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理事長 茂手木 直忠

内科・糖尿病代謝・小児科・人間ドック・健康診断

内科・小児科

月火水金

月 火 水 9:00～11:30・14:00～16:30
土 曜 日 9:00～11:30・14:00～15:30
木 曜 日 9:00～11:30

休 診 日 土曜日・日曜日・祝祭日

休 診 日 日曜日・祝祭日
～ 女性医師・専門医が在籍していますのでお気軽にご相談を ～

9:00～11:30
木 曜 日 9:00～11:30・15:00～17:30

医療法人社団医療法人社団 直心会直心会

轟健康クリニック
理事長 茂手木 直忠

医療法人社団医療法人社団 直心会直心会

轟 診 療 所轟 診 療 所

〒263-0021 千葉市稲毛区轟町1-13-3

TEL： 043-251-6297

● 内科一般診療 ●
平日はご来院が難しい場合でも、

当院は土曜日も受付しておりま

すので、小さな症状や日頃の不

調のご相談等いつでも受診くだ

● 健康診断 ●
来院での健康診断を各種行って

おります。

就職活動や入試等に必要な健診

をはじめ、乳幼児健診も行って

● 専門診療 ●
大学の医師によって専門的な診

療を行っています。

診療科については各曜日ごとに

異なりますので、詳細はホーム

案 内 図

診療受付時間

診療受付時間

〒260-0034 千葉市中央区汐見丘町

TEL 043-203-6663(外来診察)

043-203-6664(健診部)

糖尿病・禁煙・睡眠時無呼吸症候群などの生活習慣病の予防・管理に力を入れており

継続的な専門治療を行っていますので気になる症状のある方はお気軽にご相談ください
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ご挨拶

大会名誉会長

千葉県知事　森田健作
ごあいさつ

大会名誉副会長

千葉市長　熊谷俊人
ごあいさつ

「2017幕張チャレンジトライアスロンフェスタ」
が、全国各地から多くのトライアスリートを迎え、
今年も盛大に開催されますことをお慶び申し上げま
すとともに、620万県民を代表して、皆様を心から
歓迎いたします。

さて、2020年の東京オリンピック・パラリン
ピックでは、本大会の会場である、ここ幕張を中心
に８競技が開催されることから、県民のスポーツへ
の期待と関心はますます高まりを見せているところ
です。

また、昨年のリオデジャネイロオリンピック・パ
ラリンピックでは、トライアスロン競技の女子日本
代表として、千葉県ゆかりの選手４名が出場を果た
し、その雄姿は、多くの県民に勇気と感動を与えて
くれました。

このような中、子どもからトップアスリートまで
参加する本大会が、千葉県で開催されますことは、
トライアスロン競技の振興はもとより、2020年に
向けた気運を高めることに繋がり、「スポーツ立県
ちば」の一層の推進を目指す本県にとって、大変意
義深いことと考えております。

参加される選手の皆様には、日頃のトレーニング
の成果を存分に発揮され、見る人に感動を与える
レースの展開を期待するとともに、全国から集まっ
た多くの選手との交流を深め合い、思い出に残る大
会となることを願っています。

結びに、本大会の開催に御尽力された関係者の皆
様に深く敬意を表しますとともに、大会の御成功と
選手の皆様の御健闘をお祈り申し上げまして、あい
さつといたします。

「2017幕張チャレンジトライアスロンフェスタ」
が、市内外から大勢の方々にご参加いただき、盛大
に開催されますこと、97万人の市民を代表しまして、
心から歓迎申し上げます。

本大会の会場となります千葉市の幕張海浜公園一
帯は、日本一の長さを誇る人工海浜を有し、富士山、
東京スカイツリーを背景に東京湾を一望できるとと
もに、ウインドサーフィンなどのマリンスポーツを
はじめとして、様々なスポーツが盛んに行われてい
ます。

千葉市では、この海辺エリアをはじめ、その周辺
の活性化を図るため、新たな魅力づくりに取り組ん
でいく方向性を示した「海辺のグランドデザイン」
を昨年策定し、官民が連携を図りながら都市型ビー
チとしての可能性を追求しています。

このような中、開催される本大会は、初心者やお
子さんでも参加しやすい工夫やセミナーの開催など、
多くの方に競技の楽しさや素晴らしさに触れていた
だく機会が設けられており、トライアスロンの祭典
として、また、千葉市のスポーツ振興にとりまして
も、誠に意義深いことと思います。

出場される選手の皆様には、日頃のトレーニング
の成果を遺憾なく発揮され、レースを楽しみながら、
各々の目標を達成されますよう、心からご期待いた
します。

おわりに、本大会の開催にあたり、多大なご尽力
をされました千葉県トライアスロン連合及び千葉市
トライアスロン協会をはじめ、関係各位に深く敬意
を表しますとともに、大会のご成功と選手皆様のご
健闘をお祈りいたしまして、ご挨拶といたします。
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本日ここに、2017幕張チャレンジトライアスロ
ンフェスタを開催するにあたり、ご後援頂いた千葉
県、千葉市をはじめご後援各位、協賛各社には心か
ら感謝を申し上げます。
そして、全国各地よりご参加頂いたアスリートの

皆さまには心から歓迎を申し上げます。ようこそ、
千葉・幕張へ！

本大会は、1992年に千葉市が政令指定都市に移
行した記念大会として初めて開催されました。その
後、1998年から現在に至るまで2011年の大震災の
年を除いて毎年開催してまいりました。
都心からも近い『海浜幕張公園』で「初心者チャ

レンジ大歓迎」「親子で参加、親子で応援」「家族
や友達・同僚を誘って「リレー」で参戦」といった
大人からキッズまでの初心者のアスリートが気軽に
参加し、経験できる大会を目指して、アクアスロン
（個人、リレー）そしてトライアスロンもスプリン
ト（一般男子、レディース、U１９、リレー）、ママ
チャリチャレンジ、ジュニアスプリント、キッズス
プリント、トライアスロン駅伝と様々な競技種目を
設けています。

それぞれの目標に合わせて、楽しく身体を動かし、
練習では得られない貴重な体験をしていただければ
と思っております。

2020年に東京オリンピックが開催される事とな
り、トライアスロン競技に対する期待と関心は日に
日に高まっています。本大会にはたくさんの小学生
中学生アスリートが参加してくれていますが、もし
かすると未来のオリンピアンが出場しているかもし
れません。本大会が、将来の大きな舞台への架け橋
となることを切に願っております。

最後に、参加されました選手皆さまのご健闘をお
祈り申し上げるとともに、国内および千葉県内のさ
らに飛躍的な競技人口の増加、そしてトライアスロ
ンの振興と今後の益々の発展を期待しまして挨拶と
いたします。

