
トライアスロン
種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い
高校 11:30 101 大内 佳志 おおうち かいし 男 16 高1 東京都
高校 11:30 102 山口 エンリケ重信 やまぐち えんりけしげのぶ 男 16 高2 茅ヶ崎市
高校 11:30 103 池田 豪 いけだ ごう 男 17 高2 東京都
一般 11:30 104 小島 理央 こじま りお 女 25 東京都
一般 11:30 105 出川 久美子 でがわ くみこ 女 32 東京都
一般 11:30 106 吉川 永里子 よしかわ えりこ 女 33 東京都
一般 11:30 107 塚原 清子 つかはら さやこ 女 36 東京都
一般 11:30 108 兜森 綾子 かぶともり あやこ 女 38 東京都
一般 11:30 109 大矢 奈津子 おおや なつこ 女 42 藤沢市
一般 11:30 110 川崎 由香 かわさき ゆか 女 42 鎌倉市
一般 11:30 111 羽生 美希 はにゅう みき 女 43 海老名市
一般 11:30 112 脇 真由美 わき まゆみ 女 45 横須賀市
一般 11:30 113 大内 智洋 おおうち ちひろ 男 20 東京都
一般 11:30 114 榎本 正 えのもと まさし 男 50 東京都
一般 11:30 115 島崎 聖来 シマザキ マサキ 男 26 東京都
一般 11:30 116 堀 将人 ほり まさと 男 26 北海道
一般 11:30 117 小堀 雄太郎 こぼり ゆうたろう 男 26 静岡県
一般 11:30 118 山田 敏明 やまだ としあき 男 28 茅ヶ崎市
一般 11:30 119 中村 亮平 なかむら りょうへい 男 28 大和市
一般 11:30 120 中川 淳 なかがわ じゅん 男 28 東京都
一般 11:30 121 大場 潤 おおば じゅん 男 29 東京都
一般 11:30 122 嶋田 耕士 しまだ こうじ 男 30 東京都
一般 11:30 123 筆谷 康隆 ふでたに やすたか 男 31 東京都
一般 11:30 124 岸 智則 きし とものり 男 32 茅ヶ崎市
一般 11:30 125 近藤 真一 こんどう しんいち 男 33 東京都
一般 11:30 126 新井 淳 あらい じゅん 男 33 東京都
一般 11:30 127 亀井 健太 かめい けんた 男 34 厚木市
一般 11:30 128 柳井 学 やない まなぶ 男 35 東京都
一般 11:30 129 市川 淳 いちかわ じゅん 男 36 茨城県
一般 11:30 130 佐藤 和幸 さとう かずゆき 男 37 座間市
一般 11:30 131 前田 直昭 まえだ なおあき 男 38 小田原市
一般 11:30 132 大橋 隆幸 おおはし たかゆき 男 38 静岡県
一般 11:30 133 小川 圭亮 オガワ ケイスケ 男 38 東京都
一般 11:30 134 村嶋 芳樹 むらしま よしき 男 38 千葉県
一般 11:30 135 大野 俊秀 おおの としひで 男 38 鎌倉市
一般 11:30 136 山田 晃嗣 やまだ あきつぐ 男 39 東京都
一般 11:30 137 山下 武史 やました たけふみ 男 39 川崎市
一般 11:30 138 川崎 智之 かわさき ともゆき 男 39 東京都
一般 11:30 139 滝田 大介 たきた だいすけ 男 39 平塚市
一般 11:30 140 飯田 壮平 いいだ そうへい 男 39 栃木県
一般 11:30 141 山田 賢一 やまだ けんいち 男 39 横浜市
一般 11:30 142 栗本 航 くりもと わたる 男 39 相模原市
一般 11:30 143 村木 拓磨 むらき たくま 男 40 大和市
一般 11:30 144 内田 正喜 うちだ まさよし 男 40 横浜市
一般 11:30 145 金森 秀晃 かなもり ひであき 男 40 東京都
一般 11:30 146 田渕 幸寿 たぶち ゆきなが 男 41 東京都
一般 11:30 147 石川 広親 いしかわ ひろみ 男 41 静岡県
一般 11:30 148 阿部 忠順 あべ ただよし 男 41 川崎市
一般 11:30 149 田尻 健 たじり たけし 男 41 横浜市
一般 11:30 150 福田 徹也 ふくだ てつや 男 41 川崎市
一般 11:30 151 中丸 隆一郎 なかまる りゅういちろう 男 41 横浜市
一般 11:30 152 乾 真人 いぬい まさと 男 41 東京都
一般 11:30 153 玉手 清貴 たまて きよたか 男 41 厚木市
一般 11:30 154 中嶋 忍 なかじま しのぶ 男 42 横浜市
一般 11:30 155 鈴木 伸 すずき しん 男 42 横浜市
一般 11:30 156 中野 靖士 なかの やすし 男 42 茅ヶ崎市
一般 11:30 157 都築 隆之 つづき たかゆき 男 42 静岡県
一般 11:30 158 江藤 競 えとう けい 男 43 伊勢原市
一般 11:30 159 秋山 隆信 あきやま たかのぶ 男 43 平塚市
一般 11:30 160 鈴木 裕二 すずき ゆうじ 男 43 平塚市
一般 12:05 161 鉱 太一 あらがね たいち 男 43 埼玉県
一般 12:05 162 菅井 大紀 すがい たいき 男 43 北海道
一般 12:05 163 水谷 武司 みずたに たけし 男 43 東京都
一般 12:05 164 栗原 誠仁 くりはら しげよし 男 44 横浜市
一般 12:05 165 竹下 芳裕 たけした よしひろ 男 44 小田原市
一般 12:05 166 龍崎 直之 りゅうざき なおゆき 男 44 大和市
一般 12:05 167 前田 英樹 まえだ ひでき 男 44 横浜市
一般 12:05 168 志村 和臣 しむら かずおみ 男 44 青森県
一般 12:05 169 中野 雅孝 なかの まさたか 男 44 千葉県
一般 12:05 170 澤地 勝哉 さわち かつや 男 45 小田原市
一般 12:05 171 門馬 時彦 もんま ときひこ 男 45 横浜市
一般 12:05 172 宮坂 岳 みやさか がく 男 45 川崎市
一般 12:05 173 森川 正人 もりかわ まさと 男 45 東京都
一般 12:05 174 末田 展乃 すえた のぶゆき 男 46 東京都
一般 12:05 175 渋井 信治 しぶい しんじ 男 46 埼玉県
一般 12:05 176 吉田 昌弘 よしだ まさひろ 男 46 東京都
一般 12:05 177 尾頭 剛 おがしら たけし 男 46 千葉県
一般 12:05 178 湯木 正史 ゆき まさし 男 47 愛知県
一般 12:05 179 川崎 茂 かわさき しげる 男 47 鎌倉市
一般 12:05 180 藤井 雅則 ふじい まさのり 男 47 静岡県
一般 12:05 181 中林 博 なかばやし ひろし 男 48 横浜市
一般 12:05 182 清水 敬太 しみず けいた 男 48 東京都
一般 12:05 183 名川 進 ながわ すすむ 男 48 横浜市
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一般 12:05 184 中野 景太 なかの けいた 男 49 横浜市
一般 12:05 185 鶴見 隆 つるみ たかし 男 49 藤沢市
一般 12:05 186 平出 善男 ひらいで よしお 男 49 藤沢市
