
『第15回成田ｷｯｽﾞﾞｭﾆｱトライアスロン大会　第12回ｴｸｽﾄﾗｱｸｱｽﾛﾝ大会』総合結果 2016/7/23

低学年男子
順位 No 記録 氏名 ｶﾅ 学年 お住まい

1 122  0:10:51 諸持　一光 もろもちかずき 小学2年 旭市
2 127  0:11:12 斉藤 優斗 さいとう ゆうと 小学2年 神奈川県
3 135  0:11:13 高橋 幹斗 たかはし みきと 小学2年 千葉県
4 141  0:11:36 立田　優寿 たつたひろとし 小学2年 佐倉市
5 130  0:11:37 千葉 優樹 チバ ヒロキ 小学2年 市川市
6 131  0:12:00 小俣 直也 おまた なおや 小学2年 我孫子市
7 112  0:12:06 河上 達也 かわかみ たつや 小学2年 東京都
8 123  0:12:11 尤 天翔 ゆう たかと 小学2年 千葉市
9 109  0:12:29 大久保 柾 おおくぼ まさき 小学1年 埼玉県

10 106  0:12:39 石原 優斗 いしはら ゆうと 小学1年 成田市
11 111  0:12:44 富樫 寿俐 とがし じゅり 小学2年 松戸市
12 119  0:13:01 田中　伶 たなかれい 小学2年 山梨県
13 132  0:13:04 古屋 颯太 ふるや そうた 小学2年 流山市
14 133  0:13:04 北出 公紀 きたで まさき 小学2年 埼玉県
15 116  0:13:31 笠野 蒼翔 かさの あおと 小学2年 木更津市
16 138  0:13:33 佐藤　壮 さとうそう 小学2年 成田市
17 102  0:13:34 渡辺 憲伸 わたなべ けんしん 小学1年 木更津市
18 115  0:13:46 田口 裕也 たぐち ゆうや 小学2年 成田市
19 129  0:13:49 内田 宇 うちだ たか 小学2年 成田市
20 118  0:13:53 坂元 恒陽 さかもと こうよう 小学2年 神奈川県
21 113  0:13:54 岩切　志樹 いわきりもとき 小学2年 木更津市
22 136  0:13:54 田辺　誠 たなべまこと 小学2年 市川市
23 121  0:14:13 中田 岬希 なかた こうき 小学2年 千葉市
24 137  0:14:15 堀江 壮獅 ほりえ そうし 小学2年 成田市
25 120  0:14:21 田中 珠羽 たなか しゅう 小学2年 神奈川県
26 107  0:14:26 濱道 琉太 ハマミチ リュウタ 小学1年 千葉市
27 104  0:14:26 和泉 群 いずみ  ぐん 小学1年 酒々井町
28 103  0:14:38 川口 櫻太 かわぐち おうた 小学1年 埼玉県
29 134  0:14:49 田守 蒼太 たもり そうた 小学2年 浦安市
30 128  0:14:52 堀越 尊 ほりこし たける 小学2年 成田市
31 108  0:14:53 飯田 徹志 いいだ てつじ 小学1年 成田市
32 110  0:14:54 山本 功貴 やまもと こうき 小学1年 八千代市
33 117  0:15:08 伊藤 瑞希 いとう みずき 小学2年 成田市
34 126  0:15:12 大岩 恒平 おおいわ こうへい 小学2年 市原市
35 140  0:15:41 露嵜 伸之輔 つゆざき しんのすけ 小学2年 木更津市
36 105  0:15:41 三上 泰生 みかみ たいせい 小学1年 木更津市
37 114  0:15:44 渡辺 陽翔 わたなべ ひなと 小学2年 香取市
38 139  0:15:55 平野 晴桜 ひらの せお 小学2年 香取市
39 125  0:16:34 石井　漣 いしいれん 小学2年 東庄町
40 101  0:19:51 青柳　由羅 あおやぎゆら 小学1年 神奈川県