幕張チャレンジトライアスロンフェスタが、今年
も多くの参加者のもとで盛大に開催されますことを、
関係者皆様のご尽力の賜物と心から感謝し、御礼を
申し上げます。
本大会は、日本最長の総延長を誇る人口海浜と市
民の憩いの場である幕張海浜公園が舞台となり、自
然との調和を存分に味わえる競技コースが魅力です。
大会テーマの「チャレンジとフェスタ（お祭り）」
によって、幕張ならではのお祭りムードが、スイ
ム・バイク・ランに挑む選手たちのチャレンジ精神
を引き立てるに違いありません。
私は、1998年から救護医師として毎年お手伝い
させていただくようになりました。4年前からは初
日の10Kmロードレースに続いて、2日目にアクア
スロン、スプリントタイプの一般・キッズ・ジュニ
ア・リレートライアスロンと、比較的初心者でも参
加しやすい内容で、多くのアスリート・市民ラン
ナー・自転車競技愛好者・水泳競技愛好者にも親し
みやすい大会として愛されるようになっております。
競技内容はリスクが少ないようですが、油断して
悪コンディションで参加をしたり、頑張りすぎたり
すると事故に繋がるかもしれませんので、必ず体調
を整えて、無理をしないで出場されますようにお願
いするとともに、初心者の方にはトライアスロンの
ルールをよく学んでいただき、練習では得られない
貴重な体験を、身を持って感じていただければと
思っております。
本大会の開催にあたり、ご協力をいただきました
多くの企業・団体と地元ボランティアの皆様に厚く
御礼申し上げます。幕張チャレンジトライアスロン
フェスタが、選手たちと地域社会との交流の場とな
ることを期待して、挨拶とさせていただきます。

大会会長
千葉県トライアスロン連合

会長　 臼井　正一
ごあいさつ

大会実行委員長
千葉市トライアスロン協会

会長　茂手木直忠
ごあいさつ
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大会役員・実行委員会・審判名簿

大 会 役 員

実 行 委 員

運 営 体 制

審 議 委 員 会

各 審 判 長

大会名誉会長
大会名誉副会長
大会名誉副会長
大会会長
大会副会長
大会副会長
大会副会長

大会実行委員長
大会実行副委員長
大会実行副委員長
大会実行委員
大会実行委員
大会実行委員
大会実行委員
大会実行委員
大会実行委員
大会実行委員
大会実行委員
大会実行委員
大会監事
大会監事

運営委員
運営委員
運営委員
運営委員
運営委員
運営委員
運営委員
競技委員
競技委員・技術代表
競技委員
競技委員
救護委員
救護委員
総務委員
総務委員
事務局

大会実行委員長
大会実行副委員長
競技委員・技術代表

チャレンジトライアスロン（駅伝、一般、レディース、U19、リレー）  
キッズ/ジュニアスプリント選手権・ママチャリチャレンジ・チャレンジアクアスロン  

千葉県知事
千葉市長
公益社団法人日本トライアスロン連合
千葉県トライアスロン連合
千葉県トライアスロン連合
千葉市トライアスロン協会
公益社団法人日本トライアスロン連合

千葉市トライアスロン協会
千葉市トライアスロン協会
千葉県トライアスロン連合
千葉市トライアスロン協会
千葉県トライアスロン連合
千葉県教育庁教育振興部体育課
千葉市市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課
千葉市市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課
公益財団法人千葉市スポーツ振興財団
公益財団法人千葉市スポーツ振興財団
ベイタウン商店会
打瀬地区スポーツ振興会
千葉県トライアスロン連合
千葉市トライアスロン協会

千葉市トライアスロン協会
千葉市トライアスロン協会
千葉市トライアスロン協会
千葉市トライアスロン協会
千葉市トライアスロン協会
千葉市トライアスロン協会
千葉県トライアスロン連合
千葉県トライアスロン連合
千葉県トライアスロン連合
千葉県トライアスロン連合
千葉県トライアスロン連合
千葉市トライアスロン協会
千葉市トライアスロン協会
千葉県トライアスロン連合
千葉県トライアスロン連合
NPO法人京葉インターナショナルスポーツ倶楽部

千葉市トライアスロン協会
千葉県トライアスロン連合
千葉県トライアスロン連合

会長
会長
副会長
最高名誉顧問
専務理事

会長
副会長
競技普及アドバイザー
理事長
理事長

会長
会長
監事
監事

理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事

理事
会長
理事
顧問
事務局長

会長
競技普及アドバイザー
理事

森田健作
熊谷俊人
國分孝雄
臼井正一
石毛之行
林昇志
大塚眞一郎

茂手木直忠
天野行雄
園川峰紀
清宮友三
小田英男
前田啓一
内山拓之
竹内祐太朗
野ヶ峯英起
布施繁
山根治仁
内田隆
近藤常治
増田幸雄

高橋透
長谷川満彦
近藤常治
山本文忠
西山博之
野畑潤
塚原登
伊藤一博
小室博之
浦邉憲之
田口留美子
茂手木直忠
石井なおみ
内田隆
長島三佳

茂手木直忠
園川峰紀
小室博之

浦邉憲之
田口留美子



Sales
Planning
営業・企画

Design
DTP
デザイン・制作

Printing
印刷

Aftercare
アフター・ケア

エーワンネットワーク有限
会社

〒273-0015　船橋市日の出2-2-13 第2ナカイチビル102

047（437）6208TEL.
〒266-0026　千葉市緑区古市場町474-254船橋本社 千葉支店

043（266）0911TEL.

企画からデザイン・印刷までトータルサポート。企画からデザイン・印刷までトータルサポート。
印刷のことなら
おまかせください！

チラシ、ポスター、
パンフレット、帳票類、
カタログからシール、名刺、封筒まで

企画力と最新技術で
みなさまのお役に立ちます！
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大会概要

●大会名：第１回幕張トライアスロン駅伝大会 
　　　　　2017幕張チャレンジトライアスロンフェスタ
●開催日：2017年6月18日（日）
　　　　　第１回幕張トライアスロン駅伝
　　　　　幕張チャレンジアクアスロン・トライアスロン 
●会　場：千葉県幕張海浜公園＆
　　　　　ZOZOマリンスタジアム周辺、特設会場
●主　催：２０１７幕張チャレンジトライアスロンフェスタ実行委員会
　　　　　［構成団体］千葉県トライアスロン連合
　　　　　　　　　　千葉市トライアスロン協会
　　　　　　　　　　千葉県教育委員会
　　　　　　　　　　千葉市
　　　　　　　　　　公益財団法人千葉市スポーツ振興財団
　　　　　　　　　　幕張ベイタウン商店街振興組合
　　　　　　　　　　打瀬地区スポーツ振興会
●主　管：千葉県トライアスロン連合、

千葉市トライアスロン協会
●後　援：千葉県、千葉県教育委員会、千葉市、

千葉市教育委員会、
公益財団法人千葉県体育協会、
公益財団法人千葉市スポーツ振興財団

●特別協賛：株式会社千葉銀行、
東日本旅客鉄道株式会社、
ヨネックス株式会社、株式会社日本旅行、
北千葉整形外科

●協　賛：轟健康クリニック、株式会社グリーンタワー、
フェリック株式会社、山崎製パン株式会社、
インドカレーサーラ、
フリートバイク＆トライアスロン

●大会協力：千葉市美浜消防署、千葉市立打瀬中学校、
千葉県立幕張総合高校、神田外語大学、
順天堂大学ライフセービング部、
北千葉整形外科、アクア鍼灸整骨院、
東京スポーツ・レクリエーション専門学校

