
『成田キッズュニアトライアスロン、エクストラアクアスロン大会』総合結果 2010/7/24

総合タイム 総合順位 No. ｶﾃｺﾞﾘ 名前 フリガナ 性別 所属クラブ 学年 学校名
0:10:38 1 125 低学年 安藤 大知 あんどう だいち 男 小学2年 大垣市立中川小
0:10:53 2 114 低学年 東 誠 あずま まこと 男 アカデミートライアスロン 小学2年 旭市立中央小
0:11:01 3 124 低学年 奥富 勇人 おくとみ ゆうと 男 小学2年 入間市立金子小
0:11:32 4 113 低学年 安達 歩 あだち あゆむ 男 こてはし台SC 小学2年 こてはし台小
0:11:45 5 112 低学年 玉井 彪己 たまい ひょうご 男 タップスポーツ千葉 小学2年 原小
0:12:27 6 119 低学年 北川 航大 きたがわ こうた 男 小学2年 野田市立みずき小
0:12:42 7 105 低学年 佐々木　蓮 ささきれん 男 小学1年
0:13:09 8 107 低学年 伊藤　陸大 いとうりくた 男 小学1年 宮崎小
0:13:12 9 115 低学年 阿部 修斗 あべ しゅうと 男 小学2年 岩根小
0:13:17 10 123 低学年 本宮 慧音 もとみや けいと 男 小学2年 吾妻小
0:13:20 11 106 低学年 村山　喜一 むらやまきいち 男 小学1年 板橋区立板橋第四小
0:13:22 12 101 低学年 東　航平 ひがしこうへい 男 ｻﾆｰｼﾞｭﾆｱ 小学1年 目黒区立八雲小
0:13:41 13 122 低学年 金 悠煌 キン ユファン 男 瑞江整形外科 小学2年 東京朝鮮第5小
0:14:00 14 108 低学年 松田 一希 まつた いつき 男 小学1年 鴨川市立鴨川小
0:14:03 15 121 低学年 北野 泰我 きたの たいが 男 なし 小学2年 成田市立玉造小
0:14:09 16 111 低学年 樫尾 明斗 かしお あきと 男 小学2年 泉谷小
0:14:11 17 118 低学年 五十嵐 悠 いがらし ゆう 男 小学2年 市川市立中国分小
0:14:21 18 117 低学年 本多 陽太 ほんだ ようた 男 クー! 小学2年 市川市立中国分小
0:14:48 19 109 低学年 堤 稔裕 つつみ としひろ 男 小学1年 東京都内小
0:15:10 20 110 低学年 山田 裕 やまだ ゆう 男 小学1年 我孫子第四小
0:15:33 21 120 低学年 宮田 大 みやた だい 男 FCクオーレ成田 小学2年 成田市立平成小
0:15:49 22 103 低学年 滝本　智丹 たきもとちたん 男 小学1年 千葉市立幸町第三小
0:16:00 23 104 低学年 鈴木　陸人 すずきりくと 男 NFC 小学1年
0:16:15 24 116 低学年 光岡 拓馬 ミツオカ タクマ 男 小学2年 世田谷区立山崎小
0:17:53 25 102 低学年 髙根　悠希 たかねゆうき 男 WAVES junior 小学1年 須田小
0:11:06 1 133 低学年 大澤 菜々穂 おおさわ ななほ 女 TeamO 小学2年 みつわ台南小
0:12:40 2 135 低学年 平嶺 彩夏 ひらみね あやか 女 小学2年 小中台小
0:12:51 3 134 低学年 林 希彩 はやし のあ 女 小学2年 旭市立富浦小
0:13:06 4 136 低学年 篠塚 茉那 しのつか まな 女 小学2年 神栖市立波崎東小
0:13:12 5 131 低学年 花岡 愛美 はなおか あいみ 女 小学2年 干潟小
0:13:18 6 128 低学年 津端　歩美 つばたあゆみ 女 小学2年 八木が谷小
0:14:02 7 127 低学年 清野 紅葉 せいの くれは 女 小学1年 柏市立西原小
0:14:05 8 137 低学年 青木 花梨 あおき かりん 女 小学2年 大原小
0:14:43 9 132 低学年 高橋 実里 たかはし みのり 女 小学2年 成田市立加良部小
0:14:47 10 130 低学年 武井 凛 たけい りん 女 小学2年 いにはの小
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総合タイム 総合順位 No. ｶﾃｺﾞﾘ 名前 フリガナ 性別 所属クラブ 学年 学校名
0:15:17 11 129 低学年 子安　美森 こやすみもり 女 小学2年 千葉市立大森小