低学年女子
順位 No 記録 氏名 ｶﾅ 学年 お住まい

1 156  0:11:16 青柳 沙弥花 あおやぎ さやか 小学2年 旭市
2 158  0:11:33 横倉 つぼみ よこくら つぼみ 小学2年 茨城県
3 161  0:12:44 加瀬　夢菜 かせゆめな 小学2年 旭市
4 159  0:12:45 小林　真穂 こばやしまほ 小学2年 柏市
5 163  0:13:31 影山 みあ かげやま みあ 小学2年 浦安市
6 162  0:13:41 影山 ゆあ かげやま ゆあ 小学2年 浦安市
7 160  0:13:59 平田　瑞穂 ひらたみずほ 小学2年 神奈川県
8 164  0:14:22 葛西　咲愛 かさいさくら 小学2年 印西市
9 157  0:14:22 三平 紗季 さんぺい さき 小学2年 袖ケ浦市

10 148  0:14:42 金山 心優 かなやま みゆ 小学1年 東京都
11 144  0:14:50 成田 伊吹 なりた いぶき 小学1年 東京都
12 154  0:14:51 田中 柚妃 たなか ゆき 小学2年 神奈川県
13 152  0:14:51 伊藤 珠希 いとう たまき 小学2年 成田市
14 145  0:14:55 古郡 怜奈 ふるごおり れな 小学1年 成田市
15 147  0:14:59 島田 沙奈 しまだ さな 小学1年 埼玉県
16 150  0:15:34 荒木　奏 あらきかなで 小学1年 柏市
17 151  0:15:39 渡辺 海璃 わたなべ かいり 小学2年 木更津市
18 146  0:15:48 島崎 菜央 しまざき なお 小学1年 東京都
19 155  0:15:59 長屋 水瀬 ながや みなせ 小学2年 成田市
20 153  0:16:01 田村 萌紗 たむら めいさ 小学2年 袖ケ浦市
21 149  0:17:51 葛西　純愛 かさいすみれ 小学1年 印西市
22 142  0:18:28 秋山　美咲 あきやまみさき 小学2年 成田市
23 143  0:19:12 トリーズ えいみ とりーず えいみ 小学1年 東京都
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中学年男子
順位 No 記録 氏名 ｶﾅ 学年 お住まい

1 240  0:10:18 齋藤 誓成 さいとう せな 小学4年 千葉市
2 234  0:10:19 伊東　文仁 いとうふみひと 小学4年 匝瑳市
3 221  0:10:52 加瀬　大翔 かせやまと 小学4年 旭市
4 201  0:10:58 田中　駿 たなかしゅん 小学3年 神奈川県
5 228  0:11:04 大久保 樹 おおくぼ いつき 小学4年 埼玉県
6 232  0:11:05 藤本 晃樹 ふじもと こうき 小学4年 袖ケ浦市
7 213  0:11:18 後藤 優周 ごとう まさちか 小学3年 埼玉県
8 242  0:11:22 佐々木 秀一郎 ささき しゅういちろ 小学4年 東金市
9 238  0:11:38 田中 昊太 たなか こうた 小学4年 埼玉県

