
レースNo. 氏名 よみがな YOB 都道府県 加盟団体対抗戦
951 土門 伸行 どもん のぶゆき 1970 東京都 ー
952 多田 尚史 ただ なおふみ 1972 東京都 ー

第１ウェーブ　スプリント　パラ部門



レースNo. 氏名 よみがな YOB 都道府県 加盟団体対抗戦
901 奥山 楓也 おくやま ふうや 2004 千葉県 ー
902 山下 龍 やました りょう 2005 東京都 ー
903 林　琉聖 はやし　りゅうせい 2004 福島県 ー

第2ウェーブ　スプリント　高校生



レースNo. 氏名 よみがな YOB 都道府県 加盟団体対抗戦
701 柴田 大輔 しばた だいすけ 1997 神奈川県
702 小森谷 功 こもりや いさお 1963 神奈川県
703 柿﨑 雄介 かきざき ゆうすけ 1982 東京都
704 大垣 博彬 おおがき ひろあき 1997 神奈川県
705 深澤 渓 ふかさわ けい 1992 神奈川県
706 大野 雄一朗 おおの ゆういちろう 1984 東京都 江戸川区
707 寺元 麗人 てらもと よしひと 1990 神奈川県
708 山崎 裕太 やまざき ゆうた 1990 埼玉県
709 木村 悠 きむら ゆたか 1986 東京都
710 境 広志 さかい ひろし 1965 東京都
711 小林 充 こばやし みつる 1969 埼玉県
712 島田 貴史 しまだ たかし 1970 東京都
713 斉藤 親 さいとう ちかし 1965 茨城県
714 小口 裕也 こぐち ゆうや 1981 東京都
715 熱い男 あつし うえの あつし 1985 東京都
716 服部 徳晃 はっとり よしあき 1972 岐阜県
717 上松 義彦 うえまつ よしひこ 1966 埼玉県
718 佐藤 勇治 さとう ゆうじ 1990 東京都
719 吉岡 朋昭 よしおか ともあき 1963 東京都
720 山田 浩司 やまだ こうじ 1963 東京都
721 星 和宏 ほし かずひろ 1961 埼玉県
722 藤井 充彦 ふじい あつひこ 1972 埼玉県
723 金子 恒美 かねこ つねみ 1954 埼玉県
724 金子 英一 かねこ えいいち 1962 神奈川県
725 中田 真央 なかだ まお 1987 東京都
726 永井 元 ながい げん 2002 神奈川県
727 永井 潤一 ながい じゅんいち 1970 神奈川県
728 國府 諒一 こくふ りょういち 1984 埼玉県
729 矢口 照彦 やぐち てるひこ 1971 神奈川県
730 ＬＩ ＺＨＡＮＫＡＮ り たんかん 1987 神奈川県
731 星川 浩 ほしかわ ひろし 1966 神奈川県
732 青島 智 あおしま さとし 1966 神奈川県
733 小林 栄治 こばやし えいじ 1971 東京都 江東区
734 弘前 正善 ひろさき しょうぜん 1961 埼玉県
735 北村 孝 きたむら たかし 1959 埼玉県
736 MacColgain Padraig まこーがん ぽーどれいぐ 1968 神奈川県
737 佐瀬 勝洋 させ かつひろ 1966 東京都
738 渋谷 和弘 しぶや かずひろ 1971 東京都
739 門平 俊之 かどひら としゆき 1968 埼玉県
740 河原 浩史 かわはら ひろし 1965 東京都
741 Segalini Eddy Segalini Eddy 1989 東京都
742 城取 勝巳 しろとり かつみ 1964 東京都
743 岸 和由 きし かずよし 1965 埼玉県
744 嶋崎 裕二 しまざき ゆうじ 1993 東京都

第3ウェーブ　スプリント　一般男子



レースNo. 氏名 よみがな YOB 都道府県 加盟団体対抗戦
第3ウェーブ　スプリント　一般男子

745 武内 優和 たけうち まさかず 1996 東京都
746 沖村 政則 おきむら まさのり 1953 東京都
747 藤田 一夫 ふじた かずお 1960 東京都
748 山崎 哲男 やまざき てつお 1977 茨城県
749 野村 均 のむら ひとし 1962 埼玉県
750 川原 潤 かわはら じゅん 1983 神奈川県
751 鈴木 努 すずき つとむ 1973 埼玉県
752 土井 幹也 どい みきや 1973 東京都
753 田原 寛文 たはら ひろふみ 1993 東京都
754 田島 史雄 たじま ふみお 1966 東京都
755 飯田 陽一郎 いいだ よういちろう 1988 東京都
756 齋藤 雄大 さいとう ゆうた 1985 東京都
757 平田 浩一 ひらた こういち 1982 愛知県
758 竹内 正昭 たけうち まさあき 1961 東京都
759 島田 星一 しまだ せいいち 1979 東京都
760 正村 浩三 まさむら こうぞう 1978 千葉県
761 金子 理明 かねこ りめい 1989 東京都
762 森本 正法 もりもと まさのり 1955 東京都
763 平山 経政 ひらやま つねまさ 1966 神奈川県



