
種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい 所属
キッズ低学年 8:45:00 101 影山 もあ かげやま もあ 女 7 小学1年 浦安市 TEAM KAGEYAMA
キッズ低学年 8:45:00 102 藤本 英 ふじもと はな 女 7 小学1年 東京都 青山トライアスロン倶楽部
キッズ低学年 8:45:00 103 武田 杏梨 たけだ あんり 女 7 小学1年 東京都 #1 PRIMERA
キッズ低学年 8:45:00 104 原 結菜 はら ゆな 女 7 小学1年 神奈川県 アクラブ堀之内
キッズ低学年 8:45:00 105 尾形 有咲 おがた ありさ 女 7 小学1年 東京都
キッズ低学年 8:45:00 106 小島 二巴 こじま ふたば 女 7 小学1年 東京都
キッズ低学年 8:45:00 107 奥山 結月 おくやま ゆづき 女 7 小学1年 我孫子市
キッズ低学年 8:45:00 108 岡沢 理子 おかざわ りこ 女 7 小学1年 埼玉県
キッズ低学年 8:45:00 109 稲垣 楓花 いながき ふうか 女 8 小学2年 奈良県
キッズ低学年 8:45:00 110 布川 恵那 ふかわ えな 女 8 小学2年 佐倉市
キッズ低学年 8:45:00 111 財前 理紗 ざいぜん りさ 女 8 小学2年 東京都
キッズ低学年 8:45:10 112 三崎 陽真莉 みさき ひまり 男 6 小学1年 神奈川県 湘南ベルマーレ
キッズ低学年 8:45:10 113 吉田 遥馬 よしだ はるま 男 6 小学1年 佐倉市
キッズ低学年 8:45:10 114 加瀬 力翔 かせ りきと 男 6 小学1年 旭市 NPO千葉ブレイブ安藤塾
キッズ低学年 8:45:10 115 永井 惺大 ながい せいだい 男 7 小学1年 京都府
キッズ低学年 8:45:10 116 稲 彰太 いね しょうた 男 7 小学1年 東京都 Team INE
キッズ低学年 8:45:10 117 孫　逸林 そんいりん 男 7 小学2年 東京都 KTC
キッズ低学年 8:45:10 118 川俣 海翔 かわまた かいと 男 7 小学2年 神奈川県
キッズ低学年 8:45:10 119 筒井 遼介 つつい りょうすけ 男 8 小学2年 東京都
キッズ低学年 8:45:10 120 宮田 央輝 みやた おうき 男 8 小学2年 神奈川県
キッズ低学年 8:45:10 121 森 優貴 もり ゆうき 男 8 小学2年 東京都 PRIMERA#1
キッズ低学年 8:45:10 122 石橋 創 いしばし はじめ 男 8 小学2年 千葉市
キッズ低学年 8:45:10 123 渡邉 奏太 わたなべ かなた 男 8 小学2年 山武市 ムラッパ
キッズ低学年 8:45:10 124 太田 篤志 おおた あつし 男 8 小学2年 東京都
キッズ中学年 8:46:00 201 平 詩織 たいら しおり 女 8 小学3年 埼玉県 KTC Jr.