0:15:21 12 126 低学年 星 萌々花 ほし ももか 女 小学1年 柏市立西原小
0:10:03 1 233 中学年 木綿 渡来 きわた とらい 男 スワッチ 小学4年 柏市立大津ヶ丘第二小
0:10:14 2 226 中学年 東 駿太郎 あずま しゅんたろう 男 アカデミートライアスロン 小学4年 旭市立中央小
0:10:22 3 225 中学年 発田 志音 ほった しおん 男 LaSAT 小学4年 LaSAT
0:10:48 4 232 中学年 北川 加奈大 きたがわ かなた 男 小学4年 野田市立みずき小
0:10:53 5 207 中学年 井上 祐里 いのうえ ゆうり 男 SunnyFish Jr  西浜SLSC 小学3年 横浜国大附属鎌倉小
0:11:03 6 219 中学年 古賀 隆行 こが たかゆき 男 守谷ITCキッズ 小学4年 つくば市手代木南小
0:11:09 7 222 中学年 伊藤 慎之介 イトウ シンノスケ 男 アカデミートライアスロン 小学4年 旭市立三川小
0:11:17 8 229 中学年 中村 有来 なかむら ゆらい 男 putiton 小学4年 碑小
0:11:27 9 243 中学年 石塚 美南海 イシヅカ ミナミ 男 小学3年 海星小
0:11:38 10 224 中学年 花岡 秀吾 はなおか しゅうご 男 小学4年 干潟小
0:12:00 11 235 中学年 柿本 大成 かきもと たいせい 男 小学4年 増尾西小
0:12:06 12 228 中学年 佐藤 航太 さとう こうた 男 小学4年 吾妻小
0:12:09 13 210 中学年 増田 誉大 マスダ タカヒロ 男 アカデミートライアスロン 小学3年 旭市立共和小
0:12:27 14 211 中学年 真家 琉 まいえ りゅう 男 小学3年 茨城県潮来市立日の出小
0:12:34 15 230 中学年 宮本 崚平 みやもと りょうへい 男 ORT葛飾 小学4年 守谷市立高野小
0:12:37 16 218 中学年 大原　将世 おおはらしゅうせい 男 小学4年 印西市立滝野小
0:12:44 17 234 中学年 下川 莉力 しもかわ りお 男 小学4年 神栖市立軽野小
0:12:47 18 217 中学年 髙根　和樹 たかねかずき 男 WAVES junior 小学4年 須田小
0:12:51 19 208 中学年 樫尾 公平 かしお こうへい 男 小学3年 泉谷小
0:12:56 20 212 中学年 浜　魁人 はまかいと 男 小学3年 新橋小
0:12:58 21 213 中学年 矢野 騎也 やの のりただ 男 富士見倶楽部 小学3年 上小岩小
0:13:00 22 220 中学年 片岡 和 かたおか わたる 男 小学4年 成田市立公津の杜小
0:13:02 23 215 中学年 下田 健太 シモダ ケンタ 男 千葉田園スイミンク゛クラブ 小学3年 大日小
0:13:04 24 209 中学年 和田 学士 わだ まなと 男 小学3年 高根東小
0:13:07 25 221 中学年 石川 遼 いしかわ りょう 男 小学4年 公津の杜小
0:13:36 26 214 中学年 岩田 航 いわた こう 男 幸はやぶさ 小学3年 千葉市立寒川小
0:13:41 27 223 中学年 遠藤 光 エンドウ ヒカル 男 アカデミートライアスロン 小学4年 旭市立琴田小
0:13:43 28 216 中学年 東　耀太 ひがしようた 男 ｻﾆｰｼﾞｭﾆｱ 小学4年 目黒区立八雲小
0:14:05 29 203 中学年 鈴木　祐哉 すずきゆうや 男 NFC 小学3年 玉造小
0:14:10 30 204 中学年 鈴木　涼也 すずきりょうや 男 小学3年 佐倉市立根郷小
0:14:16 31 201 中学年 小林　光雅 こばやしこうが 男 NFC 小学3年 玉造小
0:14:33 32 202 中学年 滝本　力斗 たきもとりきと 男 小学3年 千葉市立幸町第三小
0:15:30 33 205 中学年 笠　太貴 りゅうたいき 男 小学3年 千葉日本大学第一小
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総合タイム 総合順位 No. ｶﾃｺﾞﾘ 名前 フリガナ 性別 所属クラブ 学年 学校名
0:16:54 34 231 中学年 本多 俊太 ほんだ しゅんた 男 クー! 小学4年 市川市立中国分小
0:18:46 35 206 中学年 河村　健心 かわむらけんしん 男 小学3年