No. チーム名 スイム選手名 よみがな YOB バイク選手名 よみがな YOB ラン選手名 よみがな YOB
601 トップガイ 川村 斉 かわむら ひとし 1978 松木 浩史 まつき ひろし 1970 中島 洋一 なかじま よういち 1972
602 チームへっぴりーズ 石田 智博 いしだ ともひろ 1968 鈴木 佐梨 すずき さり 1987 土谷 加奈 つちや かな 1974
603 HTR 邨山 穂高 むらやま ほだか 2003 邨山 敏康 むらやま としやす 1970 パース ロバート ばーす　ろばーと 1981

第4ウェーブ　スプリント　リレー



レースNo. 氏名 よみがな YOB 都道府県 加盟団体対抗戦
801 吉岡 憲子 よしおか のりこ 1965 東京都
802 薬師 かれん やくし かれん 1993 神奈川県
803 上野 光理 うえの ひかり 2001 長崎県
804 大野 香織 おおの かおり 1982 東京都
805 廣瀬 直美 ひろせ なおみ 1980 神奈川県
806 松井 郷美 まつい さとみ 1986 東京都
807 永宮 友子 ながみや ともこ 1980 東京都 足立区
808 アーラーズ アナー あらーず あなー 1983 東京都
809 野村 美穂 のむら みほ 1979 埼玉県
810 Jung Anna ゆんぐ あんな 1981 東京都 港区
811 近谷 純麗 こんや すみれ 1993 神奈川県
812 藤野 真由美 ふじの まゆみ 1971 東京都
813 高津 泉 たかつ いずみ 1968 埼玉県
814 打越　三紀恵 うちこし　みきえ 1976 東京都

第5ウェーブ　スプリント　一般女子



レースNo. 氏名 よみがな YOB 都道府県 加盟団体対抗戦
101 本田 忠晴 ほんだ ただはる 1968 山形県
102 片伯部 達平 かたかべ たっぺい 1984 東京都
103 永島 優作 ながしま ゆうさく 1988 神奈川県
104 灘波 博司 なんば ひろし 1959 香川県
105 羽根田 一真 はねだ かずまさ 1977 東京都 世田谷区
106 棚橋 伸 たなはし のぶ 1961 神奈川県
107 大井 智仁 おおい ともひと 1998 東京都
108 引地 勇二 ひきち ゆうじ 1999 東京都
109 後藤 公成 ごとう きみなり 1982 埼玉県
110 金子 奏一朗 かねこ そういちろう 1984 東京都
111 土田 洋平 つちだ ようへい 1979 岐阜県
112 岩田 寛紀 いわた ひろき 1985 大阪府
113 米津 慎之介 よねつ しんのすけ 1988 神奈川県
114 駒野 悠太 こまの ゆうた 1982 神奈川県
115 高橋 豪一 たかはし ひでかず 1975 東京都
116 ABSOUS Olivier あぶすー おりヴぃえ 1976 東京都 港区
117 ツェデンダンバ ツェレンバト つぇんでんだんば つぇれんばと 1984 神奈川県
118 庄司 元樹 しょうじ げんき 1986 東京都
119 片山 絵 かたやま かい 1986 東京都
120 小野 瑛之 おの あきゆき 1996 神奈川県
121 木塚 大悟 きづか だいご 1978 東京都
122 田中 俊介 たなか しゅんすけ 1977 神奈川県
123 阿部 幹也 あべ みきや 1993 福岡県
124 佐野 幸輔 さの こうすけ 1974 神奈川県
125 古橋 翼 ふるはし つばさ 1987 東京都
126 田原 義夫 たはら よしお 1970 東京都 渋谷区
127 七原 崇行 しちはら たかゆき 1990 神奈川県
128 大國 博英 だいこく ひろひで 1969 千葉県
129 川嶋 仰健房 かわしま あうぐすとぅすたけふさ 2002 東京都
130 河村 雄也 かわむら ゆうや 1977 神奈川県
131 篠田 圭吾 しのだ けいご 1980 東京都
132 若穂囲 貴之 わかほい たかゆき 1976 東京都
133 長辻 肇 ながつじ はじめ 1973 東京都 渋谷区
134 土屋 憲之 つちや のりゆき 1973 東京都 江東区
135 林 仁志 はやし ひとし 1969 東京都 江戸川区
136 今村 悠樹 いまむら ゆうき 1985 東京都
137 伊藤 竜広 いとう たつひろ 1980 東京都 武蔵野市
138 内海 敬大 うつみ たかひろ 1982 東京都
139 大坪 隆 おおつぼ たかし 1964 埼玉県
140 大竹 朗 おおたけ あきら 1983 静岡県
141 宮川 暢彦 みやがわ のぶひこ 1976 東京都
142 小高 弘行 おだか ひろゆき 1978 神奈川県
143 尤 波 ゆう は 1972 千葉県
144 岩田 一宏 いわた かずひろ 1984 埼玉県

第6ウェーブ　スタンダード　一般男子



レースNo. 氏名 よみがな YOB 都道府県 加盟団体対抗戦
第6ウェーブ　スタンダード　一般男子

145 市ノ川 隆久 いちのかわ たかひさ 1985 神奈川県
146 杉原 弘人 すぎはら ひろと 1