
第10回日本U23トライアスロン選手権（2020/長良川）

スタートリスト

＜女子＞

No, 氏名 ふりかな 所属名 加盟団体 YOB

51 中山彩理香 なかやま さりか 日本大学・アリーディ 学連 2000

52 潮田小波 うしおだ こなみ 三重県スポーツ協会 三重 1997

53 久保埜南 くぼの みなみ トーシンパートナーズ・チームケンズ 山梨 1997

54 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 1998

55 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 山梨 1999

56 池野みのり いけの みのり 三重県スポーツ協会・トーシンパートナーズ・チームケンズ 三重 1997

57 杉原有紀 すぎはら ゆうき 流通経済大学 学連 1998

58 高井茉彩 たかい まあや 法政大学 学連 1998

59 田中美沙樹 たなか みさき 日本福祉大学 学連 1998

60 前田乙乃 まえだ おとの 愛知県トライアスロン協会 愛知 1997

61 池口いずみ いけぐち いずみ 日本体育大学 学連 2000

62 山田七海 やまだ ななみ 中京大学 学連 1998

63 武田結 たけだ ゆい 東北大学 学連 1999

64 長島実桜 ながしま みお 同志社大学 学連 2000

65 長藤宏美 ながふじ ひろみ 大谷大学 学連 2000
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1 安松青葉 やすまつ あおば アクサスホールディングス 東京 1997

2 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 東京 2000

3 小原北斗 おばら ほくと 流通経済大学 学連 1998

4 長正憲武 ながしょう のりたけ 福島大学 学連 1999

5 石関玲於 いしぜき れお 早稲田大学・東京ヴェルディ 学連 1998

6 堀田光輝 ほった みつき 明治大学 学連 1997

7 小林竜馬 こばやし りょうま 龍ケ崎市役所 茨城 1997

8 玉崎稜也 たまざき りゅうや 早稲田大学・ロンドスポーツ 学連 1998

9 前田能宜 まえだ とうき 東海学園大学 学連 1999

10 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 山梨 2000

11 甲斐瑠夏 かい るか 日本体育大学・アリーディ 学連 2000

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

13 井尻雅人 いじり まさと 法政大学・東京ヴェルディ 学連 2000

14 水野泉之介 みずの なみのすけ 愛知県トライアスロン協会 愛知 1999

15 西村駿佑 にしむら しゅんすけ 同志社大学 学連 1998

16 吉村暢高 よしむら のぶたか 関西大学 学連 1999

17 小林祐也 こばやし ゆうや 日本大学 学連 1999

18 橋本悠輝 はしもと ゆうき 近畿大学 学連 1999

19 山崎新太 やまさき あらた 日本大学 学連 1999

20 湯村天星 ゆむら たかとし 岐阜県トライアスロン連合 岐阜 1999

21 浜崎塁 はまさき るい 日本学生トライアスロン連合 学連 1999

22 山本泰輔 やまもと たいすけ 立命館大学 学連 1998

23 原口大空 はらぐち ひろたか 同志社大学 学連 1999

24 松浦達也 まつうら たつや 広島県トライアスロン協会 広島 1997

25 土江巧真 どえ たくま 立命館大学 学連 1998

26 小川颯斗 おがわ はやと 日本体育大学 学連 1999

27 菅家隼 かんけ はやと 日本学生トライアスロン連合 学連 1998

28 出口陽也 でぐち あきや 日本大学 学連 1998

29 牧田竜明 まきた たつあき 立命館大学 学連 1999

30 加後賢太郎 かご けんたろう 日本学生トライアスロン連合 学連 1998
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51 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 山梨学院高等学校 高校2年 山梨 2003

