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【エリート男子】 【エリート女子】
Bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 Bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属

1 安松 青葉 男 21 東京都 日本体育大学（学連） 41 佐々木 彩乃 女 20 東京都 日本体育大学（学連）

2 前田 隼矢 男 30 兵庫県 チームブレイブ（兵庫） 42 笠原 直子 女 31 大阪府 和歌山県トライアスロン連合

3 望月 満帆 男 18 山梨県 チームケンズ山梨（山梨） 43 植松 美晴 女 22 大阪府 同志社大学／学連

4 本多 晴飛 男 18 兵庫県 チームブレイブ（兵庫） 44 西岡 陽波 女 19 大阪府 同志社大学／学連

5 青木 威澄 男 20 大阪府 保津川トライアスロン倶楽部（大阪） 45 田村 彩夏 女 22 兵庫県 同志社大学／学連

6 高橋 正俊 男 26 大阪府 大阪府トライアスロン協会

7 井池 祐貴 男 23 大阪府 同志社大学／学連

8 加藤 将弘 男 21 神奈川県 国士舘大学／学連

9 加藤 洋平 男 21 千葉県 神奈川大学／学連

10 貫見 優太 男 28 大阪府 大阪府トライアスロン協会

11 金辻 大輝 男 24 京都府 立命館大学／学連

12 権田 明寛 男 23 愛知県 南山大学／学連

13 古川 勝也 男 20 神奈川県 神奈川大学／学連

14 江口 大聖 男 21 埼玉県 立教大学／学連

15 佐田 恵一朗 男 19 京都府 立命館大学／学連

16 佐藤 光 男 21 埼玉県 早稲田大学／学連

17 三浦 佑真 男 21 京都府 同志社大学／学連

18 小島 晶 男 21 福岡県 九州大学／学連

19 小林 央和 男 26 大阪府 大阪府トライアスロン協会

20 松本 英悟 男 20 福岡県 九州大学／学連

21 新井 啓祐 男 21 大阪府 同志社大学／学連

22 石田 考 男 24 北海道 北海道大学／学連

23 泉 総 男 22 福岡県 九州大学／学連

24 倉橋 開人 男 20 滋賀県 立命館大学／学連

25 仲元寺 孝行 男 20 京都府 同志社大学／学連

26 仲尾 俊祐 男 21 京都府 龍谷大学／学連

27 東 勇次郎 男 22 大阪府 同志社大学／学連

28 湯淺 智也 男 21 滋賀県 立命館大学／学連

29 板橋 弘人 男 23 宮城県 仙台大学／学連

30 飯塚 亮 男 20 東京都 国士舘大学／学連

31 傍島 大詞 男 22 京都府 同志社大学／学連

32 茂山 友樹 男 21 大阪府 立命館大学／学連

33 矢田 直也 男 21 滋賀県 立命館大学／学連

34 澤口 光 男 22 滋賀県 立命館大学／学連
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【エイジ男子】
Bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 Bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属

101 水口 迅 男 17 京都府 AS京都 501 山田 正人 男 50 千葉県 Tyrell-Kagawa Racig

201 坂本 凱哉 男 20 大阪府 INFINITY 502 高橋 泰夫 男 51 岡山県 豊和(株)NOZAKI

202 丸小野 永寿 男 20 大阪府 関西大学 503 吉岡 純一 男 51 兵庫県 芦屋浜AC

203 鎌野 渓太 男 20 大阪府 INFINITY 504 中塚 修一 男 52 香川県

204 梶原 楓也 男 21 大阪府 大阪体育大学トライアスロン 505 本井 慶一 男 53 岡山県 チームRGI

205 山下 優太郎 男 21 京都府 同志社大学 506 濱田 智一 男 55 高知県

206 小西 拓海 男 21 愛知県 トライアスロン部 507 冨岡 敏憲 男 56 広島県 マツダトライアスロン

207 小林 士朗 男 21 広島県 GULLS 601 松本 昭雄 男 60 三重県

208 渡邊 崇仁 男 21 大阪府 JSS深井 602 本田 日出男 男 61 大阪府 つうばいつう・八尾AC

209 阿部 拓希 男 22 北海道 北海道大学トライアスロン部ちゃらんけ 603 川崎 潔 男 65 大阪府

210 佐々木 大延 男 22 高知県 RTU

211 坂本 宏樹 男 22 広島県 広島大学トライアスロン部Gulls

212 山本 芽張 男 22 愛知県 中部大学トライアスロン部

213 石田 有樹 男 23 兵庫県 関西大学

214 出口 直紀 男 23 奈良県

215 中島 拳士朗 男 23 大阪府

216 櫻井 琢也 男 23 大阪府 関西大学トライアスロンサークルINFINIT 【エイジ女子】
217 井上 航太 男 23 大阪府 NSI Bib 氏名 性別 学年 都道府県 所属

218 福島 一志 男 24 広島県 広島大学トライアスロン部Gulls 801 佐々木 菜摘 女 19 京都府 保津川トライアスロン倶楽部

219 阿部 嵩大 男 24 大阪府 802 山田 真希 女 21 大阪府 大阪体育大学トライアスロン部

220 高崎 和拓 男 25 神奈川県 803 田中 真奈 女 26 大阪府

221 春名 柾局 男 27 大阪府 804 林 摩耶 女 34 香川県

222 我妻 侑和 男 27 東京都 805 中本 綾美 女 42 兵庫県 NSIトライアスロンスクール

223 松下 英寛 男 27 大阪府 806 中塚 裕美 女 42 愛知県 Azzurri

224 木村 朋宏 男 28 大阪府 チームアクオード

225 フェラーリ シモン 男 29 大阪府

301 齊藤 喬 男 30 大阪府

302 吉村 彰記 男 30 愛知県 株式会社 TYK

303 松尾 真喜 男 30 大阪府

304 田所 隆之 男 30 大阪府

305 横山 祐樹 男 31 東京都 advance

306 PerezBarbosa David 男 32 広島県

307 高木 秀斗 男 32 大阪府 Choose to Fight

308 安原 努 男 32 大阪府 高槻トライアスロンクラブ/清滝友の会

309 横井 克明 男 33 愛知県

310 田中 友歩 男 33 神奈川県 Go up!