●運営協力：NPO法人京葉インターナショナルスポーツ倶楽部

●競技内容：
①第１回幕張トライアスロン駅伝大会
　3名1組の駅伝タイプ、各自が3種目を行う
　スイム750m／バイク16km／ラン5㎞

②チャレンジアクアスロン
　スイム750m／ラン5㎞

③幕張チャレンジトライアスロン
・一般スプリント、レディーススプリント、
　U19スプリント、リレーの部
　スイム750m／バイク16km／ラン5km
・キッズスプリント選手権
　スイム50m／バイク2km／ラン600m
・ジュニアスプリント選手権
　スイム100m／バイク4.0km／ラン1.25km
・ママチャリチャレンジ
　スイム100m／バイク4.0km／ラン1.25km

●表彰
各カテゴリー
男子　44歳以下
男子　45歳以上
女子　44歳以下
女子　45歳以上

リレー

男子
女子
男子
女子
総合
―
男子
女子

千葉県選手権
男子
女子

千葉県選手権

1位
上位3位
上位3位
上位3位
上位3位
総合上位3位

総合上位3位と年代別1位
総合上位3位と年代別1位

上位3位
上位3位
上位3位
上位3位
各学年1位
各学年1位
男女1位
各学年1位
各学年1位
男女1位

①幕張トライアスロン駅伝大会

②チャレンジアクアスロン

③チャレンジトライアスロン  
・一般スプリントの部  
・レディーススプリントの部  
・U19の部  
・U19の部  
・ママチャリチャレンジ  
・リレーの部  

・キッズスプリント選手権  
  
  
・ジュニアスプリント選手権
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＜ローカルルール他＞
本大会は、公益社団法人日本トライアスロン連合競技
規則を適用しますが、下記のローカルルール等を優先適
用します。熟読の上参加されますようお願い致します。
競技全般
●ルールの遵守　事前に競技規則やローカルルールを
十分に理解し、他選手と協調しながら快適なレース環
境の確保に努めてください。
●荷物預り所　受付テント付近に用意します。貴重品
を除く荷物の受け取りを参加者一人一個のみ行ってい
ます。貴重品の管理は各自の責任とし、主催者は一切責
任を負いません。
●悪天候時の措置　雨天でも決行します。ただし、天
候や競技環境が悪化した場合は、距離短縮や競技内
容を変更することがあります。最悪の場合は競技を中止
することもあります。
●着替え場所　受付テント付近に着替え用のテントを
用意しますのでご自由にお使いください。（選手・保護
者・係員のみ利用可能です。）
●レースナンバー　スイムは両腕、ウェットスーツがフル
スーツの場合は手の甲にマジックではっきりと記入して
ください。主催者が配付するレースナンバー（ゼッケン）
は上半身のウェア前後の見えやすい位置にしっかりと付
けてください。バイクとランでウェアを替える場合は、バ
イクは背面、ランは前面にそれぞれ付けてください。ナン
バーベルトの使用は可とします。なお、ヘルメットのス
テッカーは前面に、バイク用のステッカーはサドル下部
のバイクフレームの左面によく見えるように貼ってくだ
さい。
●レースウェア　フロントジッパーなしのウェアを推奨
します。フロントジッパー付きのウェア（バイクジャージ
など）も着用可能ですが、ジッパーは完全に上まで上げ
て開かない状態で使用してください。
●出場辞退　大会当日体調に少しでも不安がある場合
は、無理をせず出場を辞退してください。
●途中棄権の申告　途中棄権する場合は審判員に申
告してください。この場合、アンクルバンドは審判員に手
渡すか大会本部へ返却してください。
●周回チェック　競技中の周回数を係員が教えること
はできません。各自で責任をもって確認してください。
なお、周回が足りない場合は失格となります。
●制限時間　スイム終了時スタートから30分後、バイク
終了時スタートから1時間30分後、フィニッシュはスター
トから1時間50分後です。制限時間を過ぎた場合は競技
を中止とする場合があります。

●トランジションエリア　エリアには所定の場所から
出入りしてください。エリア内への立ち入りは、選手以外
の方はできません。また、競技に必要な最低限の荷物
だけを持ち込むようにして下さい。
競技終了後の同エリアの開放（バイクの引き取り）は、
場内アナウンスに従ってください。
●リザルト　公式記録（リザルト）は大会終了後数日以
内に大会公式ホームページに掲載します。当日の発行は
ありません。
●競技中の事故については、応急処置のみ主催者側で
行いますが、その後の責任は負いません。各自十分に注
意して下さい。（主催者で傷害保険に加入しますが、内
科疾患などによる入院などについては、保険は適用され
ませんのでご了承ください。競技中の事故に等につきま
しては、その保険の範囲のみの適用とさせて頂きますの
でご了承ください。）
●緊急時は、いかなる場合でも緊急車両の走行を優先
します。選手は救急車の走行の妨げにならないようにし
てください。
スイム
●スイムキャップ　主催者が用意したスイムキャップを
着用して下さい。忘れた場合は有料となります。
●ウェットスーツ　アクアスロン・駅伝・スプリント
（U19・一般・レディース・リレー）は着用を義務とします。
キッズ・ジュニア・ママチャリチャレンジは着用推奨です。
●アンクルバンド　タイム計測用に足首に巻くバンドで、
スタート前にスイム会場で配布します。受け取ったらすぐ
に足首に巻き、フィニッシュまで装着して下さい。フィ
ニッシュ後は必ず返却して下さい。紛失すると有料なの
で大切に扱いましょう。
バイク
●駅伝・一般スプリント・チームリレー　ロードレー
サーでの参加が基本となります。クロスバイクで参加の
場合はドロップハンドルを使用の上、スタンド・ライトな
どの装備品は外し、サイクルメーターを着用ください。
キッズ・ジュニアはマウンテンバイク・普通自転車でも可
とします。
●ママチャリチャレンジは、普通自転車（シティサイク
ル）のみ可となります。アシスト付き不可。
●給水所（エイドステーション）　バイクコース上には
設置しません。水分の補給は各自で準備をお願いしま
す。ボトルホルダーに合うサイズのボトルを、必ず使用し
てください。ホルダーに合わないペットボトル他の使用
は、競技中落下の危険が有りますので使用禁止とします。