一般 12:05 187 中田 善康 なかだ よしやす 男 49 横浜市
一般 12:05 188 岩田 信宏 いわた のぶひろ 男 49 横浜市
一般 12:05 189 釘尾 成美 くぎお なるみ 男 50 東京都
一般 12:05 190 高橋 俊行 たかはし としゆき 男 50 藤沢市
一般 12:05 191 小清水 潔 こしみず きよし 男 52 真鶴町
一般 12:05 192 津下 清志 つげ きよし 男 52 横浜市
一般 12:05 193 酒井 宏和 さかい ひろかず 男 52 横浜市
一般 12:05 194 重松 史孝 しげまつ ふみたか 男 54 相模原市
一般 12:05 195 角 幸一 すみ こういち 男 54 小田原市
一般 12:05 196 坪井 修一 つぼい しゅういち 男 54 大阪府
一般 12:05 197 広瀬 雅樹 ひろせ まさき 男 54 横浜市
一般 12:05 198 阿部 功 あべ いさお 男 54 大和市
一般 12:05 199 中嶋 智紀 なかしま とものり 男 57 鳥取県
一般 12:05 200 御倉 直文 おんくら なおふみ 男 57 横浜市
一般 12:05 201 冨田 真明 トミタ マサアキ 男 58 横浜市
一般 12:05 202 安室 晴道 やすむろ みち 男 68 横浜市
一般 12:05 203 木村 寿朗 きむら としろう 男 71 大阪府
一般 12:05 204 河端 征俊 かわばた ゆきとし 男 73 東京都
一般 12:05 205 神保 愃一 ジンボ ケンイチ 男 75 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 301 杉山 紅嶺 すぎやま あかね 女 6 小1 平塚市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 302 東度 和花 とうど のどか 女 6 小1 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 303 山梨 峰央 やまなし ねお 女 7 小1 静岡県
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 304 川端 梨聖 かわばた りさと 女 7 小1 茅ヶ崎市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 305 山田 以呂波 やまだ いろは 男 7 小1 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 306 今村 陸人 いまむら りくと 男 6 小1 小田原市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 307 亀村 理太郎 かめむら りたろう 男 7 小1 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 308 広方 駿 ひろかた しゅん 男 7 小1 川崎市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 309 高垣 陽悟 たかがき ひゅうご 男 6 小1 川崎市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 310 谷山 流啓 たにやま りゅうけい 男 7 小1 鎌倉市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 311 吉原 海翔 よしはら かいと 男 7 小1 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 312 石井 源 いしい みなと 男 7 小1 藤沢市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 313 安島 圭佑 あじま けいすけ 男 6 小1 綾瀬市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 314 川崎 航 かわさき わたる 男 6 小1 鎌倉市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 315 丸山 堅太郎 まるやま けんたろう 男 7 小1 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 316 森下 慶也 もりした けいや 男 6 小1 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 317 内山 眞之介 うちやま しんのすけ 男 6 小1 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 318 池見 洸紀 いけみ こうき 男 6 小1 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 319 近藤 琉生 こんどう るい 男 7 小1 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 320 上地 夏帆 かみち なつほ 女 8 小2 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 321 豊川 塔子 とよかわ とうこ 女 7 小2 藤沢市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 322 後藤 遥香 ごとう はるか 女 7 小2 藤沢市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 323 宮下 乙葉 みやした おとは 女 7 小2 大井町
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 324 尾形 心咲 おがた みさき 女 7 小2 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 325 本間 勇造 ほんま ゆうぞう 男 7 小2 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 326 平島 匠人 ひらじま たくと 男 7 小2 茅ヶ崎市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 327 和田 征大 わだ まさひろ 男 8 小2 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 328 松井 幹太 まつい かんた 男 7 小2 茅ヶ崎市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 329 佐藤 結希 さとう ゆうき 男 7 小2 伊勢原市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 330 安室 蒼 やすむろ あお 男 7 小2 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 331 大矢 凱 おおや がい 男 8 小2 藤沢市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 332 木崎 遼彦 きざき はるひこ 男 8 小2 大和市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 333 杉山 泰賀 すぎやま たいが 男 7 小2 藤沢市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 334 加藤 大慈 かとう たいじ 男 8 小2 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 335 笹川 大 ささがわ ひろ 男 8 小2 千葉県
