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【【【【エリートエリートエリートエリート男子男子男子男子】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

1 深浦 祐哉 男 東京都 ﾊﾘｱｰｽﾞ･新宿ﾊﾟｰｸ(東京)

2 栗原 正明 男 山梨県 BODY TUNE/山梨峡北交通

3 大野 剛 男 東京都 ｴｽﾌｫﾙﾀ/compresports

4 今井 隆生 男 東京都 チームケンズ練習生

5 長谷川 健 男 山形県 SUNNY FISH

6 立花 勝 男 静岡県 御殿場ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ(静岡)

7 兎澤 俊幸 男 秋田県 SUN食品/KYON2

9 蔭山 大樹 男 京都府 保津川ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ倶楽部

10 藤崎 直哉 男 神奈川県 CODE BIKE / BROOKS

11 平松 弘道 男 神奈川県 SUNNY FISH

12 望月 光樹 男 山梨県 チーム山梨

13 伊藤 孝志 男 千葉県 第1空挺団

14 立道 国一 男 長野県 BIKE RANCH

15 瀬戸 幸正 男 神奈川県 ベーグルワン

16 柳井 賢太 男 神奈川県

17 山崎 裕太 男 東京都

18 星 秀明 男 千葉県 Swacchi

19 野々脇 晃司 男 広島県 マツダTC

20 今村 圭孝 男 神奈川県

21 高松 辰雄 男 東京都 SUNNY FISH

22 高嶺 寛己 男 東京都 MINESTRO

23 篠崎 友 男 東京都 monsterBIKE&HIKE

24 山本 敦 男 東京都

25 佐藤 陽介 男 東京都

26 矢島 渚人 男 静岡県 ハイドロパワー

27 川合 邦之 男 神奈川県

28 水谷 渉 男 埼玉県

29 細谷 亮祐 男 神奈川県

30 高梨 翔太 男 千葉県 稲毛インター

31 山崎 晋平 男 神奈川県

32 水野 諒太郎 男 東京都

33 田原 義夫 男 東京都 TRION / Sunny Fish

34 山田 達郎 男 東京都

35 阿部 吉貴 男 東京都 東京ヴェルディ

36 黄 仁政 男 東京都

37 松田 航介 男 東京都 東京ヴェルディ

38 水野 孟 男 神奈川県

99 中込 英夫 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

【【【【エリートエリートエリートエリート女子女子女子女子】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

91 三好 実穂 女 群馬県 宇都宮村上塾

92 岡村 和重 女 東京都

【【【【学生選手権男子学生選手権男子学生選手権男子学生選手権男子】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

39 安木 徹也 男 東京都

40 井戸 皓大 男 滋賀県 立命館大学

41 井上 賢吾 男 東京都 ﾁｰﾑﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾎﾞﾝﾊﾞｰｽﾞ

42 永野 祥太郎 男 東京都 ノースウエスト

43 下田 順平 男 広島県 広島大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部Gulls

44 萱岡 洋人 男 広島県 広島大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部Gulls

45 犬塚 隆徳 男 埼玉県 明治大学

46 原 恭平 男 神奈川県 日本体育大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

47 五十川 陸斗 男 神奈川県 早稲田大学

48 荒井 明千尋 男 兵庫県 同志社大学

49 高橋 慎太朗 男 滋賀県 立命館大学

50 高村 亮 男 神奈川県 明治大学

51 佐藤 謙太郎 男 東京都 日本大学

52 榊原 佑基 男 神奈川県 日本大学

53 寺澤 光介 男 神奈川県 日本体育大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

54 勝目 理 男 神奈川県 日本体育大学

55 小関 優允 男 宮城県 仙台大学トライアスロン部

56 小原 健正 男 東京都 慶應義塾大学

57 小室 淳史 男 東京都 東京大学

58 小田倉 真 男 神奈川県

59 小林 歩 男 広島県 広島大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部Gulls

60 森 裕之 男 神奈川県 ﾁｰﾑﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾎﾞﾝﾊﾞｰｽﾞ

61 森井 翔太郎 男 神奈川県 ノースウェースト

【【【【学生選手権男子学生選手権男子学生選手権男子学生選手権男子】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

62 神山 和哉 男 宮城県 東北大学学友会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

63 清水 孝一郎 男 東京都 大東文化大学

64 西川 祐希 男 神奈川県 明治大学

65 斉藤 彰仁 男 神奈川県 東海大学

66 浅海 健太 男 神奈川県 東海大学

67 大島 仁 男 鹿児島県 鹿児島大学

68 池添 敦 男 宮城県

69 中村 祐輔 男 神奈川県 明治大学

70 中塚 貴文 男 京都府 同志社大学大学院

71 田中 敦士 男 京都府 同志社大学

72 田中 文也 男 神奈川県 日本体育大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

73 渡部 晃大朗 男 千葉県 明治大学

74 藤沼 勇輝 男 神奈川県 日本体育大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

75 徳丸 雄一 男 広島県 広島大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部Gulls

76 伴 拓実 男 京都府 同志社大学

77 福永 晃樹裕 男 東京都 日本大学

78 福田 鷹平 男 神奈川県 慶應義塾大学

79 福田 勇希 男 神奈川県 日本大学

80 北條 優治 男 大阪府 同志社大学

81 堀内 保大 男 京都府 同志社大学

82 木下 翔太郎 男 愛知県 チームゴーヤ

83 鈴川 貴洋 男 埼玉県 明治大学

84 鈴木 一平 男 埼玉県 早稲田大学

85 國枝 洸希 男 埼玉県 明治大学

86 廣中 滉太朗 男 京都府 同志社大学

87 前田 健登 男 兵庫県 近畿大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

88 杉原 史浩 男 千葉県 早稲田大学

89 小川 佳祐 男 神奈川県 明治大学

90 鋤崎 隆也 男 千葉県 順天堂大学

【【【【学生選手権女子学生選手権女子学生選手権女子学生選手権女子】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

93 甘糟 恵美 女 神奈川県

94 高橋 侑子 女 東京都

95 山口 桃由 女 埼玉県

96 松枝 愛子 女 東京都 早稲田大学

97 川添 美佳 女 東京都 日本体育大学

98 木田 喜愛 女 神奈川県 東京女子体育大学

【【【【学生学生学生学生OPENOPENOPENOPEN男子男子男子男子】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

