
『第２回　ビギナーズトライアスロンin日産スタジアム』スタートリスト

ｽﾀｰﾄ時刻目安 種目 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い
11:00:00 高校生 1 穂坂 修基 ほさか もとき 男 16 高校2年 横浜市
11:00:10 高校生 2 和田 京介 わだ きょうすけ 男 16 高校2年 横浜市
11:00:20 高校生 3 渡邉 顕 わたなべ あきら 男 16 高校2年 南足柄市
11:00:30 高校生 4 小倉 健太郎 おぐら けんたろう 男 17 高校2年 横浜市
11:00:40 一般 5 小松崎 駿 コマツザキ シュン 男 22 東京都
11:00:50 一般 6 安達 翔一 あだち しょういち 男 25 横浜市
11:01:00 一般 7 高橋 善郎 タカハシ ヨシロウ 男 25 川崎市
11:01:10 一般 8 松野 慎太郎 まつの しんたろう 男 27 東京都
11:01:20 一般 9 近藤 和樹 コンドウ カズキ 男 27 東京都
11:01:30 一般 10 布施 隆文 ふせ たかふみ 男 28 東京都
11:01:40 一般 11 牧 聖也 まき せいや 男 28 東京都
11:01:50 一般 12 森田 祐史 もりた ゆうし 男 29 千葉県
11:02:00 一般 13 越光 健一 こしみつ けんいち 男 30 秦野市
11:02:10 一般 14 田川 亮一 たがわ りょういち 男 30 東京都
11:02:20 一般 15 岩崎 健一郎 いわさき けんいちろう 男 30 埼玉県
11:02:30 一般 16 伊藤 義隆 いとう よしたか 男 32 横浜市
11:02:40 一般 17 大古 時正 おおご ときまさ 男 33 千葉県
11:02:50 一般 18 中嶋 出 なかしま いずる 男 33 横浜市
11:03:00 一般 19 鈴木 直之 すずき なおゆき 男 33 東京都
11:03:10 一般 20 吉村 真吾 ヨシムラ  シンゴ 男 33 東京都
11:03:20 一般 21 小野 篤 おの あつし 男 34 川崎市
11:03:30 一般 22 鈴木 将利 すずき まさとし 男 34 大和市
11:03:40 一般 23 彌勒寺 寛之 みろくじ ひろゆき 男 34 栃木県
11:03:50 一般 24 山口 登 やまぐち のぼる 男 35 横浜市
11:04:00 一般 25 寺戸 陽洋 てらと あきひろ 男 35 横浜市
11:04:10 一般 26 猿渡 雅宏 さわたり まさひろ 男 35 海老名市
11:04:20 一般 27 三神 信太郎 みかみ しんたろう 男 36 東京都
11:04:30 一般 28 滝沢 卓也 タキザワ タクヤ 男 36 川崎市
11:04:40 一般 29 青木 康武 アオキ ヤスタケ 男 36 横浜市
11:04:50 一般 30 石田 顕教 いしだ あきのり 男 36 横浜市
11:05:00 一般 31 山田 拓也 やまだ たくや 男 36 東京都
11:05:10 一般 32 大澤 拓児 おおさわ たくじ 男 36 茨城県
11:05:20 一般 33 青野 豪 あおの ごう 男 37 東京都
11:05:30 一般 34 小島 隆弘 こじま たかひろ 男 37 川崎市
11:05:40 一般 35 桐生 泰裕 きりゅう やすひろ 男 37 東京都
11:05:50 一般 36 田口 博基 たぐち ひろもと 男 39 横浜市
11:06:00 一般 37 石山 剛 いしやま つよし 男 39 横浜市11:06:00 一般 37 石山 剛 いしやま つよし 男 39 横浜市
11:06:10 一般 38 伊野 敦士 いの あつし 男 39 横浜市
11:06:20 一般 39 松田 慎一朗 マツダ シンイチロウ 男 39 横浜市
11:06:30 一般 40 銅崎 貴士 ドウザキ タカシ 男 40 東京都