●サイクルメーター　周回数が多いので、装着を推奨し
ます。周回数については、選手自身が責任を持って管理
してください。大会出場の前に、必ず装置の確認をして
下さい。
●ヘルメット　会場及びコース上では、バイク乗車時は
競技中および競技前後ともに着用を義務とします。なお、
カメラ等の装着品は認められません。
●ドラフティング　禁止です。
また、他の選手をブロックすることのないようキープレフ
トを心がけて走行してください。
【補足】
★TTバイク（ブルーホーン＋DHバー）について
バイクコースが周回コースの為、多くの選手がコース上
を走行していて、DHポジションでの走行には適しませ
ん。ハンドル操作・ブレーキ制御しやすいドロップハン
ドルを推奨しています。
★ヘルメットについて
強度が充分である事を確認して使用して下さい。中には、
強度が不足しているヘルメットもありますので、大切な
ご自身の頭を守る為にも、UCIまたはJCFなどマーク付
きのヘルメットをご使用下さい。
分からない場合はお近くの自転車ショップに尋ねて下さ
い。尚、TTヘルメットの使用は控えください。
ラン
●給水所（エイドステーション）コース上に1箇所、フィ
ニッシュ付近に1箇所設置します。
●同伴フィニッシュ　他の競技者の妨げにならない範
囲で選手の家族のみ認めます。フィニッシュゲート手前
の待機ゾーンで待機してください。競技の終了した選手
はナンバーを外してください。
駅伝
●1人３種目（スイム＋バイク＋ラン）を3名で引き継いで
行う競技です。
●引継ぎとバトンゾーン  特設のバトンゾーンを設けま
す。次の走者はそこで待機し、前走者からゾーン内でア
ンクルバンドを「バトン」として引継ぎます。
アンクルバンドの取り外しは、次の走者が手伝う事がで
きません。
●トランジション　トランジションエリア内へ競技中に
入る場合、審判の指示に必ず従って下さい。他の競技
者へ進路妨害となった場合、ペナルティや失格となる場
合があります。
●繰り上げスタート　3走のみ1走スタート後3時間後に
繰り上げスタートとなります。
●エントリー後の駅伝メンバーの変更はできません。

●2名での参加も可としますが表彰対象外となります。
●①スイム時のウェットスーツのチーム内での共用は条
件付きで認められる場合があります。
●②バイクについて、チーム内での共用は条件付きで認
められる場合があります。
●上記①②のウェットスーツ・バイクについて、条件付き
で、チーム内で共用ができます。
　＜条件＞事前に必ず大会事務局へ申告をして、許
　　　　　可されたチームのみ可となります。
　　　　　申告のない場合は、出場をとりやめて頂
　　　　　きます。
　　　　　ウェットスーツ、バイクともに共用する
　　　　　際は必ずサイズ合わせを行うこと。
　　　　　無理なサイズでのスイム、バイクは、大
　　　　　変危険ですのでおやめください。
　　　　　審判による判断で、出場を取りやめてい
　　　　　ただく場合もあります。
リレー
●1人1種目（スイム・バイク・ラン）を3名、または（スイ
ム・ラン）2名で行うリレー競技です。
●引継ぎとリレーゾーン  特設のリレーゾーンを設けま
す。次の走者はそこで待機し、前走者からゾーン内でア
ンクルバンドを「バトン」として引継ぎます。
アンクルバンドの取り外しは、次の走者が手伝う事がで
きません。
●トランジション　トランジションエリア内へ競技中に
入る場合、審判の指示に必ず従って下さい。他の競技
者へ進路妨害となった場合、ペナルティや失格となる場
合があります。
●エントリー後のチームメンバーの変更はできません。
●トライアスロンリレーは2名での参加も可としますが表
彰対象外となります。

＜写真撮影などについて＞
写真・ビデオの撮影について
選手の家族、応援者に限り撮影を認めます。希望される
方は大会本部で撮影届の手続きをお願いします。最近ト
ライアスロン競技会場で不健全な目的での写真やビデ
オの盗撮(透撮)が問題となっております。その為、会場
で写真やビデオを撮影されている方に、大会関係者が
声をおかけする場合がございますので、事情をご理解
の上、ご協力をお願いいたします。

楽しい思い出と共にゴミは持ち帰りましょう！
ご協力ありがとうございます。
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＜スイム時における「レスチューブ」の装着に関
するローカルルール＞
本大会では、スイム競技時の膨張式緊急浮力体（以下
「レスチューブ」といいます。）の装着について公益社団
法人日本トライアスロン連合競技規則における禁止用
具とみなさないこととしましたので、下記のローカルルー
ル等を優先適用します。熟読の上使用されますようお願
い致します。
装着に関する事項
●ウエットスーツのほか安全を自分で守るためのもので
す。泳力に自信のないままでスタートとならないよう、練
習に励んで大会に参加してください。
●レンタル又は当日購入の方は大会受付時又はスイム入
水までにレスチューブ専用ブースで器具を受取り、装着
並びに使用方法について確認してください。
●スイム入水時までに装着を完了してください。
●使用した選手はスイムアップ時に審判員がレースナン
バーの確認をしますのでご協力ください。
●器具は、スイムアップ時にレスチューブ置き場を設け
ますので、そこで取りはずしてください。特に膨張したレ
スチューブはトランジションに持込めません。なお、レン
タル品はレスチューブ置き場で回収します。

使用に関する事項
●ブイ・コースロープ・サーフボード等につかまり休息す
ることと同様に使用することができるものであり、膨張
させた器具につかまる等の状態のまま前進することは、
もちろんＤＱ（失格）となります。
●器具を使用して休憩している際はコース端に寄って静
止してください。
●泳力に自信のない方は後方よりスタートすることをお
勧めします。
●安全に係る器具です。心身の安全に不安を感じたら
記録にこだわらず躊躇せず使用してください。なお、器
具の使用に係る固有の事故等について、主催者は責任
を負うものではありません。
記録に関する事項
●装着しても使用しなかった場合は、装着しない場合
と区別せずに計時・順位の記録を行います。
●使用した（膨張させた）場合には計時は行いますが、
順位の記録は行わず表彰対象となりません。
●使用した（膨張させた）後、競技を継続しフィニッ
シュした場合のリザルトの表示は、ＤＮＳ・ＤＮＦ・ＤＱ
とはせず、計時記録とともに通常の完走者の次に掲載
します。
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スケジュール

2017幕張チャレトラ公式スケジュール
（場所はコースマップを参照ください）

ZOZOマリスタ・Lゲート前
ZOZOマリスタ・Lゲート前
集合：大会本部前
集合：大会本部前
ZOZOマリスタ・Lゲート前

ZOZOマリスタ・Lゲート前
トランジションエリア
幕張海浜公園特設会場
幕張海浜公園特設会場
ZOZOマリスタ・Lゲート前
幕張の浜
幕張の浜
幕張の浜
幕張の浜
幕張の浜
幕張の浜
幕張の浜
ZOZOマリスタ・Lゲート前
幕張の浜
幕張の浜
幕張の浜
幕張の浜
ZOZOマリスタ・Lゲート前
幕張の浜
幕張の浜
幕張の浜
ZOZOマリスタ・Lゲート前
ZOZOマリスタ・Lゲート前
トランジションエリア
幕張の浜
幕張の浜
幕張の浜
幕張の浜
幕張の浜
幕張の浜