501 羽鳥 寛人 男 茨城県

502 山下 勇真 男 茨城県 筑波大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

503 竹下 知成 男 千葉県 順天堂大学

504 阪田 暁 男 埼玉県

505 大城 渉 男 東京都 明治大学

506 折原 駿一 男 東京都 国士舘大学

507 佐藤 航 男 京都府 立命館大学

508 志村 駿介 男 埼玉県 東海ぼんばーず

509 川﨑 裕太 男 東京都 国士舘大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

510 岡野 高志 男 東京都 東京工業大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

511 加藤 翼 男 東京都

512 鶴山 健 男 茨城県 筑波大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

513 福島 一志 男 広島県 広島大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部Gulls

514 重澤 遼 男 茨城県 筑波大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

515 雨甲斐 将貴 男 東京都

516 新井 健輔 男 神奈川県

517 越川 進平 男 埼玉県

518 伊本 聖史 男 東京都

519 仲宗根 優幸 男 神奈川県 東海大学

520 田中 佑桐 男 東京都 トライアスロン部

521 福田 大貴 男 神奈川県 日本大学ｳﾙﾄﾗﾄﾗｲｱｽﾛﾝ

522 森 亮太 男 茨城県 筑波大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

523 瀬戸 葵 男 神奈川県 日本大学

524 飯田 拓実 男 埼玉県 学習院大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ同好会

525 熊谷 陽太 男 神奈川県 神奈川大学

526 小竹 拓真 男 茨城県 筑波大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

527 阿部 嵩大 男 東京都 日本体育大学

528 寺浦 志将 男 大阪府 関西大学
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【【【【学生学生学生学生OPENOPENOPENOPEN男子男子男子男子】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

529 中島 健太 男 神奈川県 日大ウルトラ

530 宮澤 裕晃 男 宮城県 東北大学学友会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

531 飯泉 拳 男 東京都 ノースウエスト

532 近藤 彰彦 男 茨城県 筑波大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

533 小林 嶺 男 埼玉県 学習院大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ同好会

534 朝倉 啄冶 男 神奈川県 国士舘大学

535 斉藤 侑生 男 東京都 Afro-Q

536 神谷 拓図 男 宮城県 東北大学学友会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

537 早川 翔人 男 茨城県 筑波大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

538 東野 悠太 男 神奈川県

539 宗廣 大地 男 東京都 国士舘大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

540 泰居 晋之 男 東京都 ｳﾙﾄﾗﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾁｰﾑ

541 小林 佑太郎 男 神奈川県

542 古川 拓 男 京都府 立命館大学

543 高崎 和拓 男 東京都

544 小口 雅徳 男 神奈川県 神奈川大学

545 榊原 龍之介 男 東京都 明星大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

546 小林 直人 男 神奈川県 ノースウェスト

547 保坂 圭太郎 男 東京都 日本大学

548 比嘉 幸太郎 男 東京都 ノースウェスト

549 芝 幸久 男 東京都 日本体育大学

550 荒巻 徹 男 茨城県 筑波大学トライアスロン部

551 小林 将人 男 東京都

552 齊藤 貴之 男 茨城県 筑波大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

553 前田 祐輝 男 大阪府 関西大学

554 山岸 翔一 男 神奈川県 ｳﾙﾄﾗﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾁｰﾑ

555 小林 浩佳 男 神奈川県 東海大学

556 徳間 洋介 男 東京都 ノースウエスト

557 植野 鐘太 男 神奈川県

558 浅井 健也 男 愛知県

559 阿久津 将 男 東京都

560 堀 雄太 男 茨城県 筑波大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

561 根本 正人 男 神奈川県 ﾁｰﾑﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾎﾞﾝﾊﾞｰｽﾞ

562 田中 宏朋 男 神奈川県 東京工業大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

563 新堀 利章 男 神奈川県

564 大谷 航 男 滋賀県 立命館大学

565 菊池 宏彰 男 東京都 東海大学

566 円舘 潤 男 神奈川県 日大ウルトラ

567 森本 拓郎 男 神奈川県 日本大学

568 三嶽 暢裕 男 神奈川県

569 原田 剛 男 東京都 明治大学トライアスロン部

【【【【学生学生学生学生OPENOPENOPENOPEN女子女子女子女子】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

291 井上 知紗 女 神奈川県 東海大学 ボンバーズ

292 松山 千紘 女 東京都

293 孫崎 虹奈 女 神奈川県 日本体育大学

294 丸山 夏実 女 茨城県 筑波大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

295 佐野 花夏 女 千葉県

296 恒川 由衣 女 滋賀県 立命館大学

297 高橋 舞 女 千葉県 順天堂大学

298 澤田 なるみ 女 東京都

299 濱田 莉紗 女 千葉県

300 佐藤 佳澄美 女 千葉県 順天堂大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技部

301 沖津 千香子 女 広島県 広島大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部Gulls

302 佐々木 智穂 女 東京都 METAL

303 北井 萌 女 千葉県 トライアスロン競技部

304 米田 有希 女 東京都

305 市東 実香 女 東京都 明星大学トライアスロン部

306 蓑田 真璃 女 千葉県

【【【【エイジクラスエイジクラスエイジクラスエイジクラス男子男子男子男子】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

101 下村 祐介 男 東京都 チーム乳酸蓄積

102 永野 文久 男 千葉県 ATA南行徳

103 影山 徹 男 静岡県

104 赤星 友太 男 神奈川県

105 前原 太詩 男 東京都

106 大塚 惠三 男 東京都

【【【【エイジクラスエイジクラスエイジクラスエイジクラス男子男子男子男子】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

