
bib 氏名 ふりかな 所属名 区分 YOB

51 加後美咲 かご みさき 奈良教育大学・AS京都 U23 1996

52 中山菜々美 なかやま ななみ 立命館大学・AS京都 ジュニア 2000

53 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 U23 1998

54 田中麻優 たなか まゆ 日本食研 U23 1997

55 潮田小波 うしおだ こなみ 中京大学 U23 1997

56 酒井美有 さかい みゆ トーシンパートナーズ・チームケンズ U23 1999

57 池野みのり いけの みのり 山梨学院大学・チームケンズ山梨 U23 1997

58 和田純菜 わだ じゅんな 山梨学院短期大学・チームケンズ山梨 ジュニア 2000

59 松居智咲 まつい ちさき 愛知学院大学 U23 1998

60 宮崎集 みやざき つどい 筑波大学 U23 1996

61 枝光美奈 えだみつ みな 山梨学院大学 U23 1998

62 中嶋千紗都 なかじま ちさと 山梨学院高校・チームケンズ山梨 ジュニア 2003

63 清水葵 しみず ひまり 山梨学院高校・チームケンズ山梨 ジュニア 2003

64 池口いずみ いけぐち いずみ 日本体育大学 ジュニア 2000

65 長島実桜 ながしま みお 同志社大学・AS京都 ジュニア 2000

66 平泉真心 ひらいずみ まこ 愛知県トライアスロン協会 ジュニア 2003

67 小原絵梨 おばら えり 流通経済大学 ジュニア 2001

68 山田七海 やまだ　ななみ 中京大学 U23 1998

69 浅田亜実 あさだ あみ 愛知東邦大学 U23 1999

＊年齢表記は2019年12月31日現在

bib 氏名 ふりかな 所属名 区分 YOB

1 吉川恭太郎 よしかわ きょうたろう 早稲田大学・ロンドスポーツ ジュニア 2000

2 岩本敏 いわもと さとし 日本食研 U23 1996

3 小原北斗 おばら　ほくと 流通経済大学 U23 1998

4 徳山哲平 とくやま てっぺい 京都府立乙訓高等学校・AS京都 ジュニア 2002

5 山﨑向陽 やまさき こうよう 愛知県トライアスロン協会 U23 1998

6 石関玲於 いしぜき れお 早稲田大学・東京ヴェルディ U23 1998

7 秋野匠真 あきの しょうま 龍谷大学 U23 1999

8 望月満帆 もちづき みつほ トーシンパートナーズ・チームケンズ ジュニア 2000

9 長正憲武 ながしょう のりたけ 福島大学 U23 1999

10 岩瀬大周 いわせ たいしゅう 山梨大学・チームケンズ山梨 U23 1999

11 福島旺 ふくしま あきら 日本学園高等学校 ジュニア 2001

12 大谷友哉 おおたに ゆうや チームゴーヤーアクアヴィータ ジュニア 2002

13 岡本空知 おかもと そらち 四條畷学園高等学校・AS京都 ジュニア 2002

14 大嶋力 おおしま ちから 熊本県立松橋高等学校・AS京都 ジュニア 2003

15 近藤玖伸 こんどう ひさのぶ 愛媛県トライアスロン協会　 ジュニア 2001

16 山中翔陽 やまなか しょうや 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 ジュニア 2002

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

18 大橋琉生 おおはし るい 栃木県トライアスロン協会 ジュニア 2003

19 仲尾瞭平 なかお りょうへい 京都府トライアスロン協会 ジュニア 2002

20 金稜宇 きむ るんう 愛知県トライアスロン協会 ジュニア 2001

21 清水祐谷 しみず ゆうや 日本大学 U23 1998

22 坂梨朱優 さかなし しゅう 流通経済大学 U23 1999

23 玉崎稜也 たまざき りょうや 早稲田大学 U23 1998

24 仲尾俊祐 なかお しゅんすけ 龍谷大学 U23 1997

25 加後賢太郎 かご けんたろう 京都産業大学 U23 1998

26 原口大空 はらぐち ひろたか 同志社大学 U23 1999

27 藤澤爽太 ふじさわ そうた 京都産業大学 U23 1998

28 安藤勘太 あんどう かんた 岡山県トライアスロン協会 ジュニア 2001

29 小林竜馬 こばやし りょうま 流通経済大学 U23 1997

30 立花匠 たちばな しょう 福岡県トライアスロン連合 ジュニア 2001

＊年齢表記は2019年12月31日現在

注3）優先順位は、①ジャパンランキング②エリート強化指定選手③ジュニア強化指定選手
④ジュニアの認定記録会のタイム⑤エリートの認定記録会のタイムによる。①〜⑤はエントリー締切（3月24日）時点。
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2019.04.09現在
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ASTCアジアU23・ジュニア選手権（2019/キョンジュ）

日本代表選手選考会（2019/宮崎）2019年4月21日（日）


