙乃 愛知県立惟信高等学校 3年 愛知

9 大久保 洋哉 京都府立乙訓高等学校 1年 京都 79 見形 知亜莉 作新学院高等学校 1年 栃木

10 小林 竜馬 東北高等学校 3年 宮城 80 西垣 怜奈 早稲田摂陵高校 1年 大阪

11 堀田 智也 滋賀県立瀬田工業高校 2年 滋賀 81 西牧 純 福島県立福島西高等学校 2年 福島

12 岩瀬 大周 甲府第一高等学校 1年 山梨 82 大澤 侑愛 山梨県立甲府第一高等学校 2年 山梨

13 玉崎 稜也 銚子市立銚子高等学校 2年 千葉 83 浅田 亜実 名古屋大谷高等学校 1年 愛知

14 小林 慶次 東北高等学校 1年 宮城 84 庭田 花綾 広島県立広島皆実高等学校 1年 広島

15 渡辺 輝 知立東高校 2年 愛知 85 飯塚 唯 白鷗大足利高校 1年 栃木

16 藤田 海人 九州国際大学付属高等学校 1年 福岡 86 齊藤 彩華 福島県立相馬高等学校 2年 福島

17 長正 憲武 福島高等学校 1年 福島 87 西垣 亜美 星翔高校 1年 大阪

18 新村 起丈 日本学園高等学校 3年 東京 88 内田 江里子 千葉県立幕張総合高等学校 1年 千葉

19 前田 能宜 愛知県立惟信高等学校 2年 愛知 89 潮田 小波 中京大学附属中京高等学校 3年 愛知

20 加後 賢太郎 京都府立乙訓高等学校 2年 京都 90 田口 日和 飛鳥高等学校 2年 東京

21 小川 颯斗 千葉県立匝瑳高等学校 1年 千葉 91 中村 世愛 熊本西高校 1年 熊本

22 引地 勇二 西南学院高等学校 1年 福岡 92 下方 真央 神奈川県内高校 1年 神奈川

23 甲斐 瑠夏 明法高等学校 1年 東京

24 大浦 直繁 拓殖大学紅陵高等学校 1年 千葉

25 安松 青葉 鹿島学園高等学校 3年 茨城 ＜チャレンジ＞

26 藤井 嵩大 兵庫県立小野高等学校 2年 兵庫 NO 氏名 高校名 学年 都道府県

27 小原 北斗 鳥取中央育英高校 2年 鳥取 61 海野 嶺名 東京都立練馬特別支援学校 1年 東京

28 蜂矢 樹 愛知県立三好高等学校 3年 愛知 62 池田 豪 日本大学鶴ヶ丘高等学校 2年 神奈川

29 山本 泰輔 川西緑台高校 2年 兵庫 63 三ツ木 勝哉 横浜商科大学高等学校 3年 東京

30 桑本 滉也 米子東高校 2年 鳥取

31 相良 友哉 福岡県立香椎高等学校 1年 福岡

32 砂川 孟生 沖縄県立宮古高等学校 3年 沖縄 ＜リレー＞

33 浅野 良太 日本学園高等学校 2年 東京 NO 氏名/チーム名 高校名 学年 都道府県

34 松田 圭人 沖縄県立小禄高校 1年 沖縄

35 齊藤 快 私立日本学園高等学校 1年 東京 S:堀田 凛 東京賢治シュタイナー学校 1年 東京

36 只木 航太 明法高校 2年 東京 B:田畑 庸 東京賢治シュタイナー学校 1年 東京

37 北村 飛雄吾 玉造工業高校 1年 茨城 R:杉崎 隆寛 東京賢治シュタイナー学校 2年 東京

38 岩本 黎志 広島私立 崇徳高等学校 1年 広島

39 岡部 泰成 日本学園高等学校 2年 東京 S:スターブス アリサ 東京賢治シュタイナー学校 1年 東京

40 筒井 大介 日本学園高等学校 1年 東京 B:瓜生 桃々香 東京賢治シュタイナー学校 1年 東京

41 横山 拓海 埼玉県立豊岡高等学校 3年 埼玉 R:榛葉 映帆 東京賢治シュタイナー学校 2年 東京

42 土田 大賀 日本大学豊山高等学校 2年 埼玉

43 野本 周平 米子東高校 2年 鳥取

44 中川 恵太 保善高等学校 2年 東京

45 黒木 優作 神奈川県立上溝南高校 1年 神奈川

46 田代 健祐 都立小平高校 1年 東京

47 鈴木 颯太 サレジオ工業高等専門学校 1年 神奈川

48 阿部 智 都立小平南高校 1年 東京

49 石川 颯汰 日進西高等学校 1年 愛知

50 大内 佳志 共栄学園高等学校 1年 東京

51 國澤 健大 明法高等学校 1年 東京
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