107 永堀 悟 男 神奈川県 セントラル東戸塚

108 山本 格嗣 男 東京都

109 小松 弘幸 男 東京都 チーム乳酸蓄積

110 古畑 真 男 埼玉県

111 鮎澤 貴孝 男 神奈川県 SAGINUMA☆STARS

112 太田 祐介 男 岐阜県

113 森田 裕三 男 神奈川県

114 及川 伸 男 埼玉県

115 細田 篤樹 男 長野県

116 高山 雄介 男 神奈川県 caracol

117 中井 康雄 男 東京都

118 相原 雄大 男 東京都

119 熊倉 貴志 男 東京都 ATA

120 風穴 英俊 男 東京都

121 西崎 昌宏 男 東京都 チームケンズ

123 中森 和昭 男 埼玉県

124 清水 隆夫 男 栃木県 宇都宮村上塾

125 片桐 力雄 男 新潟県

126 竹内 亮介 男 埼玉県 おっぱいバズーカー

127 辻川 浩晃 男 東京都

128 亀井 健太 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

129 石垣 光義 男 神奈川県

130 村上 淳 男 東京都

131 町田 裕幸 男 東京都

132 喜多 隆司 男 神奈川県

133 原田 雄太郎 男 埼玉県 チームケンズ

134 伊藤 慶 男 神奈川県

135 山口 宏 男 千葉県

136 中嶋 出 男 神奈川県

137 福岡 武 男 神奈川県 チーム・Y

138 岡田 祐紀 男 千葉県

139 岩本 和也 男 東京都

140 根本 亮治 男 神奈川県

141 高橋 雅人 男 東京都

142 若林 恒好 男 神奈川県 caracol

143 渡邉 昌伸 男 千葉県

144 小宮 朋之 男 千葉県

145 篠原 雅人 男 神奈川県

146 宇都 暢輝 男 東京都

147 矢田部 崇 男 神奈川県

148 萩原 耕一郎 男 東京都 ATA

149 田中 亮輔 男 東京都

150 星谷 雄太 男 神奈川県

151 岡田 崇 男 千葉県 稲毛インター

152 一糸 俊輔 男 東京都 GV

153 池上 拓馬 男 東京都 BLANKAS

154 長谷川 幸央 男 千葉県 Swacchi

155 高瀬 誠 男 東京都 青山トライアスロン

156 斉藤 太一 男 千葉県

157 須永 洋平 男 神奈川県 Swacchi

158 加藤 貴博 男 東京都

159 古舘 宗一郎 男 東京都 小林祐一鉄人会

160 浅香 聡 男 東京都 渋谷区トライアスロン連合

161 中山 幹大 男 神奈川県

162 藤崎 一峰 男 東京都

163 篠原 大輔 男 神奈川県 横浜鉄人クラブ

164 成繁 新治 男 東京都 チーム乳酸蓄積

165 原 和成 男 神奈川県 ルネサンス横浜

166 須田 友博 男 神奈川県

167 河村 雄也 男 神奈川県

168 河原 勇人 男 東京都 チームケンズ

169 諏訪 学顕 男 千葉県 Swacchi

170 板谷 英治 男 東京都 Equipo MAEA

171 古川 琢弥 男 東京都

172 江内田 直樹 男 東京都 チーム乳酸蓄積

173 竹尾 賢二 男 神奈川県

174 古野 裕一 男 神奈川県 チームオヤジ朝練

175 葛西 孝治 男 神奈川県

176 柏倉 大介 男 東京都
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177 竹内 亮 男 神奈川県

178 遠藤 昌矢 男 東京都 青山トライアスロン倶楽部

179 廣谷 徳永 男 千葉県

180 橋本 聡 男 神奈川県 caracol

181 南島 康一 男 東京都

182 吉村 光司 男 埼玉県

183 古沢 元揮 男 東京都

184 井出 智志 男 千葉県

185 長谷川 健次 男 千葉県

186 藤本 泰弘 男 東京都

187 石原 智秀 男 神奈川県

188 増田 憲彦 男 神奈川県

189 多田 将英 男 東京都 アヤトTS

190 浅見 義彦 男 千葉県 Swacchi

191 笹沼 恒人 男 千葉県

192 藤巻 昌作久 男 東京都 equipo MAEA

193 保浦 伸行 男 愛知県

194 森嶋 博之 男 東京都

195 伊藤 孝典 男 東京都 Catteni Positivo

196 山本 英幸 男 東京都

197 仁多見 貴志 男 神奈川県 SUTINT

198 Ahmad Jamil 男 東京都

199 福谷 公宏 男 神奈川県 航空自衛隊

200 大野 達也 男 神奈川県

201 田口 博基 男 神奈川県

202 西 智之 男 神奈川県

203 岩田 恭彦 男 東京都

204 岩田 聖市 男 神奈川県 横浜鉄人クラブ

205 須藤 収 男 東京都 日鉄住金P&E

206 茜ヶ久保 亮太 男 東京都

207 山際 謙一 男 埼玉県

208 小林 聡 男 東京都 初めてのトライアスロン部

209 大多和 昌彦 男 東京都 ハリアーズ

210 高坂 和朗 男 東京都 サオリンズ

211 篠江 洋人 男 東京都 NAS勝どき

212 小池 正彦 男 東京都

213 茨田 二三夫 男 千葉県

214 寺田 豊計 男 神奈川県

215 田中 邦彦 男 東京都

216 小櫃 博 男 千葉県

217 坂本 憲彦 男 東京都

218 押木 雅朋 男 神奈川県

219 川原 広美 男 千葉県

220 牧部 豊 男 静岡県 P.D-FLY

221 中島 秀彰 男 東京都 ハリアーズ

222 奥澤 公明 男 千葉県

223 田村 誠 男 東京都

224 奈良島 信泰 男 神奈川県 横浜鉄人クラブ

225 福田 毅 男 神奈川県

226 辻 慶雄 男 神奈川県

227 齊藤 和範 男 東京都 東京消防庁

228 八重田 享司 男 静岡県 静岡トライアスロンクラブ

229 小西 裕二 男 東京都 青山トライアスロン倶楽部

230 志田 哲也 男 神奈川県

231 小島 幸範 男 埼玉県

232 梅本 登 男 東京都 MTC

233 星野 義孝 男 神奈川県

234 斉藤 茂之 男 埼玉県 NAS光が丘

235 鈴木 雅彦 男 神奈川県 横浜鉄人クラブ

236 伊藤 たけし 男 東京都

237 岩渕 成祐 男 東京都 ハリアーズ

238 北山 毅 男 千葉県 ARI

239 菅谷 豊明 男 東京都

240 亀森 一好 男 神奈川県

241 篠崎 剛 男 栃木県 TEAM DENDEN

242 川口 毅 男 東京都 東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾄﾗｲｱｽﾛﾝ

243 細野 勝弘 男 千葉県 チームつる

244 椎名 克行 男 新潟県

245 紫芝 弘之 男 千葉県
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246 元木 一晶 男 東京都 Saorin‘s