52 林愛望 はやし まなみ 岡崎城西高校・まるいち 岡崎城西高等学校 高校1年 愛知 2004

53 佐藤姫夏 さとう ひめか 稲毛インター 千葉 2001

54 清水葵 しみず ひまり 山梨学院高校・チームケンズ山梨 山梨学院高等学校 高校2年 山梨 2003

55 市川暖乃香 いちかわ ののか 山梨学院高校・チームケンズ山梨 山梨学院高等学校 高校2年 山梨 2004

56 平泉真心 ひらいずみ まこ 東邦高等学校・チームゴーヤー名古屋 東邦高等学校 高校2年 愛知 2003

57 枡田日菜果 ますだ ひなか 三好高等学校・アルファ 愛知県立三好高等学校 高校1年 三重 2004

58 安西琴美 あんざい ことみ 日本大学藤沢高等学校 日本大学藤沢高等学校 高校2年 神奈川 2004

59 柳原咲 やなぎはら さき 東京都立墨田川高校・アリーディ 東京都立墨田川高等学校 高校1年 東京 2004

60 白石怜佳 しらいし れいか 立命館大学 学連 2001

61 長谷川菜奈 はせがわ なな 群馬県トライアスロン協会 群馬県立富岡高等学校 高校1年 群馬 2004

62 藤倉萌映 ふじくら もえ 福島大学 学連 2001

63 甲斐彩花 かい さいか 東京都トライアスロン連合 明法高等学校 高校2年 東京 2003

64 島崎茉央 しまざき まお 東京都トライアスロン連合 日本大学櫻丘高等学校 高校1年 東京 2004

65 木谷唯花 きたに ゆいか 滋賀県トライアスロン協会 滋賀県立高島高等学校 高校1年 滋賀 2004

66 杉本瑞夏 すぎもと みずか 花園大学 学連 2001

67 池口亜実 いけぐち あみ 鳥取県トライアスロン協会 鳥取県立米子高等学校 高校3年 鳥取 2002

68 津田彩乃 つだ あやの 愛知県トライアスロン協会 名古屋市立名古屋商業高等学校 高校1年 愛知 2004

69 花岡愛美 はなおか あいみ 千葉県トライアスロン連合 銚子市立銚子高等学校 高校3年 千葉 2002

70 中島星南 なかじま せな 群馬県トライアスロン協会 東京農業大学第二高等学校 高校1年 群馬 2004

71 小原絵梨 おばら えり 鳥取県トライアスロン協会 鳥取 2001

72 寺田ひなた てらだ ひなた 長崎県トライアスロン協会 長崎県立長崎北高等学校 高校1年 長崎 2004

73 杉本麻衣 すぎもと まい 仙台大学 学連 2001

74 近藤小夏 こんどう こなつ 新潟県トライアスロン連合 新潟県立新発田高等学校 高校3年 新潟 2002
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1 岡本空知 おかもと そらち 四條畷学園高等学校・AS京都 四條畷学園高等学校 高校3年 京都 2002