キッズ中学年 8:46:00 202 森川 良奈 もりかわ らな 女 8 小学3年 東京都
キッズ中学年 8:46:00 203 三崎 朱莉 みさき あかり 女 8 小学3年 神奈川県 湘南ベルマーレ
キッズ中学年 8:46:00 204 湯井 あかり ゆい あかり 女 8 小学3年 埼玉県
キッズ中学年 8:46:00 205 椎名 花音 椎名 かのん 女 8 小学3年 我孫子市 GR走ろう会
キッズ中学年 8:46:00 206 大道 穂希 おおみち ほまれ 女 8 小学3年 栃木県 宇都宮村上塾
キッズ中学年 8:46:00 207 孫　佳娜 そんかな 女 9 小学3年 東京都 KTC
キッズ中学年 8:46:00 208 倉地 心希 くらち みき 女 9 小学3年 東京都 なし
キッズ中学年 8:46:00 209 藤本 美理 ふじもと みり 女 9 小学4年 東京都 青山トライアスロン倶楽部
キッズ中学年 8:46:00 210 皆木 海音 みなぎ かのん 女 10 小学4年 東京都 AVENTURA・青トラ
キッズ中学年 8:46:00 211 玉木 遥 たまき はるか 女 10 小学4年 東京都
キッズ中学年 8:46:00 212 尾形 明咲 おがた めいさ 女 10 小学4年 東京都
キッズ中学年 8:46:00 213 加瀬 莉緒菜 かせ りおな 女 10 小学4年 旭市 NPO千葉ブレイブ安藤塾
キッズ中学年 8:46:00 214 伊藤 みらい いとう みらい 女 10 小学4年 市川市 伊藤家
キッズ中学年 8:46:10 215 三日尻 陸 みかじり りく 男 8 小学3年 東京都 #1 -PRIMERA-
キッズ中学年 8:46:10 216 古賀 祐稀 こが ゆうき 男 8 小学3年 神奈川県
キッズ中学年 8:46:10 217 齋藤 海聖 さいとう かいせい 男 8 小学3年 神奈川県 TEAM MASA+
キッズ中学年 8:46:10 218 佐藤 麟太郎 さとう りんたろう 男 9 小学3年 東京都 #1-PRIMERA-
キッズ中学年 8:46:10 219 永井 雄大 ながい ゆうだい 男 9 小学3年 京都府
キッズ中学年 8:46:10 220 窪田 羚 窪田 りょう 男 9 小学3年 神奈川県 湘南ベルマーレ
キッズ中学年 8:46:10 221 村西 啓吾 むらにし けいご 男 9 小学3年 東京都 #1 Primera
キッズ中学年 8:46:10 222 岡沢 遼生 おかざわ りょうせい 男 9 小学3年 埼玉県
キッズ中学年 8:46:10 223 内山 倖太朗 うちやま こうたろう 男 9 小学4年 東京都
キッズ中学年 8:46:10 224 稲 寛太 いね かんた 男 9 小学4年 東京都 Team INE
キッズ中学年 8:46:10 225 森川 純成 もりかわ じゅんせい 男 10 小学4年 東京都
キッズ中学年 8:46:10 226 鈴木 レオナルド すずき れおなるど 男 10 小学4年 愛知県 チームゴーヤアクアヴィータ
キッズ中学年 8:46:10 227 菅原 昊志 すがわら こうし 男 10 小学4年 神奈川県 湘南ベルマーレ
キッズ高学年 8:47:00 301 田口 心愛 たぐち このあ 女 11 小学5年 東京都 #1-PRIMERA-
キッズ高学年 8:47:00 302 島崎 菜央 しまざき なお 女 11 小学5年 東京都
キッズ高学年 8:47:00 303 横倉 つぼみ よこくら つぼみ 女 11 小学6年 茨城県 茨城県トライアスロン協会
キッズ高学年 8:47:00 304 常見 那凪 つねみ なな 女 11 小学6年 東京都 YORI&NANA
キッズ高学年 8:47:00 305 村西 沙月 むらにし さつき 女 11 小学6年 東京都 #1 Primera
キッズ高学年 8:47:00 306 影山 ゆあ かげやま ゆあ 女 12 小学6年 浦安市 TEAM KAGEYAMA
キッズ高学年 8:47:00 307 影山 みあ かげやま みあ 女 12 小学6年 浦安市 TEAM KAGEYAMA
キッズ高学年 8:47:00 308 加瀬 夢菜 かせ ゆめな 女 12 小学6年 旭市 NPO千葉ブレイブ安藤塾
キッズ高学年 8:47:10 309 児玉 昊汰 こだま こうた 男 10 小学5年 神奈川県
キッズ高学年 8:47:10 310 平 松太 たいら しょうた 男 10 小学5年 埼玉県 KTC Jr.