11:06:40 一般 41 佐藤 敏也 さとう としなり 男 40 千葉県
11:06:50 一般 42 宮田 章二 みやた しょうじ 男 40 東京都
11:07:00 一般 43 安達 省泰 あだち よしひろ 男 41 横浜市
11:07:10 一般 44 神保 隆行 じんぼ たかゆき 男 41 横浜市
11:07:20 一般 45 藤田 欧馬 ふじた おおま 男 41 横浜市
11:07:30 一般 46 長谷川 尚志 はせがわ ひさし 男 41 横浜市
11:07:40 一般 47 伊藤 克明 いとう かつあき 男 41 東京都
11:07:50 一般 48 岡崎 智 おかざき さとし 男 41 大阪府
11:08:00 一般 49 田村 亘 たむら わたる 男 41 横浜市
11:08:10 一般 50 横田 正久 よこた まさひさ 男 42 東京都
11:08:20 一般 51 萩原 茂 はぎわら しげる 男 42 横浜市
11:08:30 一般 52 藤浦 大輔 ふじうら だいすけ 男 42 東京都
11:08:40 一般 53 佐藤 慎祐 さとう しんすけ 男 42 藤沢市
11:08:50 一般 54 黒川 光輝 くろかわ みつてる 男 43 東京都
11:09:00 一般 55 海東 宏明 かいとう ひろあき 男 43 埼玉県
11:09:10 一般 56 中嶋 寛 なかじま ひろし 男 43 横浜市
11:09:20 一般 57 馬目 慶二郎 マノメ ケイジロウ 男 43 横浜市
11:09:30 一般 58 山下 慎司 やました しんじ 男 43 綾瀬市
11:09:40 一般 59 石川 喜規 いしかわ よしのり 男 43 東京都
11:09:50 一般 60 木村 伸弘 きむら のぶひろ 男 43 厚木市
11:10:00 一般 61 松尾 将弘 まつお まさひろ 男 43 千葉県
11:10:10 一般 62 白井 友次 しらい ゆうじ 男 43 川崎市
11:10:20 一般 63 開発 友寛 かいはつ ともひろ 男 43 長野県
11:10:30 一般 64 古塩 英之 こしお ひでゆき 男 44 埼玉県
11:10:40 一般 65 山ノ内 進介 やまのうち しんすけ 男 44 座間市
11:10:50 一般 66 塩沢 幸司 しおざわ こうじ 男 45 川崎市
11:11:00 一般 67 善長 庄一郎 ぜんちょう しょういちろうう 男 45 千葉県
11:11:10 一般 68 北原 慎士 きたはら しんじ 男 45 横浜市
11:11:20 一般 69 纐纈 仁 こうけつ ひとし 男 45 東京都
11:11:30 一般 70 森田 正人 もりた まさと 男 46 川崎市
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11:30:00 一般 71 川崎 茂 かわさき しげる 男 46 鎌倉市
11:30:10 一般 72 藤牧 武之 ふじまき たけゆき 男 46 横浜市
11:30:20 一般 73 南雲 岳彦 なぐも たけひこ 男 47 横浜市
11:30:30 一般 74 大根 純 おおね じゅん 男 47 川崎市
11:30:40 一般 75 齋藤 真司 さいとう しんじ 男 47 横浜市
11:30:50 一般 76 平出 善男 ひらいで よしお 男 48 藤沢市
11:31:00 一般 77 入江 丈元 いりえ じょうげん 男 48 藤沢市
11:31:10 一般 78 中田 善康 なかだ よしやす 男 48 横浜市
11:31:20 一般 79 後藤 元信 ごとう もとのぶ 男 49 茅ヶ崎市
11:31:30 一般 80 大澤 薫 おおさわ かおる 男 49 川崎市
11:31:40 一般 81 宮崎 友孝 みやざき ともたか 男 49 川崎市
11:31:50 一般 82 久森 寧 ひさもり やすし 男 49 茨城県
11:32:00 一般 83 稲葉 昌広 いなば まさひろ 男 49 静岡県
11:32:10 一般 84 和田 喜代志 わだ きよし 男 49 横浜市