2 林田悠希 はやしだ ゆうき 同志社高等学校・AS京都 同志社高等学校 高校2年 京都 2004

3 福島旺 ふくしま あきら 日本体育大学 学連 2001

4 岩井悠二 いわい ゆうじ 立命館大学 学連 2002

5 安藤勘太 あんどう かんた 流通経済大学 学連 2001

6 大室杏夢 おおむろ あむ 城西大学付属城西高等学校 城西大学付属城西高等学校 高校1年 東京 2004

7 近藤玖伸 こんどう ひさのぶ 福島大学 学連 2001

8 関麟太郎 せき りんたろう 新潟県トライアスロン連合 新潟県立六日町高等学校 高校2年 新潟 2004

9 山中翔陽 やまなか しょうや 宗像高等学校・MCAひのさとトライアスロンスクール 福岡県立宗像高等学校 高校3年 福岡 2002

10 山根慧希 やまね けいき チームエフォーツ 鳥取県米子北高等学校 高校2年 山口 2003

11 大橋琉生 おおはし るい 宇都宮村上塾 宇都宮白揚高等学校 高校2年 栃木 2003

12 大嶋力 おおしま ちから 熊本県立松橋高等学校・AS京都 熊本県立松橋高等学校 高校2年 熊本 2003

13 和田侑磨 わだ ゆうま 愛知県トライアスロン協会 愛知県立西尾高等学校 高校1年 愛知 2004

14 定塚利心 じょうづか かずし 石川県トライアスロン協会 星稜高等学校 高校1年 石川 2004

15 若竹葵礼 わかたけ きら 鳥取県トライアスロン協会 開星高等学校 高校1年 鳥取 2004

16 山本築 やまもと きずく 日本体育大学 学連 2001

17 仲尾瞭平 なかお りょうへい 京都府トライアスロン協会 亀岡高等学校 高校3年 京都 2002

18 大山輝向 おおやま ひなた 鳥取県トライアスロン協会 鳥取県立米子西高等学校 高校2年 鳥取 2003

19 藤田健人 ふじた けんと 富山県トライアスロン協会 富山 2001

20 伊東政輝 いとう まさき 大分県トライアスロン連合 大分県立臼杵高等学校 高校2年 大分 2003

21 櫟良晃大 なぎら こうた 広島県トライアスロン協会 広島県立廿日市高等学校 高校2年 広島 2003

22 坂上悠基 さかうえ ゆうき 愛知県トライアスロン協会 東海学園高等学校 高校2年 愛知 2003

23 本木颯人 もとき はやと 東京都トライアスロン連合 日本学園高等学校 高校3年 東京 2002

24 武田空我 たけだ くうが 東京都トライアスロン連合 東京都立広尾高等学校 高校2年 東京 2003

25 吉川弘紀 よしかわ こうき 東京都トライアスロン連合 東京 2002

26 近藤浄士 こんどう きよひと 愛媛県トライアスロン協会 宇和島南中等教育学校 高校1年 愛媛 2003

27 平石祥汰 ひらいし しょうた 新潟県トライアスロン連合 新潟県立長岡大手高等学校 高校2年 新潟 2003

28 福島稜大 ふくしま りょうた 福岡県トライアスロン連合 福岡 2001

29 福島将斗 ふくしま まさと 福岡県トライアスロン連合 福岡県立苅田工業高等学校 高校3年 福岡 2003

30 奥山楓也 おくやま ふうや 千葉県トライアスロン連合 秀明八千代高等学校 高校1年 千葉 2004
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51 野田莉緒 のだ りお 星野高等学校・プリメーラ 埼玉 2005