311 柳川 心 男 35 大阪府

312 林 耕平 男 36 兵庫県

401 二川 浩司 男 40 香川県 讃岐やいの會

402 中島 慎介 男 41 大阪府 東大阪総合病院

403 井手 伸一 男 42 大阪府

404 川村 考弘 男 42 三重県

405 木坂 敢 男 43 兵庫県

406 田中 隆之 男 44 大阪府

407 溝端 祐一 男 44 大阪府 ユニティ

408 冨松 正宏 男 46 愛知県 あすたま名古屋

409 大塚 亮 男 47 大阪府
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【キッズ（小学生）】 【ビギナー】
Bib 氏名 性別 学年 都道府県 所属 Bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属

1001 松田 実優 女 小1 大阪府 チームブレイブ 3001 阪上 眞衣 女 16 大阪府

1002 松井 暖々 女 小1 京都府 伏見港jrトライアスロン 3002 本荘 健 男 18 兵庫県 野外活動部

1003 井畑 圭一郎 男 小1 大阪府 3003 高森 健 男 21 大阪府

1004 宇埜 遼太郎 男 小1 大阪府 3004 髙橋 正憲 男 22 岡山県 陸上競技部

1005 竹中 珠央 女 小1 京都府 3005 高橋 佳那 女 27 大阪府

1006 青木 纏 男 小2 大阪府 3006 五十川 歩 男 30 大阪府

1007 坪井 飛來 男 小2 大阪府 坪井塾 3007 本山 幾麻 男 32 大阪府

1008 坪井 飛俐 男 小2 大阪府 坪井塾 3008 徳永 純一 男 33 徳島県 海上自衛隊

1009 藤阪 琉成 男 小2 大阪府 FujiMax 3009 殿本 将司 男 33 大阪府

1010 村社 春希 男 小2 兵庫県 チームブレイブ 3010 若狭 大介 男 35 大阪府

1011 小阪 琉碧 男 小2 兵庫県 3011 小塚 昌弘 男 36 京都府 京都水泳界トライアスロン部

1012 江口 舞 女 小2 兵庫県 兵庫県 菟原ジュニアスクール 3012 隅田 一徳 男 37 大阪府 アヴァンギャルド

1013 高田 真音 男 小3 京都府 保津川トライアスロン倶楽部 3013 平川 貴嗣 男 37 大阪府

1014 澤木 竣 男 小3 大阪府 Choose to Fight!! 3014 高巣 和幸 男 41 奈良県 若草山ランナーズ

1015 歳内 王太 男 小3 兵庫県 チームブレイブ 3015 増井 維之 男 41 大阪府 HFD NOLIMITS

1016 大塚 力 男 小3 大阪府 3016 藤阪 保仁 男 45 大阪府 FujiMax

1017 井手 勘太 男 小3 大阪府 3017 甲斐 雅敏 男 46 兵庫県

1018 中島 大晴 男 小3 大阪府 TEAM中島 3018 高松 稔樹 男 46 大阪府 AVANT GARDE

1019 福西 陽介 男 小3 兵庫県 3019 岡本 篤樹 男 47 京都府

1020 松井 寧々 女 小4 京都府 伏見港jrトライアスロン 3020 鷹取 健太郎 男 48 兵庫県

1021 山下 市太郎 男 小4 兵庫県 チームブレイブ 3021 柳本 徹 男 51 大阪府

1022 本田 愛琉 女 小4 兵庫県 ウハラジュニア 3022 篠田 三郎 男 57 東京都

1023 江口 遥都 男 小4 兵庫県 兵庫県 菟原ジュニアスクール

1024 若林 明音 女 小4 兵庫県

1025 藤阪 悠真 男 小4 大阪府 FujiMax

1026 中本 純平 男 小5 大阪府 チームブレイブ

1027 安田 拓真 男 小5 大阪府 チームブレイブ

1028 松井 麟太郎 男 小5 京都府 伏見港jrトライアスロン

1029 七枝 直 男 小6 大阪府 オアシス森ノ宮

1030 林田 青空 女 小6 京都府 AS京都

1031 野口 雄成 男 小6 大阪府

1032 本田 侑聖 男 小6 兵庫県 ウハラジュニア

【ジュニア（中学生）】
Bib 氏名 性別 学年 都道府県 所属

2001 大竹 柊斗 男 中1 京都府 AS京都

2002 牧 花恋 女 中1 京都府 AS京都

2003 山本 篤彦 男 中1 大阪府

2004 林田 悠希 男 中2 京都府 AS京都

2005 二井 智央 男 中2 兵庫県

2006 高田 玄 男 中2 京都府 保津川トライアスロン倶楽部

2007 本荘 大和 男 中3 兵庫県 陸上部

2008 仲尾 瞭平 男 中3 京都府 保津川トライアスロン&#20465;楽部

2009 徳山 哲平 男 中3 京都府 AS京都

2010 佐々木 工海 男 中3 京都府 保津川トライアスロン倶楽部

2011 藤田 黎明 男 中3 兵庫県 Team BRAVE

2012 岡本 空知 男 中3 京都府 AS京都