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 336 池野 叶真 いけの とうま 男 8 小2 大和市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 337 神谷 大成 かみや たいせい 男 7 小2 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 338 飯田 峻太朗 いいだ しゅんたろう 男 8 小2 栃木県
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 339 堀内 翔太 ほりうち しょうた 男 8 小2 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 340 菅 洋一郎 かん よういちろう 男 8 小2 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 341 武藤 風雅 むとう ふうが 男 8 小2 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 342 宮本 和瑳 みやもと かずさ 男 7 小2 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 343 富田 雄貴 とみた ゆうき 男 8 小2 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 344 熊崎 颯大 くまざき そうた 男 7 小2 相模原市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 345 野島 弘之介 のじま こうのすけ 男 7 小2 千葉県
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 346 石川 小次郎 いしかわ こじろう 男 8 小2 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 347 伊藤 有理 いとう ゆり 女 9 小3 小田原市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 348 豊川 絵子 とよかわ えこ 女 9 小3 藤沢市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 349 伊藤 紗妃 いとう さき 女 9 小3 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 350 吉原 七海 よしはら ななみ 女 9 小3 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 351 樋口 瑠華 ひぐち るか 女 8 小3 相模原市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 352 向 こころ むかい こころ 女 8 小3 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 353 渡邊 千夏 わたなべ ちなつ 女 9 小3 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 354 水谷 奏音 みずたに かのん 女 8 小3 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 355 内田 結日奈 うちだ ゆひな 女 9 小3 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 356 生明 史帆 あざみ しほ 女 8 小3 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:15 357 山口 乃菜 やまぐち のな 女 9 小3 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 358 渋井 理紀 しぶい まさき 男 8 小3 埼玉県
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 359 嶋田 ジュリアン湊 しまだ じゅりあんみなと 男 8 小3 海老名市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 360 市野 玄大 いちの げんた 男 8 小3 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 361 奥井 昊希 おくい こうき 男 8 小3 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 362 小笠原 輝虎 おがさわら てとら 男 8 小3 埼玉県
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ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 363 小川 亮太郎 オガワ リョウタロウ 男 9 小3 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 364 酒井 脩平 さかい しゅうへい 男 9 小3 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 365 森下 翔太 もりした しょうた 男 9 小3 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 366 中山 睦基 なかやま むつき 男 9 小3 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 367 横堀 直希 よこぼり なおき 男 8 小3 小田原市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 368 大野 隼和 おおの はやと 男 9 小3 東京都
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 369 大野 徹太 おおの てった 男 8 小3 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 370 小林 嶺臣 こばやし れお 男 9 小3 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 371 浜田 翔衣 はまだ しょうい 男 9 小3 横須賀市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 372 輪島 悠太朗 わじま ゆうたろう 男 8 小3 横浜市