247 三好 雅典 男 神奈川県 青山トライアスロン倶楽部

248 上村 和雄 男 東京都 ティップネス三軒茶屋

249 金澤 章 男 東京都 メイストーム

250 安藤 善朗 男 東京都 ウエーブス

251 稲葉 茂 男 神奈川県 いそや友の会

252 川崎 潔 男 大阪府

253 郡 清司 男 神奈川県

254 黒川 マサト 男 千葉県

570 中野 諒太 男 神奈川県

571 肥後 巧 男 神奈川県

572 石崎 貴弘 男 栃木県 日本体育大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

573 宮田 洋敬 男 神奈川県 日本体育大学

574 齊藤 彰悟 男 東京都 国士舘大学

575 木村 康一 男 京都府 立命館大学

576 佐藤 秀樹 男 宮城県

577 泉地 平良 男 静岡県

578 石井 悠太 男 神奈川県

579 小山 真男 男 千葉県

580 海老名 歩 男 東京都

581 東田 翔平 男 東京都 caracol

582 加藤 翔平 男 神奈川県 caracol

583 片山 草太 男 大阪府 シマノドリンキング

584 富岡 祐太 男 東京都

585 松野 佑哉 男 東京都

586 山田 達也 男 神奈川県

587 柳田 優樹 男 神奈川県 横浜鉄人クラブ

588 中村 雅一 男 神奈川県

589 佐久間 貴之 男 東京都

590 星 慎太郎 男 東京都 東京ヴェルディ

591 山田 勉 男 東京都

592 飯塚 善明 男 埼玉県

593 藤崎 宏祐 男 大阪府 シマノドリンキング

594 大浦 卓磨 男 神奈川県

595 内田 博之 男 東京都

596 三嶋 紀之 男 愛知県 OKD JP

597 田実 誠 男 東京都 小金井ﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾁｰﾑ

598 高橋 和哉 男 大阪府 シマノドリンキング

599 水柿 康一 男 神奈川県 ｳｫｰﾀｰﾊﾟｰｼｭﾓﾝﾄﾗｲｱｽﾛﾝ

600 木原 悠介 男 東京都

601 岡安 亮平 男 埼玉県

602 梶田 洋平 男 神奈川県 アヤトTS

603 小島 俊範 男 東京都 トレイルブレイザー

604 嶋田 耕士 男 東京都 ハリアーズ

605 赤松 優 男 東京都 トレイルブレイザー

606 楠 直人 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

607 内田 卓 男 千葉県 青山トライアスロン倶楽部

608 小泉 賢哉 男 東京都

609 渡辺 征俊 男 東京都

610 山崎 武範 男 埼玉県 Swacchi

611 小嶋 知洋 男 神奈川県

612 鈴木 洋人 男 神奈川県

613 上橋 教裕 男 東京都 NAS

614 佐竹 大 男 神奈川県

615 茂住 雄一 男 埼玉県 TEAM Y

616 高橋 啓章 男 神奈川県 呑兵衛団

617 須藤 恭弘 男 東京都

618 寺田 行伸 男 神奈川県

619 松本 剛 男 長野県

620 谷井 啓一 男 東京都

621 百瀬 信吾 男 神奈川県 アヤトTS

622 三浦 邦昭 男 東京都

623 古澤 新也 男 東京都

624 小暮 恒介 男 東京都 Swacchii

625 石井 智弘 男 東京都

626 武田 将 男 東京都

627 小川 憲一郎 男 東京都

628 飯嶋 充 男 神奈川県 アヤトTS

629 坂入 和徳 男 東京都 JAP TC
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630 川口 克右 男 東京都 Bike & Hike

631 森本 卓也 男 東京都

632 藤崎 賢治 男 神奈川県 横浜鉄人クラブ

633 小川 哲男 男 東京都 ハリアーズ

634 山本 英永 男 神奈川県 UOEHシリウス

635 柴田 真之 男 静岡県 磐田TRC

636 宮川 朋之 男 東京都

637 佐藤 為 男 東京都 BIKEPLUS/TREK

638 青木 文伸 男 神奈川県 Team ARI

639 林田 拓史 男 神奈川県

640 稲 寛彰 男 東京都

641 北野 克彦 男 神奈川県 ボストン トラ

642 倉橋 賢治 男 東京都

643 秋山 充二郎 男 東京都

644 鹿島田 信一 男 東京都 湘南ベルマーレ

645 池田 勉 男 東京都 青山トライアスロン倶楽部

646 蛭子 直和 男 東京都

647 山崎 正義 男 千葉県

648 守谷 健 男 神奈川県 BIKE&HIKE

649 星野 正行 男 神奈川県

650 高木 博和 男 茨城県

651 本山 雄一 男 東京都 チームケンズ

652 滝本 理之 男 神奈川県 MTC

653 大谷 章夫 男 埼玉県 Swacchi

654 上野 茂徳 男 神奈川県

655 田村 昌義 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

656 奈良 仁克 男 神奈川県 アヤトTS

657 大川 誠司 男 東京都

658 矢口 克栄 男 茨城県 日立パワー十王

659 斉藤 忠司 男 神奈川県 T-ZWROKS

660 中野 浩 男 神奈川県

661 石渡 貴章 男 神奈川県 NSAA

662 大谷 剛 男 神奈川県 BIKE&HIKE

663 岡田 卓也 男 千葉県 アルドール

664 土門 伸行 男 東京都

665 卯津江 穣 男 神奈川県

666 小室 篤哉 男 東京都 アヤトトライアスロン

667 桑野 博輔 男 東京都 HBF

668 国貞 圭介 男 神奈川県 zworks

669 信田 篤志 男 神奈川県 TEAM-ZWORKS

670 眞野目 宏司 男 埼玉県

671 折原 利行 男 千葉県 Swacchi

672 白石 浩基 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

673 各務 亨 男 千葉県 Team ARI

674 高橋 直弘 男 東京都

675 鈴木 啓仁 男 神奈川県

676 伊藤 幸司 男 東京都 青山トライアスロン倶楽部

677 小野原 学 男 東京都 Trikichi

678 岡田 靖久 男 東京都 チームチョビ

679 渡部 豊 男 新潟県

680 田中 邦典 男 神奈川県 チームアル中

681 繁田 祐一 男 神奈川県 ちゃっぴー51.5

682 井上 善位 男 神奈川県

683 小澤 克年 男 東京都 C-TRIDENT

684 笠原 亨介 男 神奈川県

685 藤田 雅人 男 神奈川県 横浜鉄人クラブ

686 武田 浩詩 男 東京都 TIPNESS三軒茶屋

687 永井 克明 男 神奈川県

688 古宮 聡 男 千葉県

689 長谷川 哲 男 東京都

690 金井 富三夫 男 東京都 月の家

691 伊藤 浩之 男 東京都

692 市川 智昭 男 東京都 Zippy’s

693 宮﨑 敏弘 男 神奈川県

694 西村 和浩 男 東京都 BLANKAS

695 児玉 修司 男 神奈川県 Triathlon LUMINA

696 善長 庄一郎 男 千葉県

697 小泉 高広 男 千葉県

698 伊熊 公俊 男 神奈川県
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699 斎藤 輝貢 男 東京都