10 236  0:11:44 高山 凌平 たかやま りょうへい 小学4年 市原市
11 208  0:11:50 石原 拓磨 いしはら たくま 小学3年 成田市
12 223  0:11:58 石井 峻拓 いしい としひろ 小学4年 成田市
13 211  0:11:59 川口 楓太 かわぐち ふうた 小学3年 埼玉県
14 210  0:12:01 佐藤 結希 さとう ゆうき 小学3年 神奈川県
15 207  0:12:37 森山 鉄平 もりやま てっぺい 小学3年 埼玉県
16 209  0:12:51 北村 麦 きたむら むぎ 小学3年 千葉市
17 222  0:12:53 小坂 飛翔 こさか しょう 小学4年 成田市
18 204  0:13:03 荒木　響和 あらきひより 小学3年 柏市
19 230  0:13:07 横堀 直希 よこぼり なおき 小学4年 神奈川県
20 241  0:13:08 鈴木 恵都 すずき けいと 小学4年 成田市
21 243  0:13:12 泉 寛人 イズミ ヒロト 小学4年 茨城県
22 220  0:13:29 金山 幸暉 かなやま こうき 小学3年 東京都
23 244  0:13:31 髙橋　武嗣 たかはしたけつぐ 小学4年 成田市
24 206  0:13:38 横川　渉 よこかわあゆむ 小学3年 東京都
25 218  0:13:44 早川　澄 はやかわとおる 小学3年 成田市
26 203  0:13:46 山田　拓実 やまだたくみ 小学3年 我孫子市
27 202  0:13:47 北原 慶士 きたはら けいと 小学3年 神奈川県
28 216  0:14:15 齋藤 翔太 さいとう しょうた 小学3年 成田市
29 205  0:14:28 鶴岡　霧月 つるおかむつき 小学3年 千葉市
30 227  0:14:30 海野 和憲 うみの かずのり 小学4年 千葉市
31 239  0:14:31 前川 裕人 まえがわ ゆうと 小学4年 東京都
32 237  0:14:32 堀江 虎徹 ほりえ こてつ 小学4年 成田市
33 215  0:14:33 鈴木 蒼埜 すずき そうや 小学3年 成田市
34 214  0:14:39 田村　祐人 たむらゆうと 小学3年 成田市
35 226  0:14:41 種岡 潤 たねおか じゅん 小学4年 成田市
36 224  0:14:51 影山 純也 かげやま じゅんや 小学4年 埼玉県
37 231  0:14:56 宮川 粋昇 みやがわ たけはる 小学4年 船橋市
38 217  0:15:10 大川原 快飛 おおかわら かいと 小学3年 柏市
39 219  0:15:21 中田 芳翔 なかた よしと 小学3年 成田市
40 229  0:17:20 小林 優馬 こばやし ゆうま 小学4年 茨城県

中学年女子
順位 No 記録 氏名 ｶﾅ 学年 お住まい

1 257  0:11:12 冨岡 蒼 とみおか あおい 小学4年 市川市
2 252  0:11:52 太刀川　彩葉 たちかわいろは 小学3年 佐倉市
3 247  0:12:09 山崎 心菜 やまざき ここな 小学3年 旭市
4 254  0:12:20 青柳 晴香 あおやぎ はるか 小学4年 旭市
5 245  0:12:21 並木 彩来 なみき さら 小学3年 茨城県
6 264  0:12:56 鴨志田 颯奈 かもしだ そうな 小学4年 柏市
7 253  0:13:12 谷 愛里 たに あいり 小学4年 八街市
8 246  0:13:17 山崎 幸里 やまざき さいり 小学3年 市川市
9 262  0:13:39 小川 海南 おがわ みなみ 小学4年 成田市

10 261  0:13:51 小池 紗葵 こいけ さき 小学4年 成田市
11 249  0:13:59 青木　涼歩 あおきすずほ 小学3年 成田市
12 263  0:14:06 島田 麻帆 しまだ まほ 小学4年 埼玉県
13 251  0:14:22 岸田　七海 きしだななみ 小学3年 成田市
14 248  0:14:26 中村 莉緒 なかむら りお 小学3年 成田市
15 258  0:14:40 伊藤 日菜子 いとう ひなこ 小学4年 市川市
16 256  0:14:42 内田 宙 うちだ そら 小学4年 成田市
17 265  0:15:12 松居　姫菜 まついひな 小学4年 成田市
18 250  0:15:29 網倉　久恵 あみくらひさえ 小学3年 東京都
19 260  0:15:40 椎名 とわ しいな とわ 小学4年 横芝光町
20 255  0:16:25 遠藤 李々 えんどう りり 小学4年 横芝光町
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高学年男子
順位 No 記録 氏名 ｶﾅ 学年 お住まい