キッズ高学年 8:47:10 311 古賀 海稀 こが かいき 男 10 小学5年 神奈川県
キッズ高学年 8:47:10 312 宮田 泰成 みやた たいせい 男 10 小学5年 神奈川県
キッズ高学年 8:47:10 313 山口 恭平 やまぐち きょうへい 男 10 小学5年 神奈川県 湘南ベルマーレ
キッズ高学年 8:47:10 314 岸端 優汰 きしばた ゆうた 男 10 小学5年 愛知県 来迎寺小学校
キッズ高学年 8:47:10 315 横濱 慶 よこはま けい 男 11 小学5年 千葉市
キッズ高学年 8:47:10 316 今泉 和真 いまいずみ かずま 男 11 小学5年 東京都 青山トライアスロン倶楽部
キッズ高学年 8:47:10 317 窪田 颯 窪田 りく 男 11 小学5年 神奈川県 湘南ベルマーレ
キッズ高学年 8:47:10 318 大道 修造 おおみち しゅうぞう 男 11 小学5年 栃木県 宇都宮村上塾
キッズ高学年 8:47:10 319 和泉 群 いずみ ぐん 男 11 小学5年 酒々井町 酒々井小学校
キッズ高学年 8:47:10 320 奥田　大翔 おくだひろと 男 11 小学6年 成田市
キッズ高学年 8:47:10 321 椎名 結音 椎名 ゆいと 男 11 小学6年 我孫子市 GR走ろう会
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キッズ高学年 8:47:10 322 小山　真立 こやままりゅう 男 12 小学6年 東京都
キッズ高学年 8:47:10 323 三崎 圭悟 みさき けいご 男 12 小学6年 神奈川県 湘南ベルマーレ
キッズ高学年 8:47:10 324 湯井 修大 ゆい しゅうだい 男 12 小学6年 埼玉県
キッズ高学年 8:47:10 325 藤本 豪 ふじもと ごう 男 12 小学6年 東京都 青山トライアスロン 倶楽部
キッズ高学年 8:47:10 326 眞舩 勝道 まふね かつみち 男 12 小学6年 福島県 福島県白河市立みさか小学校
キッズ高学年 8:47:10 327 田中 朝翔 たなか あさひ 男 12 小学6年 群馬県
ジュニア 9:20:00 401 孫　伶娜 そんれいな 女 12 中学1年 東京都 KTC
ジュニア 9:20:00 402 筒井 楓 つつい かえで 女 12 中学1年 東京都 SUNNY FISH
ジュニア 9:20:00 403 大住 煌華 おおすみ きらか 女 12 中学1年 千葉市 昭和学院中学
ジュニア 9:20:00 404 篠塚 萠依 しのつか めい 女 13 中学1年 神崎町 Cycle DNA
ジュニア 9:20:00 405 橋本 志織 はしもと しおり 女 13 中学1年 栃木県
ジュニア 9:20:00 406 孫　俐娜 そんりな 女 12 中学2年 東京都 KTC
ジュニア 9:20:00 407 嶋田　真帆 しまだまほ 女 14 中学2年 旭市 安藤ﾌﾞﾚｲﾌﾞ
ジュニア 9:20:00 408 伊藤 日菜子 いとう ひなこ 女 14 中学2年 市川市 NASトライアスロンスクール
ジュニア 9:20:00 409 原田 莉圭 はらだ りか 女 14 中学3年 神奈川県
ジュニア 9:20:10 410 豊田 隼士 とよだ はやと 男 13 中学1年 神奈川県
ジュニア 9:20:10 411 山澤 斗眞 やまさわ とうま 男 13 中学1年 栃木県 宇都宮村上塾
ジュニア 9:20:10 412 奥田　蓮兜 おくだれんと 男 13 中学2年 成田市
ジュニア 9:20:10 413 ザン 愁真アレックス ざん しゅうまあれっくす 男 13 中学2年 東京都
ジュニア 9:20:10 414 布川 昊 ふかわ そら 男 13 中学2年 佐倉市 なし
ジュニア 9:20:10 415 田中 大揮 たなか ひろき 男 13 中学2年 東京都 日本学園
ジュニア 9:20:10 416 加瀬 大翔 かせ やまと 男 13 中学2年 旭市 NPO千葉ブレイブ安藤塾