トランジションエリア
ZOZOマリスタ・Lゲート前

トライアスロン駅伝、トライアスロン、アクアスロンへ出場の皆さまへ
★一般スプリント（U19も含む）のトランジションエリアへの搬入は7：00～7：55のみとなりますので、お間違えのないよう
ご注意ください。  
★★バイク・ランコースの試走は7：00～7：45のみ行えます。バイク試走時は、必ずシューズとヘルメットをご着用ください。
※ナンバリング各選手が行うよう、お願いします。
※各部門、それぞれのトランジション搬入時間内に、バイク・シューズなどのセッティングを行って下さい。
※競技終了後、トランジションエリアからのバイク等の搬出は、会場アナウンス、あるいは審判の指示に従って下さい。

スケジュール 場　所6月17日（土）

スケジュール 場　所6月18日（日）

13:30～17:00
13:50～14:20
14:30～15:15
15:25～16:10
16:20～17:10

06:30～07:45
07:00～07:55
07:00～07:45
07:00～
08:00～
08:30～
08:45～
08:50～
08:45～
09:00～
09:00～
09:15～
09:30～10：00
09:30～
09:45～
10:00～
10:15～
10:45～11:00
11:15～
11:30～
11:45～
12:30～13:00
12:00～12:30
12:30～12:50
12:55～
13:10～
13:13～
13:15～
13:30～
13:33～
　　　～14:00
　　　～14:30
14:00～14:30

選手受付
競技説明会
バイク『今から速くなる方法』セミナー／オープンウォータースイム（OWS）セミナー1回目
バイク『今から速くなる方法』セミナー／オープンウォータースイム（OWS）セミナー2回目
競技説明会

選手受付（キッズ・ジュニアは9:30まで）
一般スプリント（U19も含む）／選手ナンバリング・トランジション搬入★
全部門／バイク・ランコース試走★★
アクアスロン＆一般スプリントの部／スイムウォーミングアップ
開会式＆競技説明会
8:45＆8:50スタート招集／アンクルバンド配布・注意事項
トライアスロン駅伝・U19男子・リレースプリントスタート
レディース・U19女子スプリントスタート
アクアスロン招集／アンクルバンド配布・注意事項
アクアスロンスタート
第１ウェーブ招集／アンクルバンド配布・注意事項
第１ウエーブスタート／一般スプリント（20歳代、40～44歳）
ママチャリチャレンジ選手受付＆説明会
第２ウェーブ招集／アンクルバンド配布・注意事項
第２ウェーブスタート／一般スプリント（45～49歳、60歳代、70歳代）
第３ウェーブ招集／アンクルバンド配布・注意事項
第３ウェーブスタート／一般スプリント（30歳代、50歳代）
アクアスロン／メダルセレモニー
ママチャリチャレンジ招集／アンクルバンド配布・注意事項
ママチャリチャレンジスタート
第3走繰り上げスタート（トライアスロン駅伝）
トライアスロン／メダルセレモニー
キッズ・ジュニアスプリント選手権／競技説明会
キッズ・ジュニアスプリント選手権／選手ナンバリング・トランジション搬入
ジュニアスプリント招集／アンクルバンド配布・注意事項
ジュニアスプリント選手権・女子スタート
ジュニアスプリント選手権・男子スタート
キッズスプリント招集／計測アンクルバンド配布・注意事項
キッズスプリント選手権・女子スタート
キッズスプリント選手権・男子スタート
競技終了
（予定）全部門／トランジション搬出
トライアスロン駅伝・ジュニア・キッズスプリント選手権／メダルセレモニー
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トライアスロン駅伝・トライアスロン・アクアスロン選手名簿

RACENO チーム名/氏名 担当
RACENO チーム名/氏名 担当 RACENO 氏名 都道府県 RACENO チーム名/氏名 担当

一島 英聖 1走 101 佐藤 姫夏 千葉県
佐藤 桂一 2走 竹田 雄太 スイム 102 座間 奈美 千葉県 佐藤 玲 スイム
塩田 尚希 3走 沢田 豊 バイク 103 辻 佑美 千葉県 吉田 陽子 ラン

多田 興真 ラン 104 白勢 統子 神奈川県
谷内 章高 1走 105 安見 里香 千葉県 芳賀 俊夫 スイム
坂本 篤 2走 長里 稔 スイム 106 鬼柳 純子 岩手県 斉藤 直子 ラン
久保田 行彦 3走 田中 章夫 バイク

豊田 真一 ラン RACENO 氏名 都道府県 堀 裕子 スイム
田中 輝政 1走 107 岩佐 光起 千葉県 小川 圭介 ラン
小林 雄一郎 2走 渡辺 圭 スイム 108 和仁 崇博 千葉県
山崎 克偉 3走 福田 幹也 バイク 109 塩田 勝之 東京都 大森 潤 スイム

伊勢 公一 ラン 110 濱地 裕史 千葉県 大森 純子 ラン
111 戸田 優輝 東京都

中村 英樹 スイム 112 廣澤 貴行 千葉県 日比野 健介 スイム
RACENO 氏名 都道府県 武藤 健太郎 バイク 113 服部 克哉 東京都 清和 純哉 ラン
11 増田 誉大 千葉県 吉越 慎吾 ラン 114 小島 裕貴 千葉県
12 花岡 秀吾 千葉県 115 竹内 豊 東京都 福嶋 真理 スイム
13 染谷 龍舞 千葉県 田口 恭平 スイム 116 原田 剛 神奈川県 三井 慧史 ラン
14 中塚 雄葵 千葉県 渡部 哲也 バイク 117 三浦 亮介 千葉県
15 吉川 恭太郎 埼玉県 友松 大亮 ラン 118 井上 朋之 千葉県 木村 直行 スイム
16 筒井 大介 東京都 119 今城 直樹 千葉県 逸見 健介 ラン
17 小川 颯斗 千葉県 原田 理央 スイム 120 岡本 隆 千葉県
18 洲上 幹太 千葉県 濱田 裕司 バイク 121 佐近 康隆 千葉県 林 淳一郎 スイム
19 ムキ アブカーシュ 神奈川県 井上 昌宏 ラン 122 佐々木 勲 千葉県 石井 洋一郎 ラン
20 平間 祐介 千葉県
21 加藤 一 東京都 小岩井 悠史 スイム RACENO 氏名 都道府県 Williamson Geraldine スイム
22 松井 諒介 埼玉県 眞嶌 建 バイク 131 野上 陽子 千葉県 Dawber Karen ラン

川島 和真 ラン
RACENO チーム名/氏名 担当 RACENO 氏名 都道府県 Armstrong Kathryn スイム

132 関 浩兵 千葉県 Morrison Nina ラン
宮岡 和彦 スイム 133 福山 英博 東京都
宮岡 ひかる バイク RACENO 氏名 都道府県 134 濱道 教行 千葉県
宮岡 恵美 ラン 51 立原 芽依 茨城県 135 海老原 武 茨城県

52 横川 汐音 東京都 136 大島 高弘 東京都
石井 なおみ スイム 53 内田 江里子 千葉県 137 宮田 敦 東京都 RACENO 氏名 都道府県
垰 信夫 バイク 54 高田 彩加 千葉県 138 佐藤 正広 千葉県 201 石河 誠司 東京都
井花 元代 ラン 55 Mako Hosoda 東京都 139 重田 核 千葉県 202 美山 直輝 千葉県