ｷｯｽﾞ１~３年 9:00 373 山本 璃空 やまもと リク 男 8 小3 千葉県
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 401 本山 藍 もとやま あい 女 9 小4 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 402 中村 彩乃 なかむら あやの 女 9 小4 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 403 北原 怜奈 きたはら れな 女 9 小4 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 404 吉原 杏菜 よしはら あんな 女 10 小4 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 405 原田 莉圭 はらだ りか 女 9 小4 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 406 唐澤 美翔 からさわ みか 女 10 小4 小田原市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 407 藤田 茉琳香 ふじた まりか 女 9 小4 平塚市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 408 幡野 竣 はたの しゅん 男 9 小4 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 409 石川 小太郎 いしかわ こたろう 男 9 小4 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 410 清水 脩志 しみず しゅうじ 男 9 小4 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 411 大野 凛多朗 おおの りんたろう 男 9 小4 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 412 川崎 真珠 かわさき しんじゅ 男 10 小4 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 413 加藤 康太 かとう こうた 男 9 小4 川崎市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 414 山本 隼輝 ヤマモト ハヤキ 男 9 小4 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 415 村岡 龍一 むらおか りゅういち 男 10 小4 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 416 末松 洋祐 すえまつ ようすけ 男 10 小4 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 417 村木 大河 むらき たいが 男 10 小4 大和市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 418 森内 昭公 もりうち あきひろ 男 10 小4 大和市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 419 菊地 凰介 きくち おうすけ 男 10 小4 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 420 澤地 雪峰 さわち ゆきみね 男 9 小4 小田原市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 421 塚田 航大 つかだ こうだい 男 9 小4 相模原市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 422 中村 洸太郎 なかむら こうたろう 男 9 小4 茅ヶ崎市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 423 桑原 大輔 くわはら だいすけ 男 10 小4 平塚市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 424 安室 雄二郎 やすむろ ゆうじろう 男 8 小4 埼玉県
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 425 本木 蔵人 もとき くらうど 男 9 小4 埼玉県
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 426 大野 綾音 おおの あやね 女 10 小5 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 427 北尾 杏樹 キタオ アンジュ 女 10 小5 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 428 田渕 美聡 たぶち みさと 女 10 小5 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 429 尾形 咲穂 おがた さきほ 女 10 小5 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 430 田村 笑愛 たむら えみな 女 10 小5 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 431 島崎 茉央 しまざき まお 女 10 小5 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 432 中嶋 香菜子 なかじま かなこ 女 10 小5 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 433 大矢 奈宝 おおや なほ 女 10 小5 藤沢市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 434 平島 美咲 ひらじま みさき 女 10 小5 茅ヶ崎市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 435 山口 カリナ小百合 やまぐち かりなさゆり 女 11 小5 茅ヶ崎市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 436 渡邊 心晴 わたなべ みき 女 11 小5 平塚市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 437 マッキントッシュ 百々子 まっきんとっしゅ ももこ 女 10 小5 栃木県
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 438 堺澤 舞香 さかいざわ まいか 女 11 小5 埼玉県
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 439 望月 星空 もちづき とすか 女 10 小5 静岡県