52 佐々木麻瑚 ささき まこ 仙台市立南光台東中学校 宮城 2005

53 吉﨑美桜 よしざき みお トラソール 福岡 2005

54 江口沙和 えぐち さわ 川越市立城南中学校・プリメーラ 埼玉 2006

55 高橋実結 たかはし みゆ 東京都トライアスロン連合 東京 2006

56 谷村帆夏 たにむら ほなつ 大阪府トライアスロン協会 大阪 2005

57 関桃子 せき ももこ 新潟県トライアスロン連合 新潟 2006

58 山中日花里 やまなか ひかり 宗像市立中央中学校・MCAひのさとトライアスロンスクール 福岡 2006

59 杉浦華夏 すぎうら  かなで 愛知県トライアスロン協会 愛知 2007

60 近藤瑠南 こんどう るな 福岡県トライアスロン連合 福岡 2007

61 林田青空 はやしだ そら 同志社中学校・AS京都 京都 2005

62 増丸奈央 ますまる なお 長崎県トライアスロン協会 長崎 2006

63 正垣水梨 まさがき なり 兵庫県トライアスロン協会 兵庫 2005

64 齋藤椛凛 さいとう かりん 福島市立信夫中学校 福島 2005

65 平泉心穂 ひらいずみ みほ 三好ヶ丘中学校・チームゴーヤー名古屋 愛知 2006

66 松田向繰 まつだ むく 玉城中学校・ベスパスイミングスクール 三重 2007

67 大河内花音 おおこうち かのん 愛知県トライアスロン協会 愛知 2007

68 大山幸呼 おおやま ここ チームエフォーツ 鳥取 2006

69 水谷彩奈 みずたに あやな 新潟県トライアスロン連合 新潟 2005

70 北岡マリア きたおか まりあ 星稜中学校・AS京都 石川 2005

71 高野天音 たかの あまね 滋賀県トライアスロン協会 滋賀 2006

72 山城瑠夏 やましろ るな 沖縄県トライアスロン連合 沖縄 2006

73 吉崎帆南 よしざき はんな トライスマイル 広島 2007

74 冨岡蒼 とみおか あおい 千葉県トライアスロン連合 千葉 2006

75 佐野結夏 さの ゆいか 愛知県トライアスロン協会 愛知 2006

76 渡辺優衣 わたなべ ゆい 埼玉県トライアスロン連合 埼玉 2007

77 山根ゆめ やまね ゆめ 山口県トライアスロン連合 山口 2005

78 野上琴加 のがみ ことか 福岡県トライアスロン連合 福岡 2006

79 石橋那七海 いしばし ななみ 神奈川県トライアスロン連合 神奈川 2005

80 豊川絵子 とよかわ えこ 神奈川県トライアスロン連合 神奈川 2006
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1 川崎颯大 かわさき そうた 倉敷市立真備中学校 岡山 2005

2 七枝直 ななつえ なお 大阪市立北稜中学校・AS京都 大阪 2006

3 浅沼一那 あさぬま かずな 日本体育大学柏高等学校 千葉 2005

4 大場一紘 おおば いっこう 東福岡自彊館中学校・トラソール 福岡 2005

5 西川悠介 にしかわ ゆうすけ 沖縄県トライアスロン連合 沖縄 2006

6 吉澤太賀 よしざわ たいが 福岡県立門司学園中学校・トラソール 福岡 2005

7 樋口碧生 ひぐち あおい 仙台市立柳生中学校 宮城 2005

8 原維吹樹 はら いぶき 東京都トライアスロン連合 東京 2005

9 松田弐皐 まつだ にこ 玉城中学校・ベスパスイミングスクール 三重 2006

10 池田丞 いけだ たすく 沖縄県トライアスロン連合 沖縄 2006

11 小野寺巧真 おのでら たくま 仙台市立田子中学校 宮城 2007

12 角田琉海 つのだ りゅうせい 埼玉県トライアスロン連合 埼玉 2006

13 吉崎雄大 よしざき ゆうだい 広島市立中広中学校・トライスマイル 広島 2005

14 山澤蒼太 やまさわ そうた 宇都宮村上塾 栃木 2005

15 倉本倫太郎 くらもと りんたろう 埼玉大学教育学部附属中学校 埼玉 2005

16 榎木凜太朗 えのき りんたろう 宮崎県トライアスロン連合 宮崎 2006

17 奥已咲 おく いさき 石川県トライアスロン協会 石川 2006

18 久保田大翔 くぼた ひろと 群馬県トライアスロン協会 群馬 2006

19 森下翔太 もりした しょうた 東京都トライアスロン連合 東京 2006

20 新井捷悟 あらい しょうご 東京都トライアスロン連合 東京 2005

21 林勇輝 はやし ゆうき 埼玉県トライアスロン連合 埼玉 2007

22 筒井和 つつい やまと 東京都トライアスロン連合 東京 2006

23 山下龍 やました りょう 東京都トライアスロン連合 東京 2005

24 近藤大智 こんどう だいち 愛知県トライアスロン協会 愛知 2005

25 大山波琉 おおやま はる 鳥取県トライアスロン協会 鳥取 2005

26 松井麟太郎 まつい りんたろう 京都府トライアスロン協会 京都 2006

27 岡田啓吾 おかだ けいご 埼玉県トライアスロン連合 埼玉 2007

28 月谷槙之介 つきたに しんのすけ 鳥取県トライアスロン協会 鳥取 2006

29 本木蔵人 もとき くらうど 東京都トライアスロン連合 東京 2005

30 中澤真浩 なかざわ まさひろ 静岡県トライアスロン協会 静岡 2005