ジュニア 9:20:10 417 小山　森主 こやまもりす 男 14 中学2年 東京都 日本学園中学校
ジュニア 9:20:10 418 筒井 和 つつい やまと 男 14 中学2年 東京都 SUNNY FISH
ジュニア 9:20:10 419 森下 翔太 もりした しょうた 男 14 中学2年 東京都
ジュニア 9:20:10 420 山下 龍 やました りょう 男 14 中学3年 東京都 日本学園
ジュニア 9:20:10 421 本木 蔵人 もとき くらうど 男 15 中学3年 東京都 SPLASH
一般B 9:20:20 501 山口 若菜 やまぐち わかな 女 15 佐倉市
一般B 9:20:20 502 和泉 鈴 いずみ すず 女 16 酒々井町 津田沼高校オケ部
一般B 9:20:20 503 渡邊 奈央 わたなべ なお 女 38 東京都
一般B 9:20:20 504 小島 幸子 こじま さちこ 女 41 東京都
一般B 9:20:20 505 マナ 美 まな み 女 43 東京都 マナ美チャンネル
一般B 9:20:20 506 中條 史穂 なかじょう しほ 女 48 茨城県 SOMPOスキー部
一般B 9:20:20 507 吉村 雅代 よしむら まさよ 女 51 茨城県
一般B 9:20:20 508 栗原 幸子 くりはら さちこ 女 53 千葉市
一般B 9:20:30 509 實方 悠生 實方 義昭 男 16 東金市
一般B 9:20:30 510 山田 悠翔 やまだ ゆうと 男 17 柏市 Flowers
一般B 9:20:30 511 伊東 洋祐 いとう ようすけ 男 23 市川市
一般B 9:20:30 512 杉山 諒 男 23 船橋市
一般B 9:20:30 513 鈴木 秀人 すずき ひでと 男 34 船橋市
一般B 9:20:30 514 渡邉 晃典 わたなべ あきのり 男 35 山武市 ムラッパ
一般B 9:20:30 515 イホリ ユウマ 井堀 裕馬 男 35 八千代市
一般B 9:20:30 516 小島 圭介 こじま けいすけ 男 38 東京都
一般B 9:20:30 517 金子 哲也 かねこ てつや 男 42 茨城県 ブレイブ安藤塾
一般B 9:20:30 518 三崎 悟郎 みさき ごろう 男 42 神奈川県
一般B 9:20:30 519 吉本 雄一 ヨシモト ユウイチ 男 43 市川市 セマスレーシング新松戸
一般B 9:20:30 520 白井 学 しらい まなぶ 男 46 流山市 Team SHOIN
一般B 9:20:30 521 椎名 完 しいな まもる 男 47 我孫子市 GR走ろう会
一般B 9:20:30 522 生形 憲市郎 うぶかた けんいちろう 男 49 柏市 テノンシステムコンサルティング
一般B 9:20:30 523 渕上 昭男 ふちがみ あきお 男 55 千葉市 宇宙選抜
一般B 9:20:30 524 栗原 義英 くりはら よしひで 男 61 千葉市 TATSUMI
一般A 10:15:00 601 柳原 咲 やなぎはら さき 女 16 東京都 アリーディ
一般A 10:15:00 602 花岡 愛美 はなおか あいみ 女 18 旭市 千葉ブレイブ安藤塾
一般A 10:15:00 603 遠藤 朝美 エンドウ トモミ 女 22 東京都 U2 BIKES
一般A 10:15:00 604 高橋 夏帆 たかはし かほ 女 23 東京都
一般A 10:15:00 605 高橋 遥 たかはし はるか 女 29 神奈川県
一般A 10:15:00 606 佐藤 精恵 さとう きよえ 女 38 東京都
一般A 10:15:00 607 シーモア 千鶴 しーもあ ちづる 女 41 茨城県 神栖TC
一般A 10:15:00 608 小倉 奈央子 おぐら なおこ 女 42 千葉市
一般A 10:15:00 609 齋藤 磨実 さいとう まみ 女 43 神奈川県 TEAM MASA+/BOMA
一般A 10:15:00 610 伊藤 あずさ いとう あずさ 女 47 市川市 Lapulem