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 440 高部 穂波 たかべ ほなみ 女 10 小5 静岡県
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 441 児玉 崚 こだま りょう 男 10 小5 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 442 平塚 英一朗 ひらつか えいいちろう 男 11 小5 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 443 下田 優斗 しもだ ゆうと 男 11 小5 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 444 諸星 真優 もろほし まひろ 男 10 小5 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 445 谷本 智史 タニモト サトシ 男 11 小5 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 446 渡邊 大希 ワタナベ ダイキ 男 11 小5 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 447 東明 篤輝 しのあき あつき 男 11 小5 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 448 渡邉 太一 わたなべ たいち 男 10 小5 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 449 堀越 優翔 ほりこし ゆうと 男 11 小5 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 450 星野 太希 ほしの だいき 男 11 小5 小田原市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 451 中野 碧人 なかの あおと 男 10 小5 茅ヶ崎市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 452 川端 啓聖 かわばた けいしょう 男 10 小5 茅ヶ崎市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 453 鴇田 翔 ときた かける 男 11 小5 平塚市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 454 川野 遥大 かわの はると 男 11 小5 平塚市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 455 礒崎 将凱 いそざき まさかつ 男 10 小5 秦野市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 456 尾頭 海舟 おがしら かいしゅう 男 9 小5 千葉県
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 457 山崎 一吹 やまざき いぶき 男 11 小5 栃木県
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 458 比嘉 真浩 ひが まさひろ 男 10 小5 静岡県
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 459 山本 琉太 やまもと リュウタ 男 11 小5 千葉県
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 460 石川 はな いしかわ はな 女 12 小6 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 461 新田 和 にった のどか 女 11 小6 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 462 辻 陽花里 つじ ひかり 女 12 小6 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 463 マッキントッシュ 菜々子 まっきんとっしゅ ななこ 女 12 小6 栃木県
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 464 望月 南空 もちづき なすか 女 12 小6 静岡県
ｷｯｽﾞ４~６年 9:50 465 高部 春菜 たかべ はるな 女 12 小6 静岡県
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 466 近藤 慶次 こんどう けいじ 男 11 小6 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 467 吉田 圭汰 よしだ けいた 男 11 小6 東京都
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 468 永野 昇海 ながの しょうみ 男 11 小6 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 469 伊藤 颯汰郎 いとう そうたろう 男 11 小6 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 470 鈴木 真央 すずき まお 男 11 小6 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 471 古谷田 耀 こやた よう 男 11 小6 横浜市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 472 龍崎 翔太 りゅうざき しょうた 男 11 小6 大和市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 473 石綿 大暉 いしわた だいき 男 12 小6 小田原市
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ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 474 青柳 龍斗 あおやぎ りゅうと 男 11 小6 相模原市
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 475 永澤 稜丈 ながさわ りょうた 男 11 小6 千葉県
ｷｯｽﾞ４~６年 9:30 476 渋井 克紀 しぶい かつき 男 12 小6 埼玉県
ジュニア 10:10 501 川崎 梨紗 かわさき りさ 女 12 中1 鎌倉市
ジュニア 10:10 502 筒木 杏 つつき あんず 女 12 中1 東京都
ジュニア 10:10 503 田渕 美春 たぶち みはる 女 13 中2 東京都
ジュニア 10:10 504 原田 有彩 はらだ ありさ 女 13 中2 横浜市
ジュニア 10:10 505 戸井田 未来 といだ みく 女 14 中2 横浜市