700 杉山 進太郎 男 神奈川県

701 吉川 玄徳 男 東京都

702 内田 俊彦 男 東京都 青山トライアスロン倶楽部

703 長岡 光雄 男 群馬県 初めてのトライアスロン部

704 菊地 猛 男 東京都

705 伊藤 謙 男 東京都 BLANKAS

706 杉山 俊昭 男 神奈川県

707 柴谷 淑夫 男 東京都

708 青山 永佳 男 神奈川県 Team ARI

709 青中 伸一 男 埼玉県 埼玉西部消防局

710 池本 修司 男 東京都

711 池亀 英樹 男 神奈川県 Team ARI

712 山本 崇正 男 神奈川県

713 宮内 政雄 男 東京都 ATA南行徳

714 車田 卓宏 男 千葉県 Saorin’s

715 綱島 浩一 男 神奈川県 MAC

716 中野 直規 男 神奈川県

717 横山 彰吾 男 神奈川県

718 嶋崎 孝夫 男 埼玉県

719 小田 邦裕 男 東京都

720 三井 昌彦 男 神奈川県

721 川島 直也 男 埼玉県

722 明石 桂一 男 神奈川県 ZWORKS

723 村上 啓二 男 東京都 青山トライアスロンクラブ

724 越川 慎一 男 神奈川県

725 菊地 栄紀 男 東京都 アヤトTS

726 今井田 尚文 男 東京都

727 丸井 高蔵 男 東京都

728 中村 高歩 男 神奈川県 YOUCAN多摩境

729 三瓶 亨 男 神奈川県 アサヒ綱島

730 増田 具正 男 埼玉県 Swacchii

731 亀井 和利 男 神奈川県

732 田村 晋一 男 東京都

733 甘利 健 男 神奈川県 TAIL WIND

734 松永 勉 男 埼玉県

735 杉沢 正也 男 東京都 チームケンズ

736 江野 史人 男 東京都 MTC

737 大塚 邦幸 男 東京都 青山トライアスロン倶楽部

738 谷口 忍 男 愛知県

739 佐野 哲也 男 静岡県

740 井上 健次郎 男 神奈川県 サンダーゲート

741 石井 貴士 男 東京都 ｱﾔﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝｽｸｰﾙ

742 新堀 隆章 男 神奈川県 アヤトTS

743 佐瀬 勝洋 男 東京都

744 佐々木 剛 男 千葉県

745 川手 雅之 男 東京都 BIKE&HIKE

746 永島 昭夫 男 神奈川県

747 小林 祐一 男 千葉県

748 荒川 聡 男 神奈川県 ベーグルワン

749 木綿 正秋 男 千葉県 Swacchi

750 新津 桂一郎 男 神奈川県 ハリアーズ

751 小柳 晋一 男 東京都 EI Nino records

752 鍋谷 能文 男 東京都 イオマーレ

753 斎藤 宗樹 男 神奈川県

754 小室 博之 男 千葉県 Tokyo DAX

755 石田 力 男 東京都 Team Y

756 小湊 義彰 男 神奈川県 大成横浜走友会･TGN･UP

757 水本 幸孝 男 神奈川県

758 玉木 文博 男 東京都

【【【【エイジクラスエイジクラスエイジクラスエイジクラス女子女子女子女子】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

255 柴田 千鶴 女 東京都

256 川嶋 七彩 女 神奈川県

257 二宮 美幸 女 東京都 ハリアーズ

258 日高 果織 女 神奈川県

259 風間 望 女 東京都 Saorin’s

260 玉川 博子 女 東京都
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【【【【エイジクラスエイジクラスエイジクラスエイジクラス女子女子女子女子】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

261 秋山 香 女 神奈川県

262 河野 芙美子 女 神奈川県

263 宇都 雅子 女 東京都

264 吉田 千暁 女 東京都

265 林 沙織 女 神奈川県 FedEX

266 金坂 比沙子 女 神奈川県

267 庭 紗由巳 女 神奈川県

268 石橋 明子 女 東京都

269 高山 英恵 女 東京都 青山トライアスロン倶楽部

270 渡辺 亜希子 女 栃木県 宇都宮村上塾

271 福谷 真美 女 神奈川県

272 中塚 裕美 女 兵庫県 ｼﾙﾍﾞｽﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

273 井上 敦子 女 東京都

274 近藤 裕子 女 千葉県 ハリアーズ

275 篠原 三陽 女 神奈川県 KⅡ-Lab

276 高橋 千晶 女 東京都 ハリアーズ

277 堀江 麻衣子 女 神奈川県

278 鈴木 薫 女 東京都 Team ARI

279 渡辺 広美 女 東京都

280 藤田 千華 女 神奈川県 横浜鉄人クラブ

281 高津 泉 女 埼玉県

282 宮武 美果 女 東京都 青山トライアスロン倶楽部

283 東海林 美佳 女 東京都 ハリアーズ

284 片柳 陽子 女 東京都

285 望月 美和 女 山梨県 チーム山梨

286 伊藤 美保 女 東京都 ハリアーズ

287 池田 千夏 女 神奈川県

288 土屋 智恵美 女 東京都 ハリアーズ

289 竹田 祐子 女 東京都 いそや友の会

290 榛葉 美代子 女 東京都

【【【【シチズンクラスシチズンクラスシチズンクラスシチズンクラス】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

307 三矢 学都 男 神奈川県

308 武藤 一成 男 神奈川県

309 高橋 善郎 男 神奈川県

310 石井 秀幸 男 神奈川県

311 花田 耕佑 男 神奈川県 ﾜﾝﾀﾞｰｻｲｸﾘﾝｸﾞ同好会

312 加藤 悠介 男 神奈川県

313 仲尾 圭市 男 神奈川県

314 原口 信輝 男 神奈川県 シュ乱Q

315 山下 正樹 男 神奈川県

316 則本 達郎 男 神奈川県 TuNA

317 中村 悠志 男 神奈川県 ハリアーズ

318 綾川 聡司 男 神奈川県 bikeroom sin

319 石井 恒至 男 神奈川県

320 小野 剛史 男 神奈川県

321 下司 智也 男 神奈川県

322 川島 俊嗣 男 神奈川県

323 田邊 葉一 男 神奈川県

324 川崎 達也 男 神奈川県

325 太田 昌景 男 神奈川県 w.v.ota

326 片山 章央 男 神奈川県

327 川平 敦 男 神奈川県

328 竹内 隆 男 神奈川県 おこげさん

329 谷田 智昭 男 神奈川県 GRUPPO ACQUA TAMA

330 山口 玲央 男 神奈川県 Team ARI

331 宮腰 克成 男 神奈川県

332 佐川 泰久 男 神奈川県 ATC

333 大津 菜々 女 神奈川県

334 沖野 正樹 男 東京都

335 竹下 紋子 女 神奈川県

336 松下 竜二 男 神奈川県

337 林 直孝 男 神奈川県 アヤトTS

338 三田村 正寛 男 神奈川県

339 保坂 慎太郎 男 神奈川県

340 浅井 直樹 男 神奈川県 大黒屋喜樂走会

341 渡邉 剛彦 男 神奈川県

342 中川 達也 男 神奈川県 BIKE&HIKE

【【【【シチズンクラスシチズンクラスシチズンクラスシチズンクラス】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

343 大津 和義 男 神奈川県

344 竹下 博史 男 神奈川県

345 奥山 裕 男 神奈川県 Roundred

346 安積 功高 男 神奈川県 ザ・スペース

347 小野 明 男 神奈川県 BLANKAS

348 中村 孝夫 男 神奈川県

349 高橋 よしあき 男 神奈川県 カワサキ931

350 髙野 稔 男 神奈川県 いそや友の会

351 小島 正晴 男 神奈川県

352 加藤 一美 女 神奈川県

353 廣實 正人 男 神奈川県

【【【【ビギナークラスビギナークラスビギナークラスビギナークラス】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

