
種目 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい 所属 スタート時間
低学年 101 岸端 優來 きしばた ゆな 女 6 小学1年 愛知県 来迎寺小学校 8:45:00
低学年 102 三崎 陽真莉 みさき ひまり 女 7 小学2年 神奈川県 湘南ベルマーレ 8:45:00
低学年 103 影山 もあ かげやま もあ 女 8 小学2年 浦安市 アリーディ 8:45:00
低学年 104 武田 杏梨 たけだ あんり 女 8 小学2年 東京都 #1-PRIMERA- 8:45:00
低学年 105 尾形 有咲 おがた ありさ 女 8 小学2年 東京都 8:45:00
低学年 106 鳥塚 喬介 とりづか きょうすけ 男 6 小学1年 埼玉県 8:45:10
低学年 107 岩田 俊之介 いわた しゅんのすけ 男 7 小学1年 東京都 青山トライアスロンクラブ 8:45:10
低学年 108 服部 悠河 はっとり ゆうが 男 7 小学1年 東京都 8:45:10
低学年 109 大島 悠陸 オオシマ ヒロキ 男 7 小学1年 群馬県 8:45:10
低学年 110 後藤 蒼空 ごとう そら 男 7 小学2年 成田市 8:45:10
低学年 111 吉越 乙矢 よしこしおとや 男 8 小学2年 松戸市 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞNAS 8:45:10
低学年 112 松嶋 康太 まつしま こうた 男 8 小学2年 富里市 8:45:10
低学年 113 稲 彰太 いね しょうた 男 8 小学2年 東京都 Team INE 8:45:10
低学年 114 井上 晃輔 いのうえ こうすけ 男 8 小学2年 神奈川県 サギヌマスイミングクラブ 8:45:10
低学年 115 鶴見 煌基 つるみ きらき 男 8 小学2年 栃木県 宇都宮村上塾 8:45:10
低学年 116 小林 丈眞 こばやし じょうま 男 8 小学2年 東京都 8:45:10
中学年 201 布川 恵那 フカワ エナ 女 9 小学3年 佐倉市 8:46:00
中学年 202 平 詩織 たいら しおり 女 9 小学4年 埼玉県 KTCジュニア 8:46:00
中学年 203 三崎 朱莉 みさき あかり 女 9 小学4年 神奈川県 湘南ベルマーレ 8:46:00
中学年 204 椎名 花音 しいな かのん 女 9 小学4年 我孫子市 GR走ろう会 8:46:00
中学年 205 大道 穂希 おおみち ほまれ 女 9 小学4年 栃木県 宇都宮村上塾 8:46:00
中学年 206 森川 良奈 もりかわ らな 女 9 小学4年 東京都 8:46:00
中学年 207 孫 佳娜 そん かな 女 10 小学4年 東京都 KTC 8:46:00
中学年 208 李府内 宙彌 いふない じゅみ 女 10 小学4年 東京都 Team FJ 8:46:00
中学年 209 孫 逸林 そん いりん 男 8 小学3年 東京都 KTC 8:46:10
中学年 210 林 浩太 はやし こうた 男 9 小学3年 千葉市 8:46:10
中学年 211 田中 陽登 タナカ ハルト 男 9 小学3年 群馬県 8:46:10
中学年 212 成瀬 奏音 なるせ かなと 男 9 小学3年 茨城県 8:46:10
中学年 213 豊田 悠成 とよだ ゆうせい 男 9 小学3年 茨城県 8:46:10
中学年 214 筒井 遼介 つつい りょうすけ 男 9 小学3年 東京都 8:46:10
中学年 215 三日尻 陸 みかじり りく 男 9 小学4年 東京都 #1-PRIMERA- 8:46:10
中学年 216 佐藤 有悟 さとう ゆうご 男 9 小学4年 東京都 湘南ベルマーレ 8:46:10
中学年 217 栗本 奏多 くりもと かなた 男 9 小学4年 東京都 #1-PRIMERA- 8:46:10
中学年 218 窪田 羚 くぼた りょう 男 10 小学4年 神奈川県 湘南ベルマーレ 8:46:10
中学年 219 廣田 七輝 ひろた ななき 男 10 小学4年 神奈川県 8:46:10
中学年 220 小島 綾真 こじま りょうま 男 10 小学4年 神奈川県 サギヌマスイミングクラブ 8:46:10
高学年 301 図師 美緒 ずし みお 女 10 小学5年 東京都 金町トライアスロンクラブ 8:47:00