1 318  0:12:19 大室 杏夢 おおむろ あむ 小学6年 埼玉県
2 325  0:12:39 奥山 楓也 おくやま ふうや 小学6年 市川市
3 322  0:13:39 小川　晃輝 おがわこうき 小学6年 八日市場市
4 323  0:14:01 鈴木 創万 すずき そうま 小学6年 東京都
5 308  0:14:03 本木 蔵人 もとき くらうど 小学5年 埼玉県
6 321  0:14:03 三上 颯太 みかみ そうた 小学6年 木更津市
7 313  0:14:05 牛田 晴心 うしだ せいしん 小学5年 茨城県
8 304  0:14:28 高橋 諒 たかはし りょう 小学5年 柏市
9 303  0:15:27 中條 樹 なかじょう いつき 小学5年 茨城県

10 302  0:15:33 行方　弘太朗 なめがたこうたろう 小学5年 銚子市
11 320  0:15:33 伊藤 大和 いとう やまと 小学6年 市川市
12 305  0:16:04 藤崎 太一 ふじさき たいち 小学5年 茨城県
13 301  0:16:09 下田　青葉 しもだあおば 小学5年 酒々井町
14 316  0:16:31 秋山　勇希 あきやまゆうき 小学5年 成田市
15 314  0:16:31 山合　廣輝 やまあいこうき 小学5年 酒々井町
16 317  0:17:13 小林　聖翔 こばやしまさと 小学6年 柏市
17 307  0:17:50 鶴岡　璃一 つるおかりいち 小学5年 千葉市
18 310  0:17:56 遠藤 幸多朗 エンドウ コウタロウ 小学5年 船橋市
19 315  0:18:05 土屋 拓斗 つちや たくと 小学5年 銚子市
20 311  0:18:10 田村 嘉一朗 たむら かいちろう 小学5年 茨城県
21 309  0:18:31 湊　廉太朗 もなとれんたろう 小学5年 成田市
22 306  0:19:40 寺田 基 てらだ はじめ 小学5年 成田市

高学年女子
順位 No 記録 氏名 ｶﾅ 学年 お住まい

1 337  0:13:10 田辺　夏凛 たなべかりん 小学6年 市川市
2 336  0:13:10 野島　みなみ のじまみなみ 小学6年 千葉市
3 332  0:13:57 後藤 舞桜 ごとう まお 小学6年 埼玉県
4 333  0:13:59 和泉 鈴 いずみ すず 小学6年 酒々井町
5 327  0:14:40 坂元 結衣 さかもと ゆい 小学5年 神奈川県
6 326  0:14:59 北原 怜奈 きたはら れな 小学5年 神奈川県
7 334  0:15:19 長谷川 秋 はせがわ しゅう 小学6年 南房総市
8 329  0:15:33 髙安　侑奈 たかやすゆうな 小学5年 佐原市
9 328  0:16:25 石原 麻稀 いしはら あさき 小学5年 佐倉市

10 335  0:20:01 小林 真綾 こばやし まあや 小学6年 茨城県
11 330  0:21:13 網倉　佐紀 あみくらさき 小学5年 東京都

ジュニア男子
順位 No 記録 氏名 ｶﾅ 学年 お住まい

1 402  0:15:37 本木 颯人 もとき はやと 中学2年 埼玉県
2 401  0:18:24 野島　慎ノ介 のじましんのすけ 中学2年 千葉市

ジュニア女子
順位 No 記録 氏名 ｶﾅ 学年 お住まい

1 404  0:19:21 湯浅 実音 ゆあさ みね 中学3年 東京都
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一般男子
順位 No 記録 氏名 ｶﾅ 学年 お住まい

1 15  0:26:01 衣笠 一喜 きぬがさ かずき 東京都
2 36  0:28:44 田村 嘉規 たむら よしのり 茨城県
3 35  0:28:49 竹内 豊 たけうち ゆたか 東京都
4 4  0:29:03 田中 徹 たなか とおる 神奈川県
5 1  0:30:22 田辺　順志 たなべじゅんじ 市川市
6 37  0:30:27 田中　裕樹 たなかひろき 神奈川県
7 5  0:30:36 田守 潤 たもり じゅん 浦安市
8 31  0:31:19 中嶋 出 なかしま いずる 神奈川県
9 2  0:31:56 高根 新悟 たかね しんご 旭市

