
＜女子＞ 2019年6月24日現在
bib 氏名 ふりかな 所属 YOB
51 和田純菜 ワダ ジュンナ 山梨学院短期大学・チームケンズ山梨 2000
52 池口いずみ イケグチ イズミ 日本体育大学 2000
53 中山菜々美 ナカヤマ ナナミ 立命館大学・AS京都 2000
54 中嶋千紗都 ナカジマ チサト 山梨学院高校・チームケンズ山梨/山梨 2003
55 長島実桜 ナガシマ ミオ 同志社大学・AS京都 2000
56 平泉真心 ヒライズミ マコ 東邦高等学校・チームゴーヤー名古屋/愛知 2003
57 森山美空 モリヤマ ミク 愛知県トライアスロン協会 2001
58 岡田澄珠 オカダ スズ 愛知県トライアスロン協会 2001
59 三上和海 ミカミ ワカ 愛知県トライアスロン協会 2002
60 増渕日菜 マスブチ ヒナ 栃木県トライアスロン協会 2003
61 小原絵梨 オバラ エリ 流通経済大学 2001
62 池口亜実 イケグチ アミ 鳥取県トライアスロン協会 2002
63 花岡愛美 ハナオカ アイミ 千葉県トライアスロン連合 2002
64 杉本麻衣 スギモト マイ 仙台大学 2001

＜男子＞ 2019年6月24日現在
bib 氏名 ふりがな 所属 YOB
1 大浦直繁 オオウラ ナオシゲ 日本体育大学 2000
2 吉川恭太郎 ヨシカワ キョウタロウ 早稲田大学・ロンドスポーツ 2000
3 徳山哲平 トクヤマ テッペイ 京都府立乙訓高等学校・AS京都/京都 2002
4 福島旺 フクシマ アキラ 日本学園高等学校/東京 2001
5 大谷友哉 オオタニ ユウヤ チームゴーヤーアクアヴィータ/愛知 2002
6 岡本空知 オカモト ソラチ 四條畷学園高等学校・AS京都/京都 2002
7 本多晴飛 ホンダ ハルヒ 日本体育大学 2000
8 甲斐瑠夏 カイ ルカ 日本体育大学 2000
9 山中翔陽 ヤマナカ ショウヤ 福岡県立宗像高等学校・MCAひのさとトライアスロンスクール/福岡 2002
10 大嶋力 オオシマ チカラ 熊本県立松橋高等学校・AS京都/熊本 2003
11 大橋琉生 オオハシ ルイ 宇都宮村上塾/栃木 2003
12 松崎陽大 マツザキ ハルト 東京都トライアスロン連合 2001
13 井尻雅人 イジリ マサト 法政大学・東京ヴェルディ 2000
14 仲尾瞭平 ナカオ リョウヘイ 京都府トライアスロン協会 2002
15 安藤勘太 アンドウ カンタ 岡山県トライアスロン協会 2001
16 蜂矢涼 ハチヤ リョウ 名古屋外国語大学 2000
17 岩井悠二 イワイ ユウジ 静岡県トライアスロン協会 2002
18 福島稜大 フクシマ リョウタ 福岡県トライアスロン連合 2001
19 花岡秀吾 ハナオカ シュウゴ 日本体育大学 2000
20 韮澤由吏 ニラサワ ユウリ 新潟県トライアスロン連合 2001
21 本木颯人 モトキ ハヤト 東京都トライアスロン連合 2002
22 根本和弥 ネモト カズヤ 日本大学 2000
23 古屋無為 フルヤ ムイ 東京都トライアスロン連合 2001
24 池田悠生 イケダ ユウセイ 新潟県トライアスロン連合 2003
25 黒川遼宇 クロカワ リョウ 東京都トライアスロン連合 2003
26 亀山一輝 カメヤマ カズキ 流通経済大学 2000
27 小林武蔵 コバヤシ ムサシ 宮城県トライアスロン協会 2002
28 高橋宙之 タカハシ ヒロユキ 秋田県トライアスロン協会 2000
29 山口大貴 ヤマグチ タイキ 東京都トライアスロン連合 2002
30 山根慧希 ヤマネ ケイキ 山口県トライアスロン連合 2003
31 金稜宇 キム ルンウ 愛知県トライアスロン協会 2001
32 山下翔雅 ヤマシタ ショウマ 東京都トライアスロン連合 2002
33 坂上悠基 サカウエ ユウキ 愛知県トライアスロン協会 2003
34 大山輝向 オオヤマ ヒナタ 鳥取県トライアスロン協会 2003