高学年 302 渡辺 優里愛 わたなべ ゆりあ 女 10 小学5年 栃木県 宇都宮村上塾 8:47:00
高学年 303 尾形 明咲 おがた めいさ 女 11 小学5年 東京都 8:47:00
高学年 304 田口 心愛 たぐち　このあ 女 12 小学6年 東京都 #1 -PRIMERA- 8:47:00
高学年 305 渡辺 真里愛 わたなべ まりあ 女 12 小学6年 栃木県 宇都宮村上塾 8:47:00
高学年 306 稲 寛太 いね かんた 男 10 小学5年 東京都 Team INE 8:47:10
高学年 307 内山 倖太朗 うちやま こうたろう 男 10 小学5年 東京都 8:47:10
高学年 308 吉越 大真 よしこしはるま 男 11 小学5年 松戸市 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞNAS 8:47:10
高学年 309 鈴木 レオナルド すずき れおなるど 男 11 小学5年 愛知県 チームゴーヤアクアヴィータ 8:47:10
高学年 310 森川 純成 もりかわ じゅんせい 男 11 小学5年 東京都 8:47:10
高学年 311 大木 勇人 おおき はやと 男 11 小学5年 成田市 8:47:10
高学年 312 平 松太 たいら しょうた 男 11 小学6年 埼玉県 KTCジュニア 8:47:10
高学年 313 児玉 昊汰 こだま こうた 男 11 小学6年 神奈川県 8:47:10
高学年 314 岸端 優汰 きしばた ゆうた 男 11 小学6年 愛知県 来迎寺小学校 8:47:10
高学年 315 板垣 竣介 いたがき しゅんすけ 男 12 小学6年 千葉市 土気AC 8:47:10
高学年 316 窪田 颯 くぼた りく 男 12 小学6年 神奈川県 湘南ベルマーレ 8:47:10
高学年 317 大道 修造 おおみち しゅうぞう 男 12 小学6年 栃木県 宇都宮村上塾 8:47:10
高学年 318 横濱 慶 よこはま けい 男 12 小学6年 千葉市 8:47:10
高学年 319 成瀬 謙汰 なるせ けんた 男 12 小学6年 茨城県 8:47:10
高学年 320 和泉 群 いずみ ぐん 男 12 小学6年 酒々井町 酒々井小学校 8:47:10
高学年 321 邨山 優以 むらやま ユイ 男 12 小学6年 東京都 8:47:10
ジュニア 401 久保田 蘭 くぼた らん 女 12 中学1年 東京都 KTC 9:20:00
ジュニア 402 横倉 つぼみ よこくら つぼみ 女 12 中学1年 茨城県 茨城県トライアスロン協会 9:20:00
ジュニア 403 孫 伶娜 そん れいな 女 13 中学2年 東京都 KTC 9:20:00
ジュニア 404 孫 俐娜 そん りな 女 13 中学2年 東京都 KTC 9:20:00
ジュニア 405 大住 煌華 おおすみ きらか 女 13 中学2年 千葉市 昭和学院中学 9:20:00
ジュニア 406 福島 茉歩 ふくしま まほ 女 13 中学2年 東京都 プリメーラ 9:20:00
ジュニア 407 橋本 志織 はしもと とおり 女 14 中学2年 栃木県 9:20:00
ジュニア 408 伊藤 日菜子 いとう ひなこ 女 15 中学3年 市川市 NASトライアスロンスクール 9:20:00
ジュニア 409 図師 航太朗 ズシ コウタロウ 男 12 中学1年 東京都 金町トライアスロンクラブ 9:20:10
ジュニア 410 佐藤 圭悟 さとう けいご 男 12 中学1年 東京都 日本学園 9:20:10
ジュニア 411 野中 嶺 のなか れい 男 12 中学1年 栃木県 宇都宮村上塾 9:20:10
ジュニア 412 細井 渚吾 ほそいしょあ 男 13 中学1年 東京都 サニーフィッシュ 9:20:10
ジュニア 413 三崎 圭悟 みさきけいご 男 13 中学1年 神奈川県 横浜市立上永谷中学校 9:20:10
ジュニア 414 眞舩 勝道 まふね かつみち 男 13 中学1年 福島県 ふくしま白河第二中学校 9:20:10
ジュニア 415 小山 真立 こやま まりゅう 男 13 中学1年 東京都 日本学園中学校 9:20:10
ジュニア 416 落合 晄久 おちあい あきひさ 男 14 中学2年 柏市 落合家@柏市 9:20:10