227 中学年 山田 健 やまだ けん 男 小学4年 我孫子第四小
0:10:14 1 253 中学年 大澤 真由 おおさわ まゆ 女 TeamO 小学4年 みつわ台南小
0:10:23 2 252 中学年 安松 青空 やすまつ あおぞら 女 アカデミートライアスロン 小学4年 神栖市立横瀬小
0:11:12 3 244 中学年 佐々木　なな ささきなな 女 Swacchi/柏洋ｽｲﾏｰｽﾞ 小学4年 柏市立豊小
0:11:25 4 247 中学年 大澤　雛子 おおさわひなこ 女 小学4年 草加市立高砂小
0:11:28 5 242 中学年 吉村 彩 よしむら あや 女 守谷ITCキッズ 小学3年 取手市立永山小
0:11:31 6 238 中学年 堤 愛理 つつみ あいり 女 小学3年 東京都内小
0:11:38 7 257 中学年 安藤 里奈 あんどう りな 女 小学4年 大垣市立中川小
0:11:49 8 246 中学年 佐々木　倫 ささきりん 女 小学4年
0:11:56 9 256 中学年 青木 紫苑 あおき しおん 女 小学4年 大原小
0:12:33 10 255 中学年 平嶺 和佳菜 ひらみね わかな 女 小学4年 小中台小
0:12:56 11 245 中学年 松野　仁美 まつのひとみ 女 まっちゃんF 小学4年 加良部小
0:13:30 12 254 中学年 阿部 栞 あべ しおり 女 小学4年 岩根小
0:13:48 13 236 中学年 長谷川　希 はせがわゆいね 女 小学3年 南房総市立平群小
0:14:08 14 250 中学年 板垣　優里 いたがきゆり 女 小学4年 新川小
0:14:11 15 237 中学年 星 波奈子 ほし はなこ 女 小学3年 柏市立西原小
0:14:32 16 248 中学年 小野　安寿加 おのあすか 女 小学4年
0:14:49 17 249 中学年 塩塚　史奈 しおつかふみな 女 小学4年 吾妻小
0:14:52 18 251 中学年 高橋 侑里 たかはし ゆうり 女 小学4年 成田市立加良部小
0:15:43 19 240 中学年 大上 涼帆 オオウエ スズホ 女 小学3年 前原小
0:29:46 20 239 中学年 松原 美奈 マツバラ ミナ 女 アカデミートライアスロン 小学3年 神栖市立明神小