①前年度順位1-3位②ジャパンランキング③エリート強化指定選手④ジュニア強化指定選手
⑤ジュニアの認定級⑥ジュニアの認定記録会のタイム⑦エリートの認定記録会のタイムによる。
②③④⑤⑥⑦はエントリー締切（６月２日）時点。
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＜女子＞ 2019年6月24日現在
bib 氏名 ふりかな 所属名 YOB
51 田中麻優 タナカ マユ 日本食研/愛媛 1997
52 松居智咲 マツイ チサキ 愛知学院大学 1998
53 宮崎集 ミヤザキ ツドイ 筑波大学 1996
54 田中美沙樹 タナカ ミサキ 日本福祉大学 1998
55 高井茉彩 タカイ マアヤ 法政大学 1998
56 武田結 タケダ ユイ 東北大学 1999

＜男子＞ 2019年6月24日現在
bib 氏名 ふりがな 所属 YOB
1 岩本敏 イワモト サトシ 日本食研/愛媛 1996
2 山﨑向陽 ヤマサキ コウヨウ 愛知県トライアスロン協会 1998
3 岩瀬大周 イワセ タイシュウ 山梨大学・チームケンズ山梨 1999
4 坂梨朱優 サカナシ シュウ 流通経済大学 1999
5 玉崎稜也 タマザキ リョウヤ 早稲田大学 1998
6 丸山敦生 マルヤマ アツキ 愛知県トライアスロン協会 1996
7 堀田光輝 ホッタ ミツキ 明治大学 1997
8 小川颯斗 オガワ ハヤト 日本体育大学 1999
9 吉岡大河 ヨシオカ タイガ 早稲田大学 1998
10 小林竜馬 コバヤシ リョウマ 流通経済大学 1997
11 小林祐也 コバヤシ ユウヤ 日本大学 1999
12 大井智仁 オオイ トモヒト 横浜国立大学 1998
13 仲尾俊祐 ナカオ シュンスケ 龍谷大学 1997
14 黒尾丸真季 クロオマル マサキ 福岡県トライアスロン連合 1996
15 藤田海人 フジタ カイト 九州国際大学 1999
16 日野壮一郎 ヒノ ソウイチロウ 東海大学 1998
17 真野翔太 マノ ショウタ 敬愛大学 1998
18 石塚知就 イシヅカ トモナリ 明治大学 1998
19 古川勝也 フルカワ カツヤ 神奈川大学 1998
20 出口陽也 デグチ アキヤ 日本大学 1998
21 渡辺輝 ワタナベ アキラ 日本福祉大学 1998
22 江田祐太朗 エダ ユウタロウ 神奈川大学 1999
23 榎原巧 エノハラ タクミ 東海大学 1998
24 加野徹 カノ トオル 埼玉県トライアスロン連合 1996
25 吉田成斗 ヨシダ ナリト 横浜国立大学 1998
26 谷本凜 タニモト リン 法政大学 1998
27 橋本有広 ハシモト アリヒロ 順天堂大学 1997
28 川崎湧至 カワサキ ユウシ 東北大学 1998

①前年度順位1-3位②ジャパンランキング③エリート強化指定選手④ジュニア強化指定選手
⑤ジュニアの認定級⑥ジュニアの認定記録会のタイム⑦エリートの認定記録会のタイムによる。
②③④⑤⑥⑦はエントリー締切（６月２日）時点。
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