ジュニア 417 油井 得人 ゆい えると 男 14 中学2年 神奈川県 9:20:10
ジュニア 418 ザン 愁真アレックス ざん しゅうまあれっくす 男 14 中学3年 東京都 日本学園中学校トライアスロン部 9:20:10
ジュニア 419 田中 大揮 たなか ひろき 男 14 中学3年 東京都 日本学園 9:20:10
ジュニア 420 布川 昊 ふかわ そら 男 14 中学3年 佐倉市 9:20:10
ジュニア 421 小山 森主 こやま もりす 男 15 中学3年 東京都 日本学園中学校 9:20:10
一般B 501 加藤 仁愛 かとう にな 女 16 東京都 金町トライアスロンクラブ 9:20:20
一般B 502 和泉 鈴 イズミ スズ 女 17 酒々井町 チームTMUC 9:20:20
一般B 503 大川 智穂 おおかわ ちほ 女 18 印西市 順天堂大学 9:20:20
一般B 504 星野 心杏 ホシノ ココア 女 19 東京都 9:20:20
一般B 505 高田 彩加 たかだ あやか 女 23 埼玉県 9:20:20
一般B 506 シーモア 千鶴 シーモア チヅル 女 42 茨城県 神栖TC 9:20:20
一般B 507 李府内 暁美 いふない あけみ 女 48 東京都 Team FJ 9:20:20
一般B 508 高田 里美 たかだ さとみ 女 52 東京都 9:20:20
一般B 509 川村 俊介 かわむら しゅんすけ 男 15 高校1年 神奈川県 日本学園高校 9:20:30
一般B 510 石川 忠男 いしかわちゃんなむ 男 16 高校1年 東京都 日本学園高校 9:20:30
一般B 511 岡田 拓 おかだ たく 男 15 四街道市 9:20:30



種目 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい 所属 スタート時間
一般B 512 伊藤 大和 いとう やまと 男 17 市川市 稲毛インター 9:20:30
一般B 513 堀江 晃聖 ほりえ こうせい 男 17 栃木県 村上塾 9:20:30
一般B 514 林 琉聖 はやし りゅうせい 男 17 福島県 9:20:30
一般B 515 鈴木 薫 すずき かおる 男 19 酒々井町 なし 9:20:30
一般B 516 茂木 智紀 もてぎ とものり 男 21 埼玉県 9:20:30
一般B 517 高木 将嗣 たかき まさつぐ 男 22 酒々井町 9:20:30
一般B 518 菅家 優樹 かんけ ゆうき 男 28 市川市 AKMR 9:20:30
一般B 519 伊波 幸宣 いはゆきのぶ 男 33 東京都 9:20:30
一般B 520 井堀 裕馬 いほり ゆうま 男 36 八千代市 飯綱マリンスターズ 9:20:30
一般B 521 河村 圭人 カワムラ ヨシヒト 男 37 印西市 Team K 9:20:30
一般B 522 服部 大輔 はっとり だいすけ 男 41 東京都 9:20:40
一般B 523 李 在孝 い じぇひょ 男 42 東京都 Team FJ 9:20:40
一般B 524 金子 哲也 かねこ てつや 男 43 東京都 千葉ブレイブ 9:20:40
一般B 525 川俣 光一 かわまた こういち 男 49 神奈川県 9:20:40
一般B 526 邨山 敏康 むらやま としやす 男 51 東京都 9:20:40
一般B 527 堀越和彦 ほりこしかずひこ 男 52 船橋市 日本学園高校 9:20:40
一般B 528 林 文彦 はやし ふみひこ 男 52 千葉市 9:20:40
一般B 529 田村 嘉規 たむら よしのり 男 52 茨城県 9:20:40
一般B 530 村上 晃史 むらかみ こうじ 男 54 栃木県 宇都宮村上塾 9:20:40
一般B 531 小沼 忠 おぬま ただし 男 57 茨城県 9:20:40
一般B 532 奥田 弘志 おくだ ひろし 男 57 茨城県 9:20:40
一般B 533 鈴木 孝史 すずき たかし 男 65 埼玉県 9:20:40
一般B 534 府内 隆稔 ふない たかとし 男 74 東京都 Team FJ 9:20:40
一般A 601 瀬戸 郁美 せと いくみ 女 19 印西市 10:15:00
一般A 602 奥田 さわ おくだ さわ 女 23 茨城県 10:15:00