241 中学年 稲 涼花 いね りょうか 女 小学3年 豊島区立豊成小
0:11:51 1 322 高学年 西木 大成 にしき たいせい 男 小学6年 川越市立中央小
0:11:55 2 324 高学年 横島 公平 ヨコシマ コウヘイ 男 宇都宮ブレイブ村上塾 小学6年 宇都宮市立戸祭小
0:12:21 3 327 高学年 木綿 速人 きわた はやと 男 スワッチ 小学6年 柏市立大津ヶ丘第二小
0:12:39 4 319 高学年 玉崎 稜也 たまざき りょうや 男 千葉ブレイブ安藤塾 小学6年 銚子市立海上小
0:12:55 5 320 高学年 天野 隼 あまの しゅん 男 守谷ITCキッズ 小学6年 白山小
0:13:27 6 329 高学年 藤井 恭平 ふじい きょうへい 男 ULTRA SOUL 小学6年 久米川東小
0:13:54 7 313 高学年 大澤　公貴 おおさわこうき 男 小学6年 草加市立高砂小
0:14:06 8 303 高学年 田村　秀明 たむらひであき 男 Team EAST 小学5年 茂原市立緑が丘小
0:14:40 9 306 高学年 三田 洸 みた ひかる 男 小学5年 千葉日本大学第一小
0:14:48 10 316 高学年 上原 広暉 ウエハラ ヒロキ 男 柏洋 小学6年 江戸川台小
0:15:04 11 323 高学年 篠塚 雅史 しのつか まさし 男 とくになし 小学6年 神栖市立波崎東小
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総合タイム 総合順位 No. ｶﾃｺﾞﾘ 名前 フリガナ 性別 所属クラブ 学年 学校名
0:15:13 12 307 高学年 岩田 匠 いわた たくみ 男 幸はやぶさ 小学5年 千葉市立寒川小
0:16:43 13 302 高学年 北村　飛雄吾 きたむらひゅうご 男 鹿嶋鉄人会 小学5年 鹿嶋市立大同東小
0:16:53 14 309 高学年 鈴木 大雅 すずき たいが 男 小学5年 小中台小
0:16:59 15 328 高学年 塙 大和 はなわ やまと 男 小学6年 神栖市立軽野小
0:17:13 16 312 高学年 鈴木　壮馬 すずきそうま 男 小学6年 横芝光町立東陽小
0:17:35 17 330 高学年 谷口 笙 たにぐちしょう 男 小学5年 加良部小
0:17:41 18 326 高学年 菅谷 文哉 すがや ふみや 男 アカデミートライアスロン 小学6年 旭市立豊畑小
0:18:15 19 321 高学年 松原 直哉 マツバラ ナオヤ 男 アカデミートライアスロン 小学6年 神栖市立明神小
0:18:18 20 315 高学年 黒川 大輔 くろかわ だいすけ 男 小学5年 柏市立 豊小
0:18:38 21 314 高学年 松本　健太郎 まつもとけんたろう 男 小学6年 前原小
0:18:43 22 317 高学年 永田 裕之 ながた ひろゆき 男 小学6年 世田谷区立桜丘小
0:19:01 23 310 高学年 鈴木 遥人 すずき はると 男 小学5年 桜木小
0:19:18 24 325 高学年 熊岡 輝 くまおか ひかる 男 小学6年 幸はやぶさ
0:19:52 25 301 高学年 中山　海途 なかやまかいと 男 小学5年 成田市立向台小

DNS 311 高学年 上野　陸 あえのりく 男 小学6年 柏市立光ヶ丘小
DNS 318 高学年 下村 大翔 しもむら ひろと 男 TEAMレオタロウズ 小学6年 向小金小

304 高学年 石井　光星 いしいこうせい 男 小学5年 千葉市立桜木小
308 高学年 臼井 祐樹 うすい ゆうき 男 usuimasaru@u01.gate0 小学5年 千葉市立第三小

0:12:47 1 345 高学年 奥田 さわ おくだ さわ 女 アカデミートライアスロン 小学6年 神栖市須田小
0:13:03 2 342 高学年 大澤 侑愛 おおさわ ゆきな 女 TeamO 小学6年 みつわ台南小
0:13:30 3 343 高学年 稲田 真子 いなだ まこ 女 チームケンズジュニア 小学6年 桐朋学園小
0:13:46 4 331 高学年 小池　優媛 こいけゆえん 女 守谷ITCキッズ 小学5年 取手市立白山小
0:14:19 5 333 高学年 森作　春香 もりさくはるか 女 下稲吉ｸﾗﾌﾞ 小学5年 下稲吉小
0:14:22 6 340 高学年 鴨下　桃加 かもしたももか 女 小学6年 江戸川区立小松川第二小
0:14:39 7 338 高学年 奥田 みう おくだ みう 女 アカデミートライアスロン 小学5年 神栖市須田小
0:15:31 8 344 高学年 梅宮 愛実菜 うめみや えみな 女 無し 小学6年 印西市立いには野小
0:15:46 9 341 高学年 遠藤 瞳 エンドウ ヒトミ 女 アカデミートライアスロン 小学6年 旭市立琴田小
0:16:06 10 337 高学年 北野 優希 きたの ゆうき 女 小学5年 成田市立玉造小
0:16:21 11 346 高学年 齋藤 希弥 さいとう まや 女 宇都宮ブレイブ村上塾 小学6年 宇都宮市立戸祭小
0:17:11 12 336 高学年 白土 亜美 しらと あみ 女 小学5年 成田市立向台小
0:18:03 13 332 高学年 森　菜摘 もりなつみ 女 小学5年
0:19:50 14 335 高学年 宮田 麻衣 みやた まい 女 小学5年 成田市立平成小