1 中山 賢史朗 男 神奈川県

2 服部 佑紀 男 神奈川県

3 若林 徹 男 東京都 チーム乳酸蓄積

4 齊藤 智裕 男 東京都

5 前川 泰浩 男 神奈川県

6 久保 順代 女 神奈川県

7 熊谷 一茂 男 東京都 チーム乳酸蓄積

8 大沼 聖英 男 東京都 チーム乳酸蓄積

9 仁木 良祐 男 東京都

10 菊地 篤 男 東京都 ハリアーズ

11 奥村 睦 女 東京都

12 辻川 睦美 女 東京都

13 古田 佳美 女 神奈川県

14 沖山 雄一 男 東京都 チーム乳酸蓄積

15 上保 剛 男 東京都 WEIZEN

16 後藤 和泉 女 東京都

17 秦 由加子 女 千葉県 稲毛インター

18 高橋 伸一 男 東京都

19 金津 久美子 女 千葉県

20 中澤 隆 男 東京都

21 渡邉 賢晃 男 東京都

22 淵橋 潤也 男 神奈川県 caracol

23 太田 好政 男 東京都

24 高山 真由子 女 東京都

25 青柳 和幸 男 東京都

26 廣瀬 博子 女 神奈川県

27 佐藤 義士 男 東京都

28 青柳 哲也 男 神奈川県

29 世古 卓郎 男 静岡県

30 水野 小織 女 東京都 Saorin’s

31 伊藤 達也 男 神奈川県

32 小林 学 男 千葉県 teamSLASH

33 森田 鉄舟 男 山梨県 チーム山梨

34 岩田 龍志 男 神奈川県 100miles

35 重川 達治 男 東京都

36 堀江 亮 男 神奈川県

37 青木 正隆 男 静岡県

38 冨山 明 男 栃木県 TEAM DENDEN

39 小永井 純也 男 東京都

40 栗原 朗 男 神奈川県

41 中江 正之 男 東京都 NASLOVE

42 牛頭 勝 男 神奈川県

43 犬塚 明広 男 埼玉県

44 千原 香 女 東京都

45 善光 安次 男 神奈川県

46 樋渡 淳一 男 東京都 BIKE&HIKE

47 早瀬 貴永 男 東京都

48 小林 良雄 男 千葉県 kobayashi

49 岡本 進 男 神奈川県

50 神保 愃一 男 神奈川県

【【【【ジュニアクラスジュニアクラスジュニアクラスジュニアクラス】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

51 タカク チヒロ 男 栃木県 宇都宮村上塾

52 木綿 渡来 男 千葉県 Swacchi
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【【【【ジュニアクラスジュニアクラスジュニアクラスジュニアクラス】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