56 田中 沙季 千葉県 140 名川 進 神奈川県 203 杉原 史浩 富山県
平澤 京子 スイム 57 柴崎 恵梨香 千葉県 141 能勢 祥弘 埼玉県 204 東 直樹 千葉県
大内 強 バイク 142 境 広志 東京都 205 和田 卓磨 千葉県
飯田 樹里 ラン RACENO 氏名 都道府県 143 青野 晴成 千葉県 206 佐藤 広伸 千葉県

61 吉田 由真 東京都 144 松坂 好人 東京都 207 神澤 孝祐 神奈川県
金田 亜樹 スイム 62 橋 一葉 千葉県 145 松塚 茂 東京都 208 坂本 周平 千葉県
高橋 淳子 バイク 63 Buchan Maja 東京都 146 藤井 章 千葉県 209 鈴木 伸治 千葉県
宮崎 幸宏 ラン 64 清水 万紗子 東京都 147 小林 博人 千葉県 210 武元 壮輝 東京都

65 秋山 香 神奈川県 148 白勢 信彦 神奈川県 211 小日向 孝太 埼玉県
竹下 脩平 66 一瀬 順子 神奈川県 149 梶野 良夫 千葉県 212 周栄 行 東京都
桑山 亮 67 金子 麻衣子 東京都 213 青野 陽 千葉県
萩原 駿介 68 小倉 奈央子 千葉県 214 福岡 洸太郎 東京都

69 矢澤 育子 千葉県 215 平場 吉揮 東京都
間瀬 真生 スイム 70 へファー 英子 東京都 216 小山 真男 埼玉県
山田 康博 バイク 71 滝本 泉 千葉県 217 中西 健輔 東京都
間瀬 千鶴子 ラン 72 松本 京子 埼玉県 218 繁田 亮 千葉県

73 小又 茂子 千葉県 219 上野 昭和 東京都
鈴木 雅一 スイム 74 山田 八千代 千葉県 220 野島 弘司 千葉県
小林 淳 バイク 75 小坂 さとみ 千葉県 221 矢野 慶介 東京都
大野 幸浩 ラン 222 小倉 慎太郎 神奈川県

223 九矢 政史 埼玉県
前原 光志 スイム 224 森田 正行 千葉県
齋藤 佳則 バイク 225 金岡 裕 千葉県
村上 博 ラン 226 田邉 武彦 東京都

227 佐藤 広章 千葉県

トライアスロン
■リレースプリント

156
IAFトライみっちゃんチーム

157
ICH92

158
アイエイエフトライ

アクアスロン
■44歳以下女子

■44歳以下男子

トライアスロン
■一般スプリント　第1ウェーブ
20歳代、40～44歳

153
MAHARAJA

154
かつ丼大盛り

155
junsuke

■45歳以上女子

■45歳以上男子

■アクアスロンリレー

151
チーム食料

152
チームはがこ

15945

体選13

トライアスロン
■U19スプリント女子

■レディーススプリント

42

NAS西船マハラジャ

43

ともわたぐち

44

帰ってきた三匹のチーバくん

BST-1 (ブリティシュスクールイン東京)

160
BST -2(ブリティシュスクールイン東京)

39

チーム潤滑油

40

ヒコナリモンスターズ

41

パパ!お腹の子が待ってるよ!!

36

チーム山田

37

チームMJY

トライアスロン駅伝

1

襷～tasuki

2

429AC

3

この後ビールで乾杯

38

チームTMUC

33

ムーミン一家

34

チームMTK

35

KTH3

トライアスロン
■U19スプリント男子

■リレースプリント

31

熊と鼠と猿と犬

32

チームフェリック+ナース
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RACENO 氏名 都道府県 RACENO 氏名 都道府県 RACENO 氏名 都道府県 RACENO 氏名 都道府県
228 ABSOUS Olivier 東京都 311 中村 和之 千葉県 401 川上 純 埼玉県 462 金子 誠実 千葉県
229 石川 哲也 東京都 312 中塚 備雄 千葉県 402 堀口 悟史 千葉県 463 佐竹 正規 東京都
230 藤澤 仁 東京都 313 奥脇 健次 東京都 403 鈴木 秀人 千葉県 464 高内 利政 千葉県
231 石塚 達雄 千葉県 314 棚瀬 武志 東京都 404 川田 翼 埼玉県 465 松尾 伸晃 神奈川県
232 佐野 正和 東京都 315 大平 幸弘 千葉県 405 福島 勇人 埼玉県 466 奥山 秀夫 千葉県
233 根本 洋一 東京都 316 吉野 功哉 埼玉県 406 坂田 拓也 千葉県 467 菊田 勝則 東京都
234 八木 佳夫 埼玉県 317 牛島 秀生 東京都 407 須藤 慶弘 東京都 468 石原 鉄也 千葉県
235 小川 直人 千葉県 318 小林 理 神奈川県 408 二瓶 真伍 千葉県 469 山内 博達 千葉県
236 塚本 仁志 神奈川県 319 佐々木 博史 千葉県 409 井堀 裕馬 千葉県 470 籾井 英貴 千葉県
237 市来 寛志 千葉県 320 海東 宏明 埼玉県 410 山本 一朗 千葉県 471 須田 哲矢 埼玉県
238 高栖 健弐 埼玉県 321 佐久間 雄二 千葉県 411 佐藤 圭介 東京都 472 竹村 文伯 東京都
239 和泉 将樹 千葉県 322 神崎 隆雄 千葉県 412 野々山 瞬 千葉県 473 茨田 二三夫 千葉県
240 中丸 隆一郎 神奈川県 323 内山 篤 千葉県 413 舘 章人 東京都 474 小田 信幸 千葉県
241 田辺 順志 千葉県 324 末松 克輝 千葉県 414 高橋 京助 東京都 475 及川 満 埼玉県
242 藤ヶ谷 晋典 千葉県 325 影山 健二 千葉県 415 冨岡 信之 神奈川県 476 糸井 健一 東京都
243 松井 良恭 東京都 326 永井 勝己 千葉県 416 加藤 寛康 東京都 477 渡邊 誠 東京都
244 岩品 圭一 千葉県 327 八木沢 伸 神奈川県 417 紙谷 洋輔 千葉県 478 山田 稔成 千葉県
245 加治 太郎 千葉県 328 田中 利和 東京都 418 鈴木 秀迪 埼玉県 479 竹田 秀男 東京都
246 山崎 貴史 東京都 329 初鹿 正明 千葉県 419 小澤 大樹 千葉県 480 弘前 正善 埼玉県
247 菱沼 誠司 千葉県 330 岡本 大輔 千葉県 420 横林 直浩 千葉県 481 藤沢 光弘 長野県
248 沼田 祐助 千葉県 331 鈴木 一郎 東京都 421 飛田 崇仁 東京都 482 川野 英作 埼玉県
249 清木 孝之 東京都 332 高山 貴章 千葉県 422 福政 健 千葉県 483 中切 浩明 千葉県
250 米倉 謙介 東京都 333 佐々木 茂幸 東京都 423 椎名 泰至 千葉県 484 山本 靖 千葉県
251 石丸 英樹 千葉県 334 三谷 岳人 千葉県 424 魚津 悠介 東京都 485 林 豊 千葉県
252 福士 謙治 千葉県 335 山澤 光史 千葉県 425 石原 大地 千葉県 486 遠山 晴之 神奈川県
253 宮田 章二 東京都 336 前田 幸司 千葉県 426 武次 心平 千葉県 487 小高 勝 東京都
254 渡邉 敦 神奈川県 337 金村 博司 千葉県 427 佐藤 護 千葉県 488 吉田 稔 千葉県
255 加納 常充 群馬県 338 善長 庄一郎 千葉県 428 小長野 仁志 千葉県
256 竹本 禄是 千葉県 339 本多 淳 東京都 429 神谷 貴彦 東京都
257 山田 幹 千葉県 340 石川 眞一郎 東京都 430 野元 大資 埼玉県
258 ブルーワ デーブ 千葉県 341 小田倉 秀明 千葉県 431 時田 昌彦 千葉県 RACENO 氏名 都道府県
259 小林 陵一 千葉県 342 角田 保 東京都 432 油井 慶晃 東京都 81 小山 道子 千葉県
260 森本 卓也 東京都 343 山川 隆 東京都 433 叶 啓一郎 埼玉県 82 村田 祐子 東京都
261 野中 肇 東京都 344 荒井 求彰 東京都 434 玉川 隆生 東京都 83 内田 紀子 千葉県
262 宮本 智成 神奈川県 345 土屋 高志 千葉県 435 野中 哲也 東京都 84 白井 寛子 千葉県
263 山崎 岳 千葉県 346 清水 達也 千葉県 436 渡邉 一臣 千葉県 85 桑原 涼太 千葉県
264 田口 健治 神奈川県 347 笠原 健 千葉県 437 森下 聡 千葉県 86 山中 太郎 千葉県
265 宮原 智彦 千葉県 348 服部 泰典 東京都 438 金光 睦也 千葉県 87 小川 康一 千葉県
266 渡辺 和生 茨城県 349 舛見 仁 東京都 439 岡田 健寛 東京都 88 石塚 康祐 千葉県
267 小池 紀洋 千葉県 350 安丸 信行 千葉県 440 常包 健史 千葉県 89 田中 浩都 千葉県
268 若尾 健二 千葉県 351 根本 浩晃 千葉県 441 磯上 一成 東京都 90 PIA REDBOURN 東京都
269 伊藤 克明 東京都 352 宮内 政雄 東京都 442 Gerard Alban 東京都
270 西尾 伸一 東京都 353 芦田 達也 千葉県 443 篠倉 功 千葉県
271 中野 靖士 神奈川県 354 中川 高史 千葉県 444 鈴木 敦 千葉県
272 青木 祐二 東京都 355 吉村 徳司郎 東京都 445 目黒 憲一 千葉県
273 佐藤 洋史 東京都 356 横山 彰吾 神奈川県 446 Lines Nicholas 千葉県
274 Armstrong Mathew 東京都 357 中村 元城 千葉県 447 前田 佳範 千葉県