一般A 10:15:00 611 加藤 千夏 かとう ちなつ 女 48 埼玉県
一般A 10:15:00 612 土屋 玲子 つちや れいこ 女 59 茨城県
一般A 10:15:15 613 黒川 航宇 くろかわ こう 男 15 東京都 日本学園高等学校
一般A 10:15:15 614 伊藤 大和 いとう やまと 男 16 市川市 稲毛インター
一般A 10:15:15 615 下田 優斗 しもだ ゆうと 男 16 東京都
一般A 10:15:15 616 黒川 遼宇 くろかわ りょう 男 17 東京都 日本学園高等学校
一般A 10:15:15 617 大橋 琉生 おおはし るい 男 17 栃木県 宇都宮村上塾
一般A 10:15:15 618 仲山 航 なかやま こう 男 17 東京都 日本学園高等学校
一般A 10:15:15 619 本木 颯人 もとき はやと 男 18 東京都 日本学園 トライアスロン部
一般A 10:15:15 620 清水 慎一 しみず しんいち 男 25 市原市 稲毛インター
一般A 10:15:15 621 大谷 祐介 おおたに ゆうすけ 男 26 木更津市



種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい 所属
一般A 10:15:15 622 佐藤 祐太朗 さとう ゆうたろう 男 27 木更津市
一般A 10:15:15 623 齊藤 彰悟 さいとう しょうご 男 28 東京都 チームエース
一般A 10:15:15 624 根本 航太 ねもと こうた 男 29 東京都
一般A 10:15:15 625 須田 皐太 すだ こうた 男 30 東京都 アイカツ自転車部
一般A 10:15:15 626 小日向 孝太 こひなた こうた 男 30 東京都
一般A 10:15:15 627 藏俣 光 くらまた ひかる 男 31 埼玉県
一般A 10:15:15 628 赤崎 太志 あかさき たいし 男 31 習志野市
一般A 10:15:15 629 有冨 弘朗 ありとみ ひろあき 男 31 神奈川県
一般A 10:15:15 630 中塚 雄二 なかつか ゆうじ 男 33 東京都 U2 BIKES
一般A 10:15:30 631 都井 裕介 とい ゆうすけ 男 34 松戸市
一般A 10:15:30 632 関 雅彦 せき まさひこ 男 34 東京都 板橋ロイヤルケアセンター
一般A 10:15:30 633 嶋田 耕士 しまだ こうじ 男 35 東京都 現人レーシング
一般A 10:15:30 634 永島 寛士 ながしま ひろし 男 36 千葉市
一般A 10:15:30 635 冨野 真吾 とみの しんご 男 36 茨城県 over☆heat 神栖TC
一般A 10:15:30 636 光武 誠吾 みつたけ せいご 男 36 東金市 むらっぱ
一般A 10:15:30 637 桑原 崇 くわはら たかし 男 36 埼玉県 IRON WILL
一般A 10:15:30 638 壽 啓一朗 ことぶき けいいちろう 男 36 埼玉県
一般A 10:15:30 639 永井 雄一 ながい ゆういち 男 37 京都府
一般A 10:15:30 640 横木 孝宏 よこき たかひろ 男 37 埼玉県 越谷競走倶楽部
一般A 10:15:30 641 石橋 亮一 いしばし りょういち 男 37 千葉市
一般A 10:15:30 642 川初 拓史 かわはつ たくじ 男 38 東京都
一般A 10:15:30 643 吉田 聖 よしだ さとし 男 39 佐倉市 初トラ
一般A 10:15:30 644 長谷川 健 はせがわ けん 男 39 東京都 金町トライアスロンクラブ
一般A 10:15:30 645 宮崎 健太郎 みやざき けんたろう 男 39 八千代市
一般A 10:15:30 646 財前 大樹 ざいぜん ひろき 男 39 東京都
一般A 10:15:30 647 布川 了 ふかわ さとる 男 41 佐倉市 なし
