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bib 氏名 ふりかな 所属名 JTU登録地 区分 年齢 生年月日

51 松本文佳 まつもと ふみか トーシンパートナーズ・チームケンズ 山梨 U23 22 1995/7/8

52 杉原有紀 すぎはら ゆうき 流通経済大学 学連 ジュニア 19 1998/12/27

53 福岡啓 ふくおか ひらく 神奈川県トライアスロン連合 神奈川 U23 23 1994/5/3

54 中島帆波 なかじま ほなみ 武庫川女子大学 学連 U23 21 1996/8/24

55 瀬賀楓佳 せが ふうか トーシンパートナーズ・チームケンズ 山梨 ジュニア 19 1998/12/8

56 中山菜々美 なかやま ななみ AS京都 京都 ジュニア 17 2000/1/12

57 松居智咲 まつい ちさき トライステラ 学連 ジュニア 19 1998/12/1

58 小原すみれ おはら すみれ トーシンパートナーズ・チームケンズ 学連 U23 21 1996/3/1

59 岸本新菜 きしもと にいな 日本体育大学 学連 U23 22 1995/11/30

60 見形知亜莉 みかた ちあり 宇都宮村上塾 栃木 ジュニア 18 1999/5/21

61 枝光美奈 えだみつ みな チームケンズ山梨 学連 ジュニア 19 1998/2/8

62 潮田小波 うしおだ こなみ 中京大学 学連 U23 20 1997/7/25

63 和田純菜 わだ じゅんな チームケンズ山梨 山梨 ジュニア 17 2000/5/27

64 中山彩理香 なかやま さりか 東京都トライアスロン連合 東京 ジュニア 17 2000/5/11

65 内田真樹 うちだ まき 須磨学園高等学校 兵庫 ジュニア 16 2001/9/4

66 長島実桜 ながしま みお チームケンズ山梨 山梨 ジュニア 17 2000/4/4

67 酒井美有 さかい みゆ 愛知県トライアスロン協会 愛知 ジュニア 18 1999/6/20

68 飯塚唯 いいづか ゆい 栃木県トライアスロン協会 栃木 ジュニア 18 1999/7/18

69 浅田亜実 あさだ あみ 愛知県トライアスロン協会 愛知 ジュニア 18 1999/8/26

70 村場里咲 むらば りさ 鹿児島トライアスロン協会 鹿児島 ジュニア 16 2001/11/2

71 阿間見眸 あまみ ひとみ 日本体育大学 学連 U23 21 1996/5/4

72 池野みのり いけの みのり 山梨学院大学 学連 U23 20 1997/5/23

73 加後美咲 かご みさき 奈良教育大学 学連 U23 21 1996/1/29

74 前田乙乃 まえだ おとの 東海学園大学 学連 U23 20 1997/5/9

75 田中麻優 たなか まゆ 愛媛県トライアスロン協会 愛媛 U23 20 1997/5/7

76 二井範子 ふたい のりこ 兵庫県トライアスロン協会 兵庫 ジュニア 16 2001/4/10

77 西牧純 にしまき じゅん 仙台大学 学連 ジュニア 19 1998/10/1

78 有薗早優 ありぞの さゆ 稲毛インター 学連 U23 21 1996/1/3
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51 谷口白羽 たにぐち しるば トヨタ車体 愛知 U23 23 1994/8/7