358 俣木 洋一 千葉県 448 吉田 泰昌 埼玉県
359 高原 豊 千葉県 449 早水 元一 千葉県
360 森田 昌敏 千葉県 450 大山 貴章 千葉県

RACENO 氏名 都道府県 361 深澤 薫 千葉県 451 菅谷 敏克 茨城県
301 秋葉 茂 千葉県 362 田澤 芳博 千葉県 452 間下 英一郎 千葉県
302 田中 毅 千葉県 363 庄司 功 千葉県 453 中村 丙午 群馬県
303 大澤 勇人 東京都 364 木村 秀樹 千葉県 454 鈴木 仁志 千葉県
304 杉山 誠人 埼玉県 365 日向 和昭 東京都 455 根岸 仁 東京都
305 新槇 学 千葉県 366 堀井 健司 東京都 456 田中 進一 千葉県
306 長山 成行 群馬県 367 柿沼 正弘 東京都 457 林 真史 千葉県
307 加峰 裕昭 千葉県 368 岩﨑 博 千葉県 458 高木 敏夫 東京都
308 吉野 貴光 千葉県 369 飯田 恵一郎 東京都 459 渕上 昭男 千葉県
309 山本 祐紀 東京都 460 常田 幸良 東京都
310 内山 聡 神奈川県 461 土井 賢太郎 東京都

■一般スプリント　第2ウェーブ ■一般スプリント　第3ウェーブ
トライアスロン
■一般スプリント　第1ウェーブ
20歳代、40～44歳 30歳代、50歳代

トライアスロン
■ママチャリチャレンジ

■一般スプリント　第3ウェーブ
30歳代、50歳代45～49歳、60歳代、70歳代

■一般スプリント　第2ウェーブ
45～49歳、60歳代、70歳代

91 山中 宗一 千葉県
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キッズ・ジュニアスプリント選手名簿

RACENO 氏名 都道府県 RACENO 氏名 都道府県 RACENO 氏名 都道府県 RACENO 氏名 都道府県
501 Armstrong Elizabeth 東京都 616 伊東 文仁 千葉県 701 高田 有紗 東京都 819 Pendert Martin 東京都
502 Street Aeimi 東京都 617 鈴木 秀鳳 東京都 702 Ward Lauren 東京都 820 Dawber Bradley 東京都
503 青柳 晴香 千葉県 618 服部 琥太郎 千葉県 703 加瀬 莉緒菜 千葉県 821 石原 優斗 千葉県
504 Scanlan-Dyas Savanna 東京都 619 Wilson Noah 東京都 704 白木 莉紗子 東京都 822 濱道 琉太 千葉県
505 Atsumi Yui 東京都 620 田邉 真温 東京都 823 守屋 宗一郎 千葉県
506 宮原 愛果梨 千葉県 621 村原 一瑳 千葉県 RACENO 氏名 都道府県 824 大久保 柾 埼玉県
507 江口 沙和 埼玉県 705 佐々木 美空 埼玉県 825 内川 陸 千葉県
508 冨岡 蒼 千葉県 RACENO 氏名 都道府県 706 Ellis Lola 東京都 826 熊谷 健太 東京都
509 Lai Isabel 東京都 622 中野 颯 千葉県 707 Chandler Anzu 東京都 827 林 新斗 埼玉県
510 Yoon Harold 東京都 623 片岡 遼哉 埼玉県 708 原田 香心 群馬県
511 Vergeylen Tille 東京都 624 Nagy Xavier 東京都 709 島崎 菜央 東京都 RACENO 氏名 都道府県
512 伊藤 日菜子 千葉県 625 MacKinlay Alexander 東京都 828 松本 大輝 東京都
513 Tanifuji-Anderson Kano 東京都 626 Statham Daniel 東京都 RACENO 氏名 都道府県 829 石川 優梧 東京都
514 Martin-Jenkins Molly 東京都 627 遠藤 智輝 千葉県 710 村西 沙月 東京都 830 Nagy Zander 東京都
515 伊藤 紫音 千葉県 628 土屋 拓斗 千葉県 711 Slocum Chellie 東京都 831 内山 眞之介 東京都