11:32:20 一般 85 齋藤 弘道 サイトウ ヒロミチ 男 50 相模原市
11:32:30 一般 86 酒井 東吾 さかい とうご 男 50 東京都
11:32:40 一般 87 駒田 寿浩 こまた としひろ 男 50 埼玉県
11:32:50 一般 88 本多 隆一 ほんだ りゅういち 男 50 横浜市
11:33:00 一般 89 上田 英二 うえだ えいじ 男 50 茨城県
11:33:10 一般 90 須田 知身 すだ ともみ 男 50 群馬県
11:33:20 一般 91 浅井 孝夫 あさい たかお 男 51 横浜市
11:33:30 一般 92 太田 久士 おおた ひさし 男 51 横浜市
11:33:40 一般 93 天野 博哉 あまの ひろや 男 51 厚木市
11:33:50 一般 94 重松 史孝 しげまつ ふみたか 男 52 相模原市
11:34:00 一般 95 西野 浩 にしの ひろし 男 52 東京都
11:34:10 一般 96 丹 敏裕 たん としひろ 男 53 横浜市
11:34:20 一般 97 服部 憲治 はっとり けんじ 男 54 横浜市
11:34:30 一般 98 森 信幸 もり のぶゆき 男 55 茅ヶ崎市
11:34:40 一般 99 中嶋 智紀 なかしま とものり 男 56 鳥取県
11:34:50 一般 100 とみた まさあき トミタ マサアキ 男 57 横浜市
11:35:00 一般 101 清水 邦彦 しみず くにひこ 男 58 東京都
11:35:10 一般 102 西股 健一 にしまた けんいち 男 58 茨城県
11:35:20 一般 103 内藤 孝道 ないとう たかみち 男 65 横浜市
11:35:30 一般 104 荒木 彰一 あらき しょういち 男 65 横浜市
11:35:40 一般 105 藤山 昭和 ふじやま てるかず 男 74 伊勢原市
11:35:50 一般 106 中内 晴香 なかうち はるか 女 19 横浜市
11:36:00 一般 107 陰山 望都 かげやま もと 女 26 東京都11:36:00 一般 107 陰山 望都 かげやま もと 女 26 東京都
11:36:10 一般 108 横田 香織 よこた かおり 女 29 東京都
11:36:20 一般 109 柴崎 亜希子 しばざき あきこ 女 35 埼玉県
11:36:30 一般 110 廣瀬 博子 ひろせ ひろこ 女 37 横浜市
11:36:40 一般 111 古本 いずみ ふるもと いずみ 女 38 横浜市
11:36:50 一般 112 近藤 知佳子 こんどう ちかこ 女 39 横浜市
11:37:00 一般 113 川崎 由香 かわさき ゆか 女 40 鎌倉市
11:37:10 一般 114 柴井 あかね しばい あかね 女 40 茅ヶ崎市
11:37:20 一般 115 千頭 りさ子 ちかみ りさこ 女 40 横浜市
11:37:30 一般 116 大矢 奈津子 おおや なつこ 女 41 藤沢市
11:37:40 一般 117 久森 由紀子 ひさもり ゆきこ 女 42 茨城県
11:37:50 一般 118 和田 恵 わだ めぐみ 女 43 東京都
11:38:00 一般 119 浦野 万里子 うらの まりこ 女 43 川崎市
11:38:10 一般 120 平松 詩子 ひらまつ うたこ 女 44 横須賀市
11:38:20 一般 121 今井 順子 いまい じゅんこ 女 44 東京都
11:38:30 一般 122 齋藤 香代子 さいとう かよこ 女 45 横浜市
11:38:40 一般 123 田島 豊子 たじま とよこ 女 47 東京都
11:38:50 一般 124 重松 美智子 しげまつ みちこ 女 51 相模原市
11:39:00 一般 125 天野 準子 あまの じゅんこ 女 51 厚木市
11:39:10 一般 126 鈴木 えり香 スズキ エリカ 女 53 相模原市