一般A 603 高橋 遥 タカハシ ハルカ 女 30 神奈川県 10:15:00
一般A 604 齊藤 絵里奈 サイトウ エリナ 女 34 山武市 10:15:00
一般A 605 野老 愛 ところ あい 女 35 大網白里市 10:15:00
一般A 606 高橋 美帆 たかはし みほ 女 40 東京都 10:15:00
一般A 607 伊藤 あずさ いとう あずさ 女 48 市川市 Lapulem 10:15:00
一般A 608 橋本 昌代 はしもと まさよ 女 49 茨城県 J-カワサキ 10:15:00
一般A 609 上地 さり かみち さり 女 50 神奈川県 ラッキーホヌ 10:15:00
一般A 610 小又 茂子 こまた しげこ 女 57 船橋市 Lapulem 10:15:00
一般A 611 中嶋 千秋 なかしま ちあき 女 63 茨城県 10:15:00
一般A 612 本木 蔵人 もとき くらうど 男 15 高校1年 東京都 日本学園高校 10:15:10
一般A 613 山下 龍 やました りょう 男 15 高校1年 東京都 日本学園高校 10:15:00
一般A 614 加藤 龍之介 かとう りゅうのすけ 男 15 神奈川県 日本学園高等学校トライアスロン部 10:15:00
一般A 615 油井 牧志 ゆい まきし 男 16 神奈川県 日本学園高等学校 10:15:10
一般A 616 實方 悠生 じつかたよしあき 男 17 東金市 10:15:10
一般A 617 下田 優斗 しもだ ゆうと 男 17 東京都 日本学園高等学校トライアスロン部 10:15:10
一般A 618 武田 空我 たけだ くうが 男 18 東京都 東京都トライアスロン連合 10:15:10
一般A 619 鈴木 眞治朗 スズキ サダジロウ 男 23 浦安市 10:15:10
一般A 620 松村 健太郎 まつむら けんたろう 男 24 千葉市 10:15:10
一般A 621 髙橋 倖太 たかはし こうた 男 25 千葉市 10:15:10
一般A 622 鈴木 孝典 スズキ コウスケ 男 26 茨城県 jカワサキ 10:15:10
一般A 623 加藤 将哉 かとうまさや 男 27 八街市 10:15:10
一般A 624 石村 圭位 いしむら けい 男 32 栃木県 宇都宮村上塾 10:15:10
一般A 625 篠原 徹 しのはら とおる 男 33 東京都 イナーメ信濃山形 10:15:10
一般A 626 桑原 崇 くわはら たかし 男 37 埼玉県 IRON WILL 10:15:20
一般A 627 廣田 祐一 ひろた ゆういち 男 37 松戸市 10:15:20
一般A 628 壽 啓一朗 ことぶき けいいちろう 男 37 埼玉県 10:15:20
一般A 629 冨野 真吾 とみの しんご 男 37 茨城県 over☆heat 神栖TC 10:15:20
一般A 630 岡本 太郎 おかもと たろう 男 37 東京都 プリメーラ 10:15:20
一般A 631 小川 猛効 おがわたけのり 男 38 横芝光町 10:15:20
一般A 632 廣田 良輝 ひろた よしき 男 38 神奈川県 10:15:20
一般A 633 長谷川 健 はせがわ けん 男 40 東京都 金町トライアスロンクラブ 10:15:20
一般A 634 雨宮 将洋 あめみや まさひろ 男 40 白子町 10:15:20
一般A 635 宮崎 健太郎 みやざき けんたろう 男 40 八千代市 マリナーズ 10:15:20
一般A 636 齋木 淳 さいき じゅん 男 41 茨城県 10:15:20
一般A 637 布川 了 フカワ サトル 男 42 佐倉市 10:15:20
一般A 638 正村 浩三 まさむら こうぞう 男 42 柏市 オッティモ 10:15:20
一般A 639 武田 幸寿 たけだ こうじゅ 男 43 東京都 #1PRIMERA 10:15:20
一般A 640 成毛 崇 なるけ たかし 男 44 香取市 10:15:30
一般A 641 落合 快史 おちあい よしひと 男 44 柏市 落合家@柏市 10:15:30
一般A 642 小諸 信宏 こもろ のぶひろ 男 44 印西市 10:15:30
一般A 643 大柳 光史 おおやなぎ みつふみ 男 44 銚子市 千葉ブレイブ/インバスター 10:15:30