ジュニア 10:10 506 山内 渚 やまうち なぎさ 女 14 中2 東京都
ジュニア 10:10 507 近藤 恵 こんどう めぐ 女 14 中3 東京都
ジュニア 10:10 508 守谷 一馬 もりや かずま 男 13 中1 東京都
ジュニア 10:10 509 小笠原 快斗 おがさわら かいと 男 12 中1 埼玉県
ジュニア 10:10 510 高見沢 凌介 たかみざわ りょうすけ 男 12 中1 開成町
ジュニア 10:10 511 本木 颯人 もとき はやと 男 13 中1 埼玉県
ジュニア 10:10 512 古谷田 貴斗 こやた たかと 男 14 中3 横浜市
ジュニア 10:10 513 高見沢 健太 たかみざわ けんた 男 15 中3 開成町
トラガール 10:10 551 谷本 友希 たにもと ゆうき 女 27 横浜市
トラガール 10:10 552 菅井 史 すがい ちか 女 33 北海道
トラガール 10:10 553 野島 由美子 のじま ゆみこ 女 35 千葉県
トラガール 10:10 554 大野 祐子 おおの ゆうこ 女 36 鎌倉市
トラガール 10:10 555 佐藤 妙子 さとう たえこ 女 38 東京都
トラガール 10:10 556 神谷 寛子 かみや ひろこ 女 38 東京都
トラガール 10:10 557 中野 優子 なかの ゆうこ 女 39 埼玉県
トラガール 10:10 558 濱田 万弓 はまだ まゆみ 女 40 大阪府
トラガール 10:10 559 荻原 敦子 おぎはら あつこ 女 40 横浜市
トラガール 10:10 560 京谷 美紀 きょうたに みき 女 40 藤沢市
トラガール 10:10 561 田多井 優子 たたい ゆうこ 女 41 東京都
トラガール 10:10 562 山口 マルラ やまぐち まるら 女 45 茅ヶ崎市

ちびっこファミリー

種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い
ちびっこファミリー 11:25 601 山本 亜矢 やまもと あや 女 1 静岡県
ちびっこファミリー 11:25 602 桑原 百芳 くわはら ももか 女 2 平塚市
ちびっこファミリー 11:25 603 須藤 里衣紗 すどう りいさ 女 2 横浜市
ちびっこファミリー 11:25 604 平山 美琴 ひらやま みこと 女 2 横浜市
ちびっこファミリー 11:25 605 永持 胡亜 ながもち こあ 女 2 東京都
ちびっこファミリー 11:25 606 石井 里伶咲 いしい りいさ 女 2 横浜市
ちびっこファミリー 11:25 607 佐藤 結芽 さとう ゆめ 女 3 横浜市
ちびっこファミリー 11:25 608 佐藤 咲希 さとう さき 女 4 伊勢原市
ちびっこファミリー 11:25 609 安室 藍 やすむろ らん 女 4 東京都
ちびっこファミリー 11:25 610 石井 まひろ いしい まひろ 女 4 東京都
ちびっこファミリー 11:25 611 高木 葵 タカギ アオイ 女 4 茅ヶ崎市
ちびっこファミリー 11:25 612 内田 里優 うちだ りゆ 女 4 横浜市
ちびっこファミリー 11:25 613 脇 侑希 わき ゆうき 女 4 東京都
ちびっこファミリー 11:25 614 内田 莉々子 うちだ りりこ 女 4 東京都
ちびっこファミリー 11:20 615 塚田 陽葵 つかだ ひまり 女 4 相模原市
ちびっこファミリー 11:20 616 市川 浬央 いちかわ りお 女 5 茨城県
ちびっこファミリー 11:20 617 森内 美月 もりうち みづき 女 5 大和市
ちびっこファミリー 11:20 618 山田 比歩未 やまだ ひふみ 女 5 東京都
ちびっこファミリー 11:20 619 成田 伊吹 なりた いぶき 女 5 東京都
ちびっこファミリー 11:20 620 渡辺 葵 わたなべ あおい 女 5 東京都
ちびっこファミリー 11:20 621 塚越 凜 つかこし りん 女 5 東京都
ちびっこファミリー 11:20 622 亀井 さくら かめい さくら 女 5 厚木市
ちびっこファミリー 11:20 623 永持 茉音 ながもち まいん 女 5 東京都
ちびっこファミリー 11:20 624 山田 唯花 やまだ ゆいか 女 5 横浜市
ちびっこファミリー 11:20 625 有賀 朱紀 あるが とき 女 5 相模原市
ちびっこファミリー 11:20 626 野島 ちもと のじま ちもと 女 5 千葉県
ちびっこファミリー 11:20 627 永山 栞 ながやま しおり 女 6 開成町
ちびっこファミリー 11:20 628 村木 玲菜 むらき れな 女 6 大和市
ちびっこファミリー 11:20 629 中村 美海 なかむら みうみ 女 6 茅ヶ崎市
ちびっこファミリー 11:20 630 田尻 晃久 たじり あきひさ 女 6 横浜市
ちびっこファミリー 11:20 631 吉田 有良 よしだ ゆら 女 6 東京都
ちびっこファミリー 11:20 632 川野 美颯 かわの みはや 女 6 平塚市
ちびっこファミリー 11:20 633 菊地 望桜 きくち みお 女 6 横浜市
ちびっこファミリー 11:20 634 栗本 環 くりもと たまき 女 6 相模原市
ちびっこファミリー 11:20 635 宮浦 咲空 みやうら さく 女 6 横浜市
ちびっこファミリー 11:20 636 山口 梨花 やまぐち りか 女 6 横浜市
ちびっこファミリー 11:20 637 島崎 菜央 しまざき なお 女 6 東京都
ちびっこファミリー 11:15 638 佐藤 敬人 さとう けいと 男 1 座間市
ちびっこファミリー 11:15 639 根本 舜太 ねもと しゅんた 男 2 藤沢市
ちびっこファミリー 11:15 640 稲田 はに甫 いなだ はにほ 男 2 横浜市
ちびっこファミリー 11:15 641 飯田 孝之介 いいだ こうのすけ 男 2 栃木県
ちびっこファミリー 11:15 642 齋藤 蓮太 さいとう れんた 男 3 横浜市
ちびっこファミリー 11:15 643 スキーツ 慈英 すきいつ じえい 男 3 横浜市
ちびっこファミリー 11:15 644 鈴木 春 すずき はる 男 3 平塚市
ちびっこファミリー 11:15 645 内田 夏之 うちだ なつゆき 男 3 東京都
ちびっこファミリー 11:15 646 亀井 健新 かめい けんしん 男 3 厚木市
ちびっこファミリー 11:15 647 久保村 珠嵐 くぼむら じゅらん 男 3 千葉県
ちびっこファミリー 11:15 648 京谷 優吾 きょうたに ゆうご 男 3 藤沢市
ちびっこファミリー 11:15 649 山根 碧 やまね あお 男 3 横浜市
ちびっこファミリー 11:15 650 佐藤 結人 さとう ゆいと 男 3 座間市
ちびっこファミリー 11:15 651 富田 智貴 とみた ともき 男 3 東京都
ちびっこファミリー 11:15 652 中村 洋之助 なかむら ようのすけ 男 4 茅ヶ崎市
ちびっこファミリー 11:15 653 丸橋 聡介 まるばし そうすけ 男 4 川崎市
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ちびっこファミリー 11:15 654 矢澤 賛太 やざわ さんた 男 4 東京都
ちびっこファミリー 11:15 655 明村 太陽 あけむら たいよう 男 4 小田原市