53 望月 満帆 男 山梨県 チーム山梨

54 福原 幸成 男 神奈川県

55 山田 悠太 男 神奈川県

56 笠原 太介 男 神奈川県

【【【【キッズクラスキッズクラスキッズクラスキッズクラス】】】】

Bib 氏名 性別 都道府県 所属

57 廣瀬 健吾 男 神奈川県

58 宮川 悠 女 東京都

59 石渡 一貴 男 神奈川県

60 伊藤 有理 女 神奈川県

61 伊藤 耕太郎 男 東京都 Catteni Positivo

62 原田 莉圭 女 神奈川県 ☆NYAN☆

63 竹内 馨 男 神奈川県 おこげさん

64 高梨 颯樹 男 静岡県 チームポテト

65 森田 幸史郎 男 山梨県 チーム山梨

66 伊藤 佳晃 男 東京都

67 タカク マナヤ 男 栃木県 宇都宮村上塾

68 菊地 海人 男 東京都

69 光永 寛菜 女 神奈川県 Team MOMO

70 光永 樹理 女 神奈川県 Team MOMO

71 山崎 一吹 男 栃木県

72 新田 和 女 東京都 コボンバーズ

73 春名 隆 男 東京都 BI&HIジュニア

74 西村 智仁 男 東京都 BIKE&HIKE

75 青柳 龍斗 男 神奈川県

76 高梨 千帆里 女 静岡県 チームポテト

77 伊藤 航 男 神奈川県

78 野宮 孝介 男 東京都 BI&HIジュニア

79 長沼 智哉 男 神奈川県

80 川上 恵生 男 静岡県

81 大谷 太朗 男 神奈川県 BIKE&HIKE

82 中尾 聡一郎 男 神奈川県

83 中山 虹 男 神奈川県

84 佐々木 翔生 男 東京都 清新JAC

85 嶋 奏一郎 男 京都府 保津川ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ倶楽部

86 山田 爽太 男 神奈川県

87 佐々木 工海 男 京都府 保津川ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ倶楽部

88 森田 克馬 男 山梨県 チーム山梨

89 高梨 万里王 男 静岡県 チームポテト

90 MAH KENNARD 男 東京都

91 長谷川 希 女 千葉県

92 原田 有彩 女 神奈川県 ☆NYAN☆

93 後藤 大地 男 神奈川県 TeamMOMO

94 横田 慶人 男 東京都

95 佐瀬 巧平 男 東京都

96 太田 健斗 男 東京都

97 上野 悠佑太 男 東京都

98 光永 翔香 女 神奈川県 Team MOMO

99 浜 魁人 男 神奈川県

100 須藤 駿一 男 東京都 テキサス11



クラブ対抗戦リスト（参加表明者一覧）

2014/1/24 現在

種目

RACE
NO

氏名 クラブ名（現在のコンピュータ文字）

クラブ

対抗戦

ビギナークラス 34 岩田 龍志 100miles 参加する

ビギナークラス 46 樋渡 淳一 BIKE&HIKE 参加する

エイジクラス男子 745 川手 雅之 BIKE&HIKE 参加する

キッズクラス 81 大谷 太朗 BIKE&HIKE 参加する

エイジクラス男子 662 大谷 剛 BIKE&HIKE 参加する

エイジクラス男子 648 守谷 健 BIKE&HIKE 参加する

シチズンクラス 342 中川 達也 BIKE&HIKE 参加する

キッズクラス 74 西村 智仁 BIKE&HIKE 参加する

エイジクラス男子 705 伊藤 謙 BLANKAS 参加する

エイジクラス男子 153 池上 拓馬 BLANKAS 参加する

シチズンクラス 347 小野 明 BLANKAS 参加する

エイジクラス男子 694 西村 和浩 BLANKAS 参加する

エイジクラス男子 142 若林 恒好 caracol 参加する

エイジクラス男子 180 橋本 聡 caracol 参加する

エイジクラス男子 582 加藤 翔平 caracol 参加する

エイジクラス男子 581 東田 翔平 caracol 参加する

エイジクラス男子 116 高山 雄介 caracol 参加する

エイジクラス男子 195 伊藤 孝典 Catteni Positivo 参加する

キッズクラス 61 伊藤 耕太郎 Catteni Positivo 参加する

エイジクラス男子 170 板谷 英治 Equipo MAEA 参加する

エイジクラス女子 265 林 沙織 FedEX 参加する

エイジクラス男子 152 一糸 俊輔 GV 参加する

学生OPEN女子 302 佐々木 智穂 METAL 参加する

エリート男子 22 高嶺 寛己 MINESTRO 参加する

エリート男子 23 篠崎 友 monsterBIKE&HIKE 参加する

エイジクラス男子 736 江野 史人 MTC 参加する

エイジクラス男子 211 篠江 洋人 NAS勝どき 参加する

エリート男子 11 平松 弘道 SUNNY FISH 参加する

エリート男子 5 長谷川 健 SUNNY FISH 参加する

エイジクラス男子 610 山崎 武範 Swacchi 参加する

エイジクラス男子 749 木綿 正秋 Swacchi 参加する

ジュニアクラス 52 木綿 渡来 Swacchi 参加する

エイジクラス男子 190 浅見 義彦 Swacchi 参加する

エイジクラス男子 157 須永 洋平 Swacchi 参加する

エイジクラス男子 169 諏訪 学顕 Swacchi 参加する

エイジクラス男子 671 折原 利行 Swacchi 参加する

エイジクラス男子 154 長谷川 幸央 Swacchi 参加する

エイジクラス男子 653 大谷 章夫 Swacchi 参加する

エイジクラス男子 624 小暮 恒介 Swacchii 参加する

エイジクラス男子 730 増田 具正 Swacchii 参加する

エイジクラス男子 638 青木 文伸 Team ARI 参加する

エイジクラス男子 673 各務 亨 Team ARI 参加する

シチズンクラス 330 山口 玲央 Team ARI 参加する

エイジクラス女子 278 鈴木 薫 Team ARI 参加する

エイジクラス男子 708 青山 永佳 Team ARI 参加する

エイジクラス男子 711 池亀 英樹 Team ARI 参加する

エイジクラス男子 241 篠崎 剛 TEAM DENDEN 参加する

ビギナークラス 38 冨山 明 TEAM DENDEN 参加する

エイジクラス男子 755 石田 力 Team Y 参加する

キッズクラス 93 後藤 大地 TeamMOMO 参加する

エリート男子 33 田原 義夫 TRION / Sunny Fish 参加する

エイジクラス男子 602 梶田 洋平 アヤトTS 参加する

エイジクラス男子 725 菊地 栄紀 アヤトTS 参加する
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クラブ対抗戦リスト（参加表明者一覧）

2014/1/24 現在

種目

RACE
NO

氏名 クラブ名（現在のコンピュータ文字）

クラブ

対抗戦

エイジクラス男子 628 飯嶋 充 アヤトTS 参加する

エイジクラス男子 621 百瀬 信吾 アヤトTS 参加する

エイジクラス男子 189 多田 将英 アヤトTS 参加する

シチズンクラス 337 林 直孝 アヤトTS 参加する

エイジクラス男子 742 新堀 隆章 アヤトTS 参加する

エイジクラス男子 656 奈良 仁克 アヤトTS 参加する

エイジクラス女子 289 竹田 祐子 いそや友の会 参加する

エイジクラス男子 210 高坂 和朗 サオリンズ 参加する

エイジクラス男子 583 片山 草太 シマノドリンキング 参加する

エイジクラス男子 598 高橋 和哉 シマノドリンキング 参加する

エイジクラス男子 121 西崎 昌宏 チームケンズ 参加する

エイジクラス男子 168 河原 勇人 チームケンズ 参加する

エイジクラス男子 133 原田 雄太郎 チームケンズ 参加する

学生選手権男子 82 木下 翔太郎 チームゴーヤ 参加する

学生選手権男子 41 井上 賢吾 チームトライアスロンボンバーズ 参加する

学生選手権男子 60 森 裕之 チームトライアスロンボンバーズ 参加する

キッズクラス 88 森田 克馬 チーム山梨 参加する

キッズクラス 65 森田 幸史郎 チーム山梨 参加する

ビギナークラス 33 森田 鉄舟 チーム山梨 参加する

エリート男子 12 望月 光樹 チーム山梨 参加する

ジュニアクラス 53 望月 満帆 チーム山梨 参加する

エイジクラス女子 285 望月 美和 チーム山梨 参加する

エイジクラス男子 172 江内田 直樹 チーム乳酸蓄積 参加する

エイジクラス男子 164 成繁 新治 チーム乳酸蓄積 参加する

ビギナークラス 7 熊谷 一茂 チーム乳酸蓄積 参加する

ビギナークラス 3 若林 徹 チーム乳酸蓄積 参加する

エイジクラス男子 109 小松 弘幸 チーム乳酸蓄積 参加する

ビギナークラス 14 沖山 雄一 チーム乳酸蓄積 参加する

エイジクラス男子 101 下村 祐介 チーム乳酸蓄積 参加する

ビギナークラス 8 大沼 聖英 チーム乳酸蓄積 参加する

学生選手権男子 61 森井 翔太郎 ノースウェースト 参加する

エイジクラス男子 750 新津 桂一郎 ハリアーズ 参加する

エイジクラス女子 274 近藤 裕子 ハリアーズ 参加する

エイジクラス男子 633 小川 哲男 ハリアーズ 参加する

エイジクラス男子 221 中島 秀彰 ハリアーズ 参加する

シチズンクラス 317 中村 悠志 ハリアーズ 参加する

エイジクラス女子 257 二宮 美幸 ハリアーズ 参加する

エイジクラス女子 286 伊藤 美保 ハリアーズ 参加する

エイジクラス男子 237 岩渕 成祐 ハリアーズ 参加する

エイジクラス女子 283 東海林 美佳 ハリアーズ 参加する

エイジクラス女子 276 高橋 千晶 ハリアーズ 参加する

エイジクラス女子 288 土屋 智恵美 ハリアーズ 参加する

エイジクラス男子 209 大多和 昌彦 ハリアーズ 参加する

エイジクラス男子 604 嶋田 耕士 ハリアーズ 参加する

エリート男子 30 高梨 翔太 稲毛インター 参加する

ジュニアクラス 51 タカク チヒロ 宇都宮村上塾 参加する

キッズクラス 67 タカク マナヤ 宇都宮村上塾 参加する

エイジクラス女子 270 渡辺 亜希子 宇都宮村上塾 参加する

エイジクラス男子 124 清水 隆夫 宇都宮村上塾 参加する

エリート女子 91 三好 実穂 宇都宮村上塾 参加する

エイジクラス女子 280 藤田 千華 横浜鉄人クラブ 参加する

エイジクラス男子 204 岩田 聖市 横浜鉄人クラブ 参加する

エイジクラス男子 163 篠原 大輔 横浜鉄人クラブ 参加する
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エイジクラス男子 685 藤田 雅人 横浜鉄人クラブ 参加する