334 高学年 徳村 朋花 とくむら ともか 女 小学5年 中台小
339 高学年 稲 有紗 いね ありさ 女 小学5年 東京学芸大学附属大泉小

0:11:19 1 402 ｼﾞｭﾆｱ 佐々木　大輔 ささきだいすけ 男 Swacchi 中学1年 柏市立中原中
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総合タイム 総合順位 No. ｶﾃｺﾞﾘ 名前 フリガナ 性別 所属クラブ 学年 学校名
0:11:22 2 404 ｼﾞｭﾆｱ 安松 青葉 やすまつ あおば 男 千葉ブレイブ安藤塾 中学1年 神栖市立神栖第3中
0:12:16 3 405 ｼﾞｭﾆｱ 髙根　大輝 たかねひろき 男 WAVES junior 中学2年 波崎三中
0:13:13 4 409 ｼﾞｭﾆｱ 藤井 凌 ふじい りょう 男 ULTRA SOUL 中学3年 東村山2中
0:13:39 5 408 ｼﾞｭﾆｱ 小池　優巴 こいけゆうは 男 守谷ITCキッズ 中学3年 取手市立第一中
0:13:53 6 403 ｼﾞｭﾆｱ 平谷 隼 ひらや しゅん 男 千葉ブレイブ安藤塾 中学1年 旭市立海上中
0:14:22 7 407 ｼﾞｭﾆｱ 松野 峻也 まつの しゅんや 男 中学2年 成田市立中台中

401 ｼﾞｭﾆｱ 島村　浩平 しまむらこうへい 男 中学1年 大野中
406 ｼﾞｭﾆｱ 増田 大祐 マスダ ダイスケ 男 アカデミートライアスロン 中学2年 旭市立第2中

0:12:18 1 410 ｼﾞｭﾆｱ 黒川 明日香 くろかわ あすか 女 中学1年 柏市立中原中
0:12:55 2 412 ｼﾞｭﾆｱ 稲木 優 いなき ゆう 女 中学2年 中台中
0:15:15 3 411 ｼﾞｭﾆｱ 村岡　優美 むらおかゆうみ 女 鹿嶋鉄人会 中学2年 大野中
0:28:10 1 15 一般 下村 学 しもむら まなぶ 男 TEAMレオタロウズ
0:29:16 2 3 一般 井出　政志 いでまさし 男 ﾁｰﾑ村雨橋
0:29:29 3 13 一般 星 秀明 ほし ひであき 男
0:29:35 4 19 一般 松田 光弘 まつた みつひろ 男
0:30:19 5 36 一般 高根 理毅 タカネ マサキ 男 Waves
0:30:26 6 25 一般 古賀 隆一 こが りゅういち 男
0:31:00 7 40 一般 太田 裕一 おおた ゆういち 男
0:31:01 8 30 一般 丸 寛史 まる ひろし 男 浦安タモリC
0:31:06 9 37 一般 本多 普佐志 ほんだ ふさし 男 クー!
0:31:11 10 12 一般 川永 大輔 かわなが だいすけ 男
0:31:18 11 4 一般 田中　潤一 たなかじゅんいち 男
0:31:54 12 5 一般 津端　佳介 つばたけいすけ 男
0:32:44 13 29 一般 石塚 和宏 イシヅカ カズヒロ 男
0:33:37 14 11 一般 ｵﾚｯｸﾞ　ﾍﾟｲｸﾘｼｭﾄﾞﾘ 男
0:33:45 15 23 一般 奥田 弘志 オクダ ヒロシ 男 千葉ブレイブ
0:34:07 16 9 一般 松本　裕紀 まつもとひろのり 男 ﾄﾗｲｶﾞﾙｽﾞ
0:34:23 17 35 一般 田守 潤 たもり じゅん 男 浦安タモリC
0:34:47 18 45 一般 藤井 浩一 ふじい こういち 男 ULTRA SOUL
0:35:06 19 22 一般 荻原 巌 おぎはら いわお 男
0:35:15 20 39 一般 田崎 富士夫 たざき ふじお 男
0:35:46 21 44 一般 秋山 宏人 あきやま ひろと 男
0:35:56 22 18 一般 大木 克彦 おおき かつひこ 男
0:36:03 23 17 一般 清野 昌芳 せいの まさよし 男 松戸トライアスロンクラブ
0:36:07 24 38 一般 平嶺 秀樹 ひらみね ひでき 男
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『成田キッズュニアトライアスロン、エクストラアクアスロン大会』総合結果 2010/7/24