52 山本康貴 やまもと こうき AS京都 学連 U23 21 1996/9/19

53 前田凌輔 まえだ りょうすけ ベルリオ 愛知 U23 22 1995/1/14

54 渡部晃大朗 わたなべ こうたろう 博慈会 東京 U23 23 1994/3/9

55 杉原賞紀 すぎはら たかのり 流通経済大学 学連 U23 23 1994/11/14

56 鋤崎隆也 すきざき たかや トライアスロンアカデミー福島 福島 U23 23 1994/1/3

57 内田弦大 うちだ げんた AS京都 学連 U23 20 1997/3/26

58 佐藤錬 さとう れん 神奈川大学 学連 U23 22 1995/10/19

59 北條巧 ほうじょう たくみ 日本体育大学 学連 U23 21 1996/4/7

60 古山大 ふるやま たいし 流通経済大学 学連 U23 22 1995/4/28

61 青木威澄 あおき いずみ 保津川トライアスロン倶楽部 大阪 ジュニア 19 1998/11/9

62 小林竜馬 こばやし りょうま 流通経済大学 学連 U23 20 1997/12/26

63 仲尾俊祐 なかお しゅんすけ 保津川トライアスロン倶楽部 学連 U23 20 1997/10/25

64 肥後巧 ひご たくみ 東海大学 学連 U23 21 1996/3/8

65 石関玲於 いしぜき れお 東京ヴェルディ 学連 ジュニア 19 1998/6/17

66 長正憲武 ながしょう のりたけ トライアスロンアカデミー福島 福島 ジュニア 18 1999/9/9

67 玉崎稜也 たまざき りょうや 千葉ブレイブ安藤塾 学連 ジュニア 19 1998/10/23

68 大久保洋哉 おおくぼ ひろや AS京都 京都 ジュニア 18 1999/7/3

69 小原北斗 おばら ほくと 流通経済大学 学連 ジュニア 19 1998/7/1

70 水野泉之介 みずの なみのすけ チームゴーヤー名古屋 学連 ジュニア 18 1999/3/26

71 望月満帆 もちづき みつほ チームM&M 山梨 ジュニア 17 2000/8/11

72 大浦直繁 おおうら なおしげ 拓殖大学紅陵高等学校 千葉 ジュニア 17 2000/3/16
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73 水口迅 みなくち じん AS京都 京都 ジュニア 16 2001/1/17

74 小林慶次 こばやし けいじ 東北高等学校 宮城 ジュニア 18 1999/12/27

75 秋野匠真 あきの しょうま AS京都 石川 ジュニア 18 1999/12/23

76 黒尾丸智拓 くろおまる ちひろ ウィングスTC 福岡 ジュニア 19 1998/3/17

77 吉川恭太郎 よしかわ きょうたろう 立教新座高等学校 埼玉 ジュニア 17 2000/4/4

78 堀田智也 ほった ともや びわこ学院大学 学連 ジュニア 19 1998/10/20

79 真野翔太 まの しょうた 千葉県トライアスロン連合 学連 ジュニア 19 1998/11/30

80 甲斐瑠夏 かい るか 東京都トライアスロン連合 東京 ジュニア 17 2000/3/12

81 前田能宜 まえだ とうき 東海学園大学 学連 ジュニア 18 1999/3/15

82 赤穂泰斗 あこう ひろと 兵庫県トライアスロン協会 兵庫 ジュニア 16 2001/12/30

83 藤田海人 ふじた かいと 福岡県トライアスロン連合 福岡 ジュニア 18 1999/7/18

84 蜂矢涼 はちや りょう 愛知県トライアスロン協会 愛知 ジュニア 17 2000/6/21

85 立花匠 たちばな しょう 福岡県トライアスロン連合 福岡 ジュニア 16 2001/5/24

86 本多晴飛 ほんだ はるひ 兵庫県トライアスロン協会 兵庫 ジュニア 17 2000/4/2

87 引地勇二 ひきち ゆうじ 福岡県トライアスロン連合 福岡 ジュニア 18 1999/5/20

88 原口大空 はらぐち ひろたか 鹿児島県トライアスロン協会 鹿児島 ジュニア 18 1999/7/8

89 相良友哉 さがら ともや 福岡県トライアスロン連合 福岡 ジュニア 18 1999/5/31

90 岩本敏 いわもと さとし 流通経済大学 学連 U23 21 1996/8/18

91 安松青葉 やすまつ あおば 日本体育大学 学連 U23 20 1997/12/19

92 富内檀 とみうち だん 日本大学大学院 学連 U23 23 1994/1/29

93 寺澤光介 てらさわ こうすけ 東京都トライアスロン連合 東京 U23 23 1994/3/7

94 有島愛葵 ありしま まなき 日本体育大学 学連 U23 21 1996/8/8

95 丸山敦生 まるやま あつき 愛知県トライアスロン協会 愛知 U23 21 1996/8/6

96 高根大輝 たかね ひろき 日本大学 学連 U23 21 1996/8/30

97 加後賢太郎 かご けんたろう 京都産業大学 学連 ジュニア 19 1998/4/10

98 砂川孟生 すなかわ たける 沖縄国際大学 学連 U23 20 1997/10/11
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