11:39:20 一般 127 高谷 記子 たかたに のりこ 女 56 横浜市
11:39:30 一般 128 中島 明美 なかじま あけみ 女 58 横浜市
10:00:00 中学生 201 山口 凌 やまぐち りょう 男 12 中学1年 二宮町
10:00:10 中学生 202 横田 慶人 よこた けいと 男 12 中学1年 東京都
10:00:20 中学生 203 稲延 夢元 いなのべ むげん 男 12 中学1年 栃木県
10:00:30 中学生 204 黒川 由宇 くろかわ ゆう 男 13 中学1年 東京都
10:00:40 中学生 205 大武 健剛 オオタケ ケンゴウ 男 13 中学2年 横浜市
10:00:50 中学生 206 タカク チヒロ 男 13 中学2年 栃木県
10:01:00 中学生 207 千頭 遼太郎 ちかみ りょうたろう 男 13 中学2年 横浜市
10:01:10 中学生 208 高木 颯 たかぎ そう 男 13 中学2年 厚木市
10:01:20 中学生 209 山田 悠太 やまだ まさのり 男 15 中学3年 横浜市
10:01:30 中学生 210 原田 有彩 はらだ ありさ 女 12 中学1年 横浜市
10:01:40 中学生 211 戸井田 未来 といだ みく 女 13 中学1年 横浜市
10:01:50 中学生 212 脇 泳美 わき えいみ 女 13 中学1年 横須賀市
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10:02:00 中学生 213 太郎田 水桜 たろうだ みお 女 13 中学2年 東京都
10:02:10 中学生 214 小路 向日葵 しょうじ ひまわり 女 13 中学2年 厚木市
10:02:20 中学生 215 齋藤 真来 さいとう まき 女 13 中学2年 横浜市
10:02:30 中学生 216 天野 飛鳥 あまの あすか 女 14 中学2年 厚木市
9:45:00 キッズ(高学年) 301 川端 啓聖 カワバタ ケイショウ 男 9 小学4年 茅ヶ崎市
9:45:10 キッズ(高学年) 302 黒川 航宇 くろかわ こう 男 9 小学4年 東京都
9:45:20 キッズ(高学年) 303 山崎 一吹 やまざき いぶき 男 9 小学4年 栃木県
9:45:30 キッズ(高学年) 304 太田 遥斗 おおた はると 男 9 小学4年 川崎市
9:45:40 キッズ(高学年) 305 大室 杏夢 おおむろ あむ 男 9 小学4年 埼玉県
9:45:50 キッズ(高学年) 306 古屋 翼 フルヤ ツバサ 男 9 小学4年 横浜市
9:46:00 キッズ(高学年) 307 小川 昂星 おがわ こうせい 男 9 小学4年 横浜市
9:46:10 キッズ(高学年) 308 大上 涼太 おおうえ りょうた 男 9 小学4年 横浜市
9:46:20 キッズ(高学年) 309 タカク マナヤ 男 9 小学4年 栃木県
9:46:30 キッズ(高学年) 310 小林 海斗 こばやし かいと 男 9 小学4年 埼玉県
9:46:40 キッズ(高学年) 311 石原 大聖 いしはら たいせい 男 9 小学4年 平塚市
9:46:50 キッズ(高学年) 312 東明 篤輝 しのあき あつき 男 10 小学4年 横浜市
9:47:00 キッズ(高学年) 313 藤田 壮馬 ふじた そうま 男 10 小学4年 横浜市
9:47:10 キッズ(高学年) 314 谷本 智史 タニモト サトシ 男 10 小学4年 横浜市
9:47:20 キッズ(高学年) 315 渡邊 大希 ワタナベ ダイキ 男 10 小学4年 横浜市
9:47:30 キッズ(高学年) 316 竜野 凌 たつの りょう 男 10 小学4年 横浜市
9:47:40 キッズ(高学年) 317 関口 瑠天 せきぐち りゅうしん 男 10 小学4年 横浜市
9:47:50 キッズ(高学年) 318 橘 颯太 たちばな そうた 男 10 小学4年 横浜市