総合タイム 総合順位 No. ｶﾃｺﾞﾘ 名前 フリガナ 性別 所属クラブ 学年 学校名
0:36:19 25 43 一般 渡邊 建和 わたなべ けんわ 男
0:36:33 26 41 一般 阿部 厚司 あべ あつし 男
0:39:13 27 1 一般 稲村　茂 いなむらしげる 男
0:40:11 28 21 一般 増田 義和 マスダ ヨシカズ 男 アカデミートライアスロン
0:41:53 29 6 一般 外田　正成 そとだまさしげ 男
0:43:16 30 28 一般 田邉 勝志 たなべ かつし 男 浦安タモリC
0:43:34 31 31 一般 前田 弘 まえだ ひろし 男 浦安タモリC
0:43:45 32 10 一般 板垣　勉 いたがきつとむ 男
0:43:53 33 26 一般 篠塚 昌 シノツカ アキラ 男 T-REX
0:46:23 34 14 一般 樫尾 直紀 かしお なおき 男
0:48:11 35 33 一般 三田 靖徳 みた やすのり 男
0:49:00 36 20 一般 押尾 正一 オシオ マサカズ 男 イトマン千葉
0:50:34 37 7 一般 小野　崇 おのたかし 男
0:51:33 38 27 一般 石塚 和弘 イシヅカ カズヒロ 男

2 一般 上野　宏彰 うえのひろあき 男
8 一般 山本　真一 やまもとしんいち 男 松戸駐屯地ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

16 一般 松井 聡 まつい さとし 男 マラソン完走クラブ
32 一般 中村 今人 なかむら いま 男 putiton
34 一般 小林 雄志 コバヤシ ユウジ 男 ハイソックス
42 一般 稲 寛彰 いね ひろあき 男

0:29:40 1 53 一般 加瀬 恵美 かせ えみ 女 アカデミートライアスロン
0:32:49 2 47 一般 宇佐美　桜 うさみさくら 女
0:36:43 3 46 一般 松野　智子 まつのともこ 女 まっちゃんF
0:36:58 4 49 一般 武井 朋美 たけい ともみ 女
0:38:08 5 51 一般 森下 知子 モリシタ トモコ 女 千葉ブレイブ安藤塾
0:39:06 6 24 一般 奥田 美和 オクダ ミワ 女 千葉ブレイブ
0:39:27 7 50 一般 和泉 憂 イズミ ユウ 女 アカデミートライアスロン
0:41:57 8 52 一般 東 靖代 あずま やすよ 女 アカデミートライアスロン
0:43:06 9 54 一般 千本松 宏子 せんぼんまつ ひろこ 女 アカデミートライアスロン
0:43:40 10 55 一般 三浦 亜紀 みうら あき 女
0:52:39 11 56 一般 田守 陽子 たもり ようこ 女 浦安タモリクラブ

57 一般 石川 真紀子 いしかわ まきこ 女
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