エイジクラス男子 235 鈴木 雅彦 横浜鉄人クラブ 参加する

エイジクラス男子 224 奈良島 信泰 横浜鉄人クラブ 参加する

エイジクラス男子 587 柳田 優樹 横浜鉄人クラブ 参加する

学生OPEN男子 553 前田 祐輝 関西大学 参加する

学生OPEN男子 528 寺浦 志将 関西大学 参加する

学生選手権男子 75 徳丸 雄一 広島大学トライアスロン部Gulls 参加する

学生選手権男子 43 下田 順平 広島大学トライアスロン部Gulls 参加する

学生OPEN男子 513 福島 一志 広島大学トライアスロン部Gulls 参加する

学生選手権男子 59 小林 歩 広島大学トライアスロン部Gulls 参加する

学生選手権男子 44 萱岡 洋人 広島大学トライアスロン部Gulls 参加する

学生OPEN女子 301 沖津 千香子 広島大学トライアスロン部Gulls 参加する

学生OPEN男子 534 朝倉 啄冶 国士舘大学 参加する

エイジクラス男子 574 齊藤 彰悟 国士舘大学 参加する

学生OPEN男子 506 折原 駿一 国士舘大学 参加する

学生OPEN男子 539 宗廣 大地 国士舘大学トライアスロン部 参加する

学生OPEN男子 509 川﨑 裕太 国士舘大学トライアスロン部 参加する

エイジクラス男子 703 長岡 光雄 初めてのトライアスロン部 参加する

エイジクラス男子 208 小林 聡 初めてのトライアスロン部 参加する

エイジクラス男子 672 白石 浩基 湘南ベルマーレ 参加する

エイジクラス男子 606 楠 直人 湘南ベルマーレ 参加する

エイジクラス男子 644 鹿島田 信一 湘南ベルマーレ 参加する

エイジクラス男子 128 亀井 健太 湘南ベルマーレ 参加する

エイジクラス男子 655 田村 昌義 湘南ベルマーレ 参加する

エリート男子 99 中込 英夫 湘南ベルマーレ 参加する

学生OPEN男子 544 小口 雅徳 神奈川大学 参加する

エイジクラス男子 676 伊藤 幸司 青山トライアスロン倶楽部 参加する

エイジクラス男子 229 小西 裕二 青山トライアスロン倶楽部 参加する

エイジクラス男子 737 大塚 邦幸 青山トライアスロン倶楽部 参加する

エイジクラス男子 702 内田 俊彦 青山トライアスロン倶楽部 参加する

エイジクラス女子 282 宮武 美果 青山トライアスロン倶楽部 参加する

エイジクラス男子 607 内田 卓 青山トライアスロン倶楽部 参加する

エイジクラス男子 645 池田 勉 青山トライアスロン倶楽部 参加する

学生選手権男子 84 鈴木 一平 早稲田大学 参加する

学生選手権女子 96 松枝 愛子 早稲田大学 参加する

学生選手権男子 47 五十川 陸斗 早稲田大学 参加する

学生選手権男子 88 杉原 史浩 早稲田大学 参加する

エイジクラス男子 756 小湊 義彰 大成横浜走友会・TGN・UP 参加する

学生選手権男子 63 清水 孝一郎 大東文化大学 参加する

学生OPEN男子 522 森 亮太 筑波大学体育会トライアスロン部 参加する

学生OPEN男子 560 堀 雄太 筑波大学体育会トライアスロン部 参加する

学生OPEN男子 532 近藤 彰彦 筑波大学体育会トライアスロン部 参加する

学生OPEN男子 526 小竹 拓真 筑波大学体育会トライアスロン部 参加する

学生OPEN男子 552 齊藤 貴之 筑波大学体育会トライアスロン部 参加する

学生OPEN男子 514 重澤 遼 筑波大学体育会トライアスロン部 参加する

学生OPEN男子 502 山下 勇真 筑波大学体育会トライアスロン部 参加する

学生OPEN男子 537 早川 翔人 筑波大学体育会トライアスロン部 参加する

学生OPEN男子 555 小林 浩佳 東海大学 参加する

学生選手権男子 65 斉藤 彰仁 東海大学 参加する

学生OPEN男子 565 菊池 宏彰 東海大学 参加する

学生選手権男子 66 浅海 健太 東海大学 参加する

学生OPEN男子 519 仲宗根 優幸 東海大学 参加する

エイジクラス男子 590 星 慎太郎 東京ヴェルディ 参加する
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エリート男子 35 阿部 吉貴 東京ヴェルディ 参加する

エリート男子 37 松田 航介 東京ヴェルディ 参加する

学生OPEN男子 562 田中 宏朋 東京工業大学トライアスロン部 参加する

学生OPEN男子 510 岡野 高志 東京工業大学トライアスロン部 参加する

エイジクラス男子 227 齊藤 和範 東京消防庁 参加する

学生選手権男子 62 神山 和哉 東北大学学友会トライアスロン部 参加する

学生OPEN男子 536 神谷 拓図 東北大学学友会トライアスロン部 参加する

学生OPEN男子 530 宮澤 裕晃 東北大学学友会トライアスロン部 参加する

学生選手権男子 76 伴 拓実 同志社大学 参加する

学生選手権男子 48 荒井 明千尋 同志社大学 参加する

学生選手権男子 81 堀内 保大 同志社大学 参加する

学生選手権男子 71 田中 敦士 同志社大学 参加する

学生選手権男子 86 廣中 滉太朗 同志社大学 参加する

学生選手権男子 80 北條 優治 同志社大学 参加する

学生選手権男子 70 中塚 貴文 同志社大学大学院 参加する

学生OPEN男子 549 芝 幸久 日本体育大学 参加する

学生選手権女子 97 川添 美佳 日本体育大学 参加する

学生OPEN男子 527 阿部 嵩大 日本体育大学 参加する

学生選手権男子 54 勝目 理 日本体育大学 参加する

エイジクラス男子 573 宮田 洋敬 日本体育大学 参加する

学生選手権男子 52 榊原 佑基 日本大学 参加する

学生選手権男子 77 福永 晃樹裕 日本大学 参加する

学生選手権男子 79 福田 勇希 日本大学 参加する

学生選手権男子 51 佐藤 謙太郎 日本大学 参加する

学生OPEN男子 523 瀬戸 葵 日本大学 参加する

学生OPEN男子 547 保坂 圭太郎 日本大学 参加する

キッズクラス 87 佐々木 工海 保津川トライアスロン倶楽部 参加する

キッズクラス 85 嶋 奏一郎 保津川トライアスロン倶楽部 参加する

エリート男子 9 蔭山 大樹 保津川トライアスロン倶楽部 参加する

学生選手権男子 85 國枝 洸希 明治大学 参加する

学生選手権男子 50 高村 亮 明治大学 参加する

学生選手権男子 69 中村 祐輔 明治大学 参加する

学生選手権男子 83 鈴川 貴洋 明治大学 参加する

学生OPEN男子 505 大城 渉 明治大学 参加する

学生選手権男子 64 西川 祐希 明治大学 参加する

学生選手権男子 73 渡部 晃大朗 明治大学 参加する

学生選手権男子 89 小川 佳祐 明治大学 参加する

学生選手権男子 45 犬塚 隆徳 明治大学 参加する

学生選手権男子 40 井戸 皓大 立命館大学 参加する

学生OPEN男子 542 古川 拓 立命館大学 参加する

学生OPEN女子 296 恒川 由衣 立命館大学 参加する

学生OPEN男子 507 佐藤 航 立命館大学 参加する

エイジクラス男子 575 木村 康一 立命館大学 参加する

学生選手権男子 49 高橋 慎太朗 立命館大学 参加する

・チーム名が完全一致された文字が同一クラブとして自動登録されます。

・コンピュータ処理の都合わずかな字体の違いでも順位が付きません。

・3名完走しないと順位が付きません。また3名に満たないクラブは参加資格がありません。

・明らかに同一チームと判断できる略称文字や空白文字等は事務局にて修正させて頂きました。
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