9:48:00 キッズ(高学年) 319 藤澤 遥 ふじさわ はるか 女 9 小学4年 埼玉県
9:48:10 キッズ(高学年) 320 高 愛里奈 たか えりな 女 9 小学4年 横浜市
9:48:20 キッズ(高学年) 321 高部 穂波 たかべ ほなみ 女 9 小学4年 静岡県
9:48:30 キッズ(高学年) 322 大矢 奈宝 おおや なほ 女 9 小学4年 藤沢市
9:48:40 キッズ(高学年) 323 島崎 茉央 しまざき まお 女 9 小学4年 東京都
9:48:50 キッズ(高学年) 324 山口 カリナ小百合 やまぐち かりなさゆり 女 10 小学4年 茅ヶ崎市
9:49:00 キッズ(高学年) 325 大澤 英治 オオサワ エイジ 男 10 小学5年 川崎市
9:49:10 キッズ(高学年) 326 今井 勝海 いまい かつみ 男 10 小学5年 東京都
9:49:20 キッズ(高学年) 327 今井 龍海 いまい たつみ 男 10 小学5年 東京都
9:49:30 キッズ(高学年) 328 大谷 太朗 おおたに たろう 男 10 小学5年 横浜市
9:49:40 キッズ(高学年) 329 古永 涼 ふるなが りょう 男 10 小学5年 横浜市
9:49:50 キッズ(高学年) 330 荒井 優吾 あらい ゆうご 男 10 小学5年 横浜市
9:50:00 キッズ(高学年) 331 尾崎 耕成 おざき こうせい 男 10 小学5年 横浜市
9:50:10 キッズ(高学年) 332 黒川 遼宇 くろかわ りょう 男 11 小学5年 東京都
9:50:20 キッズ(高学年) 333 城平 堅翔 じょうひら けんと 男 11 小学5年 横浜市9:50:20 キッズ(高学年) 333 城平 堅翔 じょうひら けんと 男 11 小学5年 横浜市
9:50:30 キッズ(高学年) 334 頗羅墮 海凪 はらだ うみな 女 10 小学5年 横浜市
9:50:40 キッズ(高学年) 335 親松 美咲 おやまつ みさき 女 10 小学5年 横浜市
9:50:50 キッズ(高学年) 336 菅野 渚 かんの なぎさ 女 10 小学5年 藤沢市
9:51:00 キッズ(高学年) 337 高部 春菜 たかべ はるな 女 11 小学5年 静岡県
9:51:10 キッズ(高学年) 338 遊佐 海希 ゆさ みき 女 11 小学5年 福島県
9:51:20 キッズ(高学年) 339 松岡 蒼透 まつおか あおと 男 11 小学6年 東京都
9:51:30 キッズ(高学年) 340 大浦 賢士郎 おおうら けんしろう 男 11 小学6年 横浜市
9:51:40 キッズ(高学年) 341 前田 悠士郎 マエダ ユウシロウ 男 11 小学6年 横浜市
9:51:50 キッズ(高学年) 342 本木 颯人 もとき はやと 男 11 小学6年 埼玉県
9:52:00 キッズ(高学年) 343 鈴木 大翔 すずき たいと 男 11 小学6年 川崎市
9:52:10 キッズ(高学年) 344 宮木 貴由樹 みやき たかゆき 男 11 小学6年 栃木県
9:52:20 キッズ(高学年) 345 山田 爽太 やまだ そうた 男 12 小学6年 横浜市
9:52:30 キッズ(高学年) 346 廣瀬 由乃 ひろせ よしの 女 11 小学6年 横浜市
9:52:40 キッズ(高学年) 347 川崎 梨紗 かわさき りさ 女 11 小学6年 鎌倉市
9:52:50 キッズ(高学年) 348 廣岡 萌菜 ひろおか めな 女 11 小学6年 長野県
9:53:00 キッズ(高学年) 349 笹岡 亜耶乃 ささおか あやの 女 12 小学6年 相模原市
9:53:10 キッズ(高学年) 350 太田 風那 おおた ふうな 女 12 小学6年 相模原市
9:30:00 キッズ(低学年) 401 石渡 大貴 いしわた ひろき 男 6 小学1年 横須賀市
9:30:10 キッズ(低学年) 402 横田 志恩 よこた しおん 男 6 小学1年 東京都