一般A 644 経澤 耕達 つねざわ こうたつ 男 44 栃木県 宇都宮村上塾 10:15:30
一般A 645 古野 裕一 ふるの ゆういち 男 44 神奈川県 TeamOyajiAsaren 10:15:30
一般A 646 伊藤 洋平 いとう ようへい 男 45 市川市 Lapulem 10:15:30
一般A 647 柴田 清久 しばた きよひさ 男 46 埼玉県 博慈会トライアスロンクラブ 10:15:30
一般A 648 戸坂 友也 とさか ともなり 男 46 千葉市 FLEET 10:15:30
一般A 649 大久保 一成 おおくぼ かずしげ 男 46 神奈川県 なし 10:15:30
一般A 650 後藤 剛 ごとう つよし 男 46 埼玉県 10:15:30
一般A 651 和泉 将樹 イズミ マサキ 男 47 酒々井町 チームTMUC 10:15:30
一般A 652 寺門 智 てらかど さとし 男 47 神奈川県 10:15:30
一般A 653 岩泉 謙吾 いわいずみ けんご 男 47 東京都 10:15:30
一般A 654 大島 大樹 おおしま ひろき 男 47 群馬県 ラバノア 10:15:40
一般A 655 窪田 啓介 くぼた けいすけ 男 48 神奈川県 湘南ベルマーレ 10:15:40
一般A 656 稲 寛彰 いね ひろあき 男 49 東京都 Team INE 10:15:40
一般A 657 田中 厚至 たなか あつし 男 49 埼玉県 10:15:40
一般A 658 上田 亥久雄 うえだ いくお 男 50 神奈川県 ベルマーレトライアスロンクラブ 10:15:40
一般A 659 影山 健二 かげやま けんじ 男 51 浦安市 TEAM KAGEYAMA 10:15:40
一般A 660 中村 武 なかむら たけし 男 51 浦安市 10:15:40
一般A 661 前田 幸司 まえだ こうじ 男 52 東金市 10:15:40
一般A 662 徳山 権一 トクヤマ ケンイチ 男 52 東京都 10:15:40
一般A 663 斉藤 賢一 サイトウ ケンイチ 男 52 山武市 Team TRi’S 10:15:40
一般A 664 白井 幸男 しらい ゆきお 男 52 千葉市 10:15:40
一般A 665 松村 宜久 まつむら よしひさ 男 53 習志野市 10:15:40
一般A 666 山田 正人 やまだ まさと 男 53 浦安市 Tyrell kagawa racing 10:15:40



種目 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい 所属 スタート時間

一般A 667 中島 邦之 なかじま くにゆき 男 53 市川市 MIGHTY 10:15:40
一般A 668 三本 雅樹 みもと まさき 男 54 酒々井町 10:15:50
一般A 669 宍戸 慎一郎 ししど しんいちろう 男 54 市川市 Team TRi’S 10:15:50
一般A 670 野田 方和 のだ まさかず 男 54 埼玉県 10:15:50
一般A 671 河野 篤志 こうの あつし 男 55 千葉市 10:15:50
一般A 672 影山 昭夫 かげやま あきお 男 55 茨城県 Jーカワサキ 10:15:50
一般A 673 島村 泰行 しまむら やすゆき 男 56 神奈川県 10:15:50
一般A 674 石倉 惠介 いしくら けいすけ 男 56 茨城県 SAMURAI 10:15:50
一般A 675 鈴木 龍哉 すずき たつや 男 57 我孫子市 オッティモ 10:15:50
一般A 676 奥山 賛生 おくやま よしお 男 58 東京都 10:15:50
一般A 677 小森谷 功 こもりや いさお 男 58 神奈川県 north nine 10:15:50
一般A 678 滝 重幸 たき しげゆき 男 60 浦安市 10:15:50
一般A 679 滝沢 壮一郎 たきざわ そういちろう 男 64 市川市 MIGHTYトライアスロンクラブ 10:15:50
一般A 680 庄司 功 しょうじ いさお 男 65 市原市 GLZ/RC 10:15:50
一般A 681 服部 昇 はっとり のぼる 男 65 市川市 シクルマーモット 10:15:50
一般A 682 秋葉 茂 あきば しげる 男 49 我孫子市 10:15:50