10 10  0:32:14 影山 健二 かげやま けんじ 浦安市
11 39  0:32:21 前川 正弘 まえがわ まさひろ 東京都
12 9  0:32:23 丸 寛史 まる ひろし 市川市
13 38  0:32:31 高橋 義典 たかはし よしのり 柏市
14 18  0:32:36 坂本　周平 さかもとしゅうへい 市川市
15 44  0:32:53 岩瀬 和志 いわせ かずし 神奈川県
16 13  0:32:57 伊藤 洋平 いとう ようへい 市川市
17 26  0:33:41 白藤　大和 しらふじやまと 四街道市
18 45  0:33:44 佐々木　英治 ささきえいじ 東京都
19 3  0:33:48 並木 久幸 なみき ひさゆき 茨城県
20 7  0:33:49 石原 大地 いしはら だいち 成田市
21 43  0:33:53 井堀 裕馬 いほり ゆうま 八千代市
22 17  0:34:05 和泉 将樹 いずみ まさき 酒々井町
23 47  0:34:21 石井　智幸 いしいともゆき 東庄町
24 28  0:34:29 島尻　隆一 しまじりりゅういち 習志野市
25 46  0:37:14 増田 義和 ますだ よしかず 旭市
26 33  0:37:47 中村 利一 なかむら としかず 長生村
27 56  0:37:50 庭田　和之 にわたかずゆき 千葉市
28 20  0:39:05 宮嵜　登央 みやざきのりお 茂原市
29 41  0:39:28 Miranda Richard ﾐﾗﾝﾀﾞﾘﾁｬｰﾄﾞ 芝山町
30 14  0:39:42 寺澤 正行 てらさわ まさゆき 成田市
31 23  0:40:00 小澤　泰裕 おざわやすひろ 市川市
32 27  0:40:09 鈴木 雅一 すずきまさかず 八千代市
33 30  0:40:18 道井　貴正 みちいたかまさ 印西市
34 16  0:41:45 柳井 昭弘 やない あきひろ 習志野市
35 32  0:41:53 小俣 晴彦 おまた はるひこ 我孫子市
36 22  0:41:54 川田　卓矢 かわだたくや 長南町
37 8  0:42:27 笠野 貴司 かさの たかし 木更津市
38 6  0:42:46 藤本 淳 ふじもと じゅん 袖ケ浦市
39 42  0:43:22 伊藤 道成 いとう みちなり 印西市
40 12  0:44:56 関口 亮 せきぐち あきら 四街道市
41 19  0:45:50 長尾　健太 ながおけんた 船橋市
42 40  0:46:12 宇野 修 うの おさむ 白井市
43 24  0:46:21 伊藤　和矢 いとうかずや 千葉市
44 29  0:49:24 藤原　順平 ふじわらじゅんぺい 栄町
45 25  0:57:16 西元　良太 にしもとりょうた 東京都
46 11  0:59:02 押尾 正一 おしお まさかず 横芝光町

一般女子
順位 No 記録 氏名 ｶﾅ 学年 お住まい

1 49  0:30:18 トリーズ りえ子 とりーず りえこ 東京都
2 53  0:34:40 中條 史穂 なかじょう しほ 茨城県
3 55  0:34:53 宮崎　愛 みやざきあい 栄町
4 54  0:36:24 藤原 友香 ふじわら ゆか 船橋市
5 48  0:37:08 石原 香月 いしはら かづき 成田市
6 51  0:41:30 内田 清子 うちだ きよこ 市川市
7 50  0:43:17 田守 陽子 たもり ようこ 浦安市
8 52  0:50:19 二野宮 由子 にのみや よしこ 木更津市
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