9:30:20 キッズ(低学年) 403 森下 大基 もりした だいき 男 6 小学1年 東京都
9:30:30 キッズ(低学年) 404 多田 典允 ただ のりちか 男 6 小学1年 横浜市
9:30:40 キッズ(低学年) 405 藤平 寛己 ふじひら ひろき 男 7 小学1年 東京都
9:30:50 キッズ(低学年) 406 堀内 翔太 ほりうち しょうた 男 7 小学1年 東京都
9:31:00 キッズ(低学年) 407 池野 叶真 いけの とうま 男 7 小学1年 大和市
9:31:10 キッズ(低学年) 408 廣瀬 健吾 ひろせ けんご 男 7 小学2年 横浜市
9:31:20 キッズ(低学年) 409 岩原 司龍 いわはら しりゅう 男 7 小学2年 東京都
9:31:30 キッズ(低学年) 410 池田 隼矢 いけだ しゅんや 男 7 小学2年 横浜市
9:31:40 キッズ(低学年) 411 湯口 竜迅 ゆぐち りゅうじん 男 7 小学2年 横浜市
9:31:50 キッズ(低学年) 412 平井 康基 ひらい こうき 男 7 小学2年 平塚市
9:32:00 キッズ(低学年) 413 蓮沼 大遥 はすぬま たいよう 男 7 小学2年 横浜市
9:32:10 キッズ(低学年) 414 佐藤 大地 さとう だいち」 男 7 小学2年 横浜市
9:32:20 キッズ(低学年) 415 清水 音弥 シミズ オトヤ 男 7 小学2年 横浜市
9:32:30 キッズ(低学年) 416 石渡 一貴 いしわた かずき 男 8 小学2年 横須賀市
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9:32:40 キッズ(低学年) 417 酒井 脩平 さかい しゅうへい 男 8 小学2年 横浜市
9:32:50 キッズ(低学年) 418 大浦 貫太郎 おおうら かんたろう 男 8 小学2年 横浜市
9:33:00 キッズ(低学年) 419 山口 乃菜 やまぐち のな 女 7 小学2年 横浜市
9:33:10 キッズ(低学年) 420 樋口 瑠華 ひぐち るか 女 7 小学2年 相模原市
9:33:20 キッズ(低学年) 421 吉原 七海 よしはら ななみ 女 8 小学2年 横浜市
9:33:30 キッズ(低学年) 422 親松 遥 おやまつ はるか 女 8 小学2年 横浜市
9:33:40 キッズ(低学年) 423 廣岡 幹樹 ひろおか もとき 男 8 小学3年 横浜市
9:33:50 キッズ(低学年) 424 森本 空志 もりもと たかし 男 8 小学3年 二宮町
9:34:00 キッズ(低学年) 425 浅沼 優人 あさぬま ゆうと 男 8 小学3年 横浜市
9:34:10 キッズ(低学年) 426 新谷 啓 にいや はじめ 男 8 小学3年 海老名市
9:34:20 キッズ(低学年) 427 本木 蔵人 もとき くらうど 男 8 小学3年 埼玉県
9:34:30 キッズ(低学年) 428 加藤 康太 かとう こうた 男 8 小学3年 川崎市
9:34:40 キッズ(低学年) 429 田村 寅大 たむら とらお 男 8 小学3年 横浜市
9:34:50 キッズ(低学年) 430 須田 晃介 すだ こうすけ 男 8 小学3年 群馬県
9:35:00 キッズ(低学年) 431 齊藤 類 さいとう るい 男 9 小学3年 東京都
9:35:10 キッズ(低学年) 432 森田 幸史郎 もりた こうしろう 男 9 小学3年 山梨県
9:35:20 キッズ(低学年) 433 多田 諒典 ただ りょうてん 男 9 小学3年 横浜市
9:35:30 キッズ(低学年) 434 北原 怜奈 きたはら れな 女 8 小学3年 横浜市
9:35:40 キッズ(低学年) 435 原田 莉圭 はらだ りか 女 8 小学3年 横浜市
9:35:50 キッズ(低学年) 436 遊佐 千遥 ゆさ ちはる 女 8 小学3年 福島県
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