一般A 10:15:30 648 武田 幸寿 たけだ こうじゅ 男 42 東京都 #1PRIMERA
一般A 10:15:30 649 長谷川 陽一 はせがわ よういち 男 42 神奈川県
一般A 10:15:30 650 大柳 光史 おおやなぎ みつふみ 男 43 茨城県 Go!田村/インバスター
一般A 10:15:45 651 古野 裕一 ふるの ゆういち 男 43 神奈川県 TeamOyajiAsaren
一般A 10:15:45 652 経澤 耕達 つねざわ こうたつ 男 43 栃木県 宇都宮村上塾
一般A 10:15:45 653 伊藤 洋平 いとう ようへい 男 44 市川市 Lapulem
一般A 10:15:45 654 宮崎 法男 みやざき のりお 男 44 野田市
一般A 10:15:45 655 田代 賢二郎 たしろ けんじろう 男 44 山梨県 ツアラーS改
一般A 10:15:45 656 大寺 美貴夫 おおでら みきお 男 45 東京都
一般A 10:15:45 657 越後谷 敬史 エチゴヤ タカシ 男 45 市川市
一般A 10:15:45 658 仁多見 貴志 にたみ たかし 男 45 神奈川県
一般A 10:15:45 659 大島 大樹 おおしま ひろき 男 46 群馬県 ラバノア
一般A 10:15:45 660 佐藤 茂 さとう しげる 男 46 東京都
一般A 10:15:45 661 西村 政樹 にしむら まさき 男 46 東京都 初めてのトライアスロン部
一般A 10:15:45 662 和泉 将樹 いずみ まさき 男 46 酒々井町 チームTMUC
一般A 10:15:45 663 窪田 啓介 窪田 啓介 男 47 神奈川県
一般A 10:15:45 664 田中 厚至 たなか あつし 男 48 埼玉県 HT
一般A 10:15:45 665 秋葉 茂 あきば しげる 男 48 我孫子市
一般A 10:15:45 666 稲 寛彰 いね ひろあき 男 48 東京都 Team INE
一般A 10:15:45 667 伊藤 直樹 いとう なおき 男 48 市川市
一般A 10:15:45 668 坂本 隆 さかもと たかし 男 49 埼玉県
一般A 10:15:45 669 矢口 照彦 やぐち てるひこ 男 49 神奈川県
一般A 10:15:45 670 影山 健二 かげやま けんじ 男 50 浦安市 TEAM KAGEYAMA
一般A 10:16:00 671 信田 篤志 のぶた あつし 男 50 神奈川県
一般A 10:16:00 672 山口 高男 やまぐち たかお 男 51 東京都 ラミリート
一般A 10:16:00 673 田村 嘉規 たむら よしのり 男 51 茨城県 新日本電工
一般A 10:16:00 674 山端 伸吾 やまはた しんご 男 51 我孫子市 ローレルバンクマシン
一般A 10:16:00 675 徳山 権一 とくやま けんいち 男 51 東京都
一般A 10:16:00 676 増田 隆生 ますだ たかお 男 52 茨城県
一般A 10:16:00 677 宮崎 幸宏 みやざき ゆきひろ 男 52 東京都
一般A 10:16:00 678 野田 方和 のだ まさかず 男 53 埼玉県
一般A 10:16:00 679 大原 良雄 おおはら よしお 男 53 茨城県 神栖TC
一般A 10:16:00 680 河野 篤志 こうの あつし 男 54 千葉市
一般A 10:16:00 681 影山 昭夫 かげやま あきお 男 54 茨城県 Jーカワサキ
一般A 10:16:00 682 鈴木 謙太 すずき けんた 男 56 東京都
一般A 10:16:00 683 齊藤 和範 さいとう かずのり 男 58 東京都 チームエース
一般A 10:16:00 684 川本 一雄 かわもと かずお 男 59 東京都
一般A 10:16:00 685 滝 重幸 たき しげゆき 男 59 浦安市
一般A 10:16:00 686 鈴木 孝史 すずき たかし 男 64 埼玉県