629 Hollow Sennon 東京都 712 Gerard Juli 東京都 832 赤石 哲太 埼玉県
RACENO 氏名 都道府県 630 Enderle Kaz 東京都 713 Black Olivia 東京都 833 Ward Jensen 東京都
516 Bodin Arabella 東京都 631 VIERNEZA AARONJAMES 東京都 714 Redbourn Maia 東京都 834 圓山 ユウ 東京都
517 作山 詩音 東京都 632 みつい デイナ 長野県 715 加瀬 夢菜 千葉県 835 Inahara-Solvsteen Edward 東京都
518 Paulsen Cabrera Isabella 東京都 716 青柳 沙弥花 千葉県 836 Bailey Ralphie 東京都
519 北岡 マリア 石川県 RACENO 氏名 都道府県 717 影山 みあ 千葉県 837 浅井 彗音 東京都
520 Nash Kaila 東京都 633 小関 暖土 栃木県 718 影山 ゆあ 千葉県 838 湯井 修大 埼玉県
521 ELISHA HANA CHISTAN KULARATHNA 東京都 634 山澤蒼太 栃木県 719 Scanlan-Dyas Danielle 東京都 839 山川 朔太朗 東京都
522 Klein Sorano 東京都 635 浅沼 一那 千葉県 840 諸持 一光 千葉県
523 新井 ほたる 東京都 636 Chang Heese 東京都 RACENO 氏名 都道府県 841 外川 大和 神奈川県
524 へファー 華 東京都 637 Coltman Christopher 東京都 720 柴﨑 胡春 埼玉県 842 雨宮 由幸 東京都
525 Cassidy Amy 東京都 638 タカク マナヤ 栃木県 721 Greenall Scarlett 東京都 843 矢島 光満 千葉県

639 守屋 磨瑳男 千葉県 722 Tanifuji-Anderson Miya 東京都 844 桐山 孔志 東京都
RACENO 氏名 都道府県 640 Sloman Luke 東京都 723 山谷 紗希 千葉県 845 山本 大輔 千葉県
526 鵜澤 雪乃 千葉県 641 實方 悠生 千葉県 724 Weaver Chloe 東京都 846 Bodin Marius 東京都
527 島崎 茉央 東京都 642 伊藤 大和 千葉県 725 上野 琴葉 東京都 847 千葉 優樹 千葉県
528 和泉 鈴 千葉県 643 保科 奏太 東京都 726 AMANDA LEVIS 東京都 848 Palmer Matthew 東京都
529 ブルーワ 悠華 千葉県 644 橋本 凛太郎 栃木県 727 山崎 心菜 千葉県 849 Bentley Thomas 東京都
530 矢澤 恵 千葉県 645 小川 晃輝 千葉県 728 Ramsay Skyla 東京都 850 Morrison William 東京都
531 Weaver Zoe 東京都 646 初鹿 隼也 千葉県 729 大下 莉央 千葉県 851 タカク ユイト 栃木県

647 鈴木 創万 東京都 730 Wilson Leila 東京都 852 田辺 誠 千葉県
RACENO 氏名 都道府県 648 Van Cauteren Arno Yuji 東京都 731 佐藤 瑠菜 千葉県 853 浅沼 佳吾 神奈川県
532 Street Minami 東京都 649 山本 琉太 千葉県 732 大森 夏姫 東京都
533 増渕 日菜 栃木県 650 奥山 楓也 千葉県 733 原田 和心 群馬県 RACENO 氏名 都道府県

651 佐々木 樹 千葉県 854 キャンピス ジェイミー大空 千葉県
RACENO 氏名 都道府県 652 上條 琉聖 埼玉県 855 山田 拓実 千葉県
534 Fukuura Erina 東京都 856 Martin-Jenkins William 東京都
535 花岡 愛美 千葉県 RACENO 氏名 都道府県 RACENO 氏名 都道府県 857 中野 稜 千葉県
536 Elphick Thea 東京都 653 Freeman Sean 神奈川県 801 Misawa Tenshi 東京都 858 平井 陽 東京都

654 竹田 大吾 千葉県 802 Bailey Hugo 東京都 859 石原 拓磨 千葉県
655 Maeda Jack 東京都 803 Ohyama Simon 東京都 860 神谷 大成 東京都
656 滝本 智丹 千葉県 804 Gerard Thomas 東京都 861 Hollow Kirren 東京都

RACENO 氏名 都道府県 657 Williamson Louis 東京都 805 渋沢 慎太郎 東京都 862 野島 弘之介 千葉県
601 Yoon Jiho 東京都 658 大橋 琉生 栃木県 806 Williamson Eliot 東京都 863 ロバーツ タージ 長野県
602 ザン 愁真 東京都 659 山田 将司 東京都 864 築比地 智紀 千葉県
603 加瀬 大翔 千葉県 660 赤石 一太 埼玉県 RACENO 氏名 都道府県 865 NATHANAEL JOHN RAMSAY 東京都
604 Ellis Alfie 東京都 661 へファー 竜敏 東京都 807 初鹿 啓太 千葉県 866 高田 優輝 東京都
605 Inahara-Solvsteen Richard 東京都 808 岩田 春之助 千葉県 867 Black Theodore 東京都
606 山本 璃空 千葉県 RACENO 氏名 都道府県 809 ABSOUS Clement 東京都 868 平澤 和磨 東京都
607 白木 正太郎 東京都 662 千葉 雄大 栃木県 810 Earp Ethan 東京都 869 小野 宣長 神奈川県
608 山田 雄大 東京都 663 ブルーワ 鵬碧 千葉県 811 砂山 空 千葉県 870 鈴木 海聖 東京都
609 向 こころ 神奈川県 812 前田 悠晴 神奈川県 871 北村 健人 東京都
610 YUGO MATSUHASHU 東京都 813 渡辺 憲伸 千葉県 872 山澤斗眞 栃木県
611 大久保 樹 埼玉県 814 築比地 彈 千葉県 873 砂山 光起 千葉県
612 チャドウィック 央利把 東京都 815 高尾 真樹 東京都 874 石川 太郎 埼玉県
613 矢澤 絋 千葉県 816 高尾 裕利 東京都 875 林 勇輝 埼玉県
614 Van Rensburg Julian 東京都 817 上野 竜輝 東京都 876 俣木 雄大 千葉県
615 藤本 晃樹 千葉県 818 和泉 群 千葉県 877 新井 信之介 東京都

■中学3年生

■小学2年生

ジュニアスプリント選手権・男子
■小学5年生

■小学3年生

■小学4年生

キッズスプリント選手権・女子
■小学1年生

■小学2年生

■小学3年生

■小学4年生

キッズスプリント選手権・男子

■小学2年生

■小学5年生
ジュニアスプリント選手権・女子
■小学5年生

■小学6年生

■中学1年生

■中学2年生

■中学3年生

■小学6年生

■中学1年生

■中学2年生 ■小学1年生