ちびっこファミリー 11:15 656 大野 快 おおの かい 男 4 鎌倉市
ちびっこファミリー 11:10 657 桑原 孝輔 くわはら こうすけ 男 5 平塚市
ちびっこファミリー 11:10 658 上田 眞大 うえだ まひろ 男 5 横浜市
ちびっこファミリー 11:10 659 山下 航 ヤマシタ コウ 男 5 東京都
ちびっこファミリー 11:10 660 横山 正宗 よこやま まさもと 男 5 横浜市
ちびっこファミリー 11:10 661 加藤 丈虎 かとう たけとら 男 5 川崎市
ちびっこファミリー 11:10 662 蓑口 碧海 みのぐち あおみ 男 5 東京都
ちびっこファミリー 11:10 663 菊江 諒成 きくえ りょうせい 男 5 伊勢原市
ちびっこファミリー 11:10 664 ABSOUS Clement あぶすー くれもん 男 5 横浜市
ちびっこファミリー 11:10 665 濱田 莉央 はまだ りお 男 5 大阪府
ちびっこファミリー 11:10 666 宇野 太陽 うの たいよう 男 5 葉山町
ちびっこファミリー 11:10 667 京谷 泰希 きょうたに たいき 男 5 藤沢市
ちびっこファミリー 11:10 668 あべ木 定都 あべき ていと 男 5 横浜市
ちびっこファミリー 11:10 669 坪井 飛來 つぼい とらい 男 5 大阪府
ちびっこファミリー 11:10 670 坪井 飛俐 つぼい あすり 男 5 大阪府
ちびっこファミリー 11:10 671 森下 智哉 もりした ともや 男 5 東京都
ちびっこファミリー 11:10 672 青柳 由羅 あおやぎ ゆら 男 5 相模原市
ちびっこファミリー 11:10 673 森田 堯成 もりた たかなり 男 5 横浜市
ちびっこファミリー 11:10 674 菅野 太壱 かんの たいち 男 5 東京都
ちびっこファミリー 11:10 675 浜田 煌士 はまだ こうし 男 5 横須賀市
ちびっこファミリー 11:10 676 久保 完太 くぼ かんた 男 5 東京都
ちびっこファミリー 11:10 677 平塚 祐二朗 ひらつか ゆうじろう 男 5 東京都
ちびっこファミリー 11:10 678 仁藤 愛翔 にとう まなと 男 5 横浜市
ちびっこファミリー 11:10 679 真野 きらり まの きらり 男 6 埼玉県
ちびっこファミリー 11:10 680 大矢 馳 おおや はせる 男 6 藤沢市
ちびっこファミリー 11:10 681 小笠原 慶侍 おがさわら けいじ 男 6 埼玉県
ちびっこファミリー 11:10 682 齋藤 祐空 さいとう たすく 男 6 東京都
ちびっこファミリー 11:10 683 北村 健隼 きたむら けんしゅん 男 6 東京都

スイムエンデューロ
種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛA 13:00 1 上地 さり かみち さり 女 44 横浜市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛA 13:00 2 阿井 妃呂美 あい ひろみ 女 44 静岡県
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛA 13:00 3 谷本 寛子 たにもと ひろこ 女 52 川崎市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛA 13:00 4 大内 智洋 おおうち ちひろ 男 20 東京都
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛA 13:00 5 阿竹 隼耶 あたけ じゅんや 男 21 埼玉県
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛA 13:00 6 杉田 真紀 スギタ マサキ 男 33 埼玉県
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛA 13:00 7 大木 悠治 オオキ ユウジ 男 37 横浜市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛA 13:00 8 宮川 敏哉 みやがわ としや 男 39 埼玉県
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛA 13:00 9 大岸 健治 おおきし けんじ 男 41 東京都
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛA 13:00 10 関 裕史 せき ひろし 男 42 川崎市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛA 13:00 11 須賀 篤史 すか あつし 男 42 埼玉県
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛA 13:00 12 田部井 義裕 たべい よしひろ 男 43 群馬県
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛA 13:00 13 福嶋 真理 ふくしま まこと 男 48 埼玉県
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛA 13:00 14 茂木 智 もてぎ さとし 男 49 埼玉県
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛA 13:00 15 江川 尚志 えがわ たかし 男 49 川崎市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛA 13:00 16 榎本 正 えのもと まさし 男 50 東京都
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛB 14:00 21 豊川 由紀 とよかわ ゆき 女 41 藤沢市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛB 14:00 22 森内 信公 もりうち のぶひろ 男 34 大和市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛB 14:00 23 幡野 大 はたの ひろし 男 41 東京都
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛB 14:00 24 藤田 悟 ふじた さとる 男 42 横浜市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛB 14:00 25 豊川 秀樹 とよかわ ひでき 男 47 藤沢市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛB 14:00 26 丸尾 昭二 まるお しょうじ 男 57 藤沢市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛB 14:00 27 小林 光則 こばやし みつのり 男 63 埼玉県
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛB 14:00 28 松岡 喜久夫 まつおか きくお 男 65 横浜市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛC 14:30 31 原田 有彩 はらだ ありさ 女 13 中2 横浜市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛC 14:30 32 堺澤 美奈子 さかいざわ みなこ 女 41 埼玉県
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛC 14:30 33 有賀 友紀子 あるが ゆきこ 女 44 相模原市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛC 14:30 34 安室 堅一郎 やすむろ けんいちろう 男 13 中1 埼玉県
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛC 14:30 35 二田 周士 ふただ しゅうと 男 13 中1 開成町
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛC 14:30 36 二田 卓士 ふただ たくと 男 13 中1 開成町
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛC 14:30 37 大内 佳志 おおうち かいし 男 16 高1 東京都
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛC 14:30 38 石井 智弘 いしい ともひろ 男 41 東京都
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛC 14:30 39 深井 克彦 ふかい かつひこ 男 44 東京都
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛC 14:30 40 木村 航士 きむら こうじ 男 45 横浜市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛC 14:30 41 小泉 治男 こいずみ ハルオ 男 48 海老名市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛC 14:30 42 濱道 克好 はまみち かつよし 男 50 横浜市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛC 14:30 43 小林 直人 男 58 川崎市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 51 豊川 塔子 とよかわ とうこ 女 7 小2 藤沢市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 52 豊川 絵子 とよかわ えこ 女 9 小3 藤沢市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 53 樋口 瑠華 ひぐち るか 女 8 小3 相模原市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 54 宮川 愛梨 みやがわ あいり 女 8 小3 埼玉県
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 55 原田 莉圭 はらだ りか 女 9 小4 横浜市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 56 島崎 茉央 しまざき まお 女 10 小5 東京都
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 57 渡邊 心晴 わたなべ みき 女 11 小5 平塚市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 58 高部 穂波 たかべ ほなみ 女 10 小5 静岡県
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 59 山下 ゆりあ やました ゆりあ 女 11 小5 二宮町
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 60 新田 和 にった のどか 女 11 小6 東京都
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 61 高部 春菜 たかべ はるな 女 12 小6 静岡県
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 62 真野 しおり まの しおり 女 12 小6 埼玉県
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 63 山口 祈良 やまぐち きら 女 12 小6 横浜市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 64 熊崎 颯大 くまざき そうた 男 7 小2 相模原市
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種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 65 森下 翔太 もりした しょうた 男 9 小3 東京都
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 66 中山 睦基 なかやま むつき 男 9 小3 横浜市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 67 大野 徹太 おおの てった 男 8 小3 横浜市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 68 小林 嶺臣 こばやし れお 男 9 小3 横浜市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 69 山口 舜太 やまぐち しゅんた 男 8 小3 横浜市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 70 加藤 康太 かとう こうた 男 9 小4 川崎市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 71 末松 洋祐 すえまつ ようすけ 男 10 小4 横浜市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 72 森内 昭公 もりうち あきひろ 男 10 小4 大和市
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 73 比嘉 真浩 ひが まさひろ 男 10 小5 静岡県
ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛD 12:35 74 堺澤 優喜 さかいざわ ゆうき 男 14 中2 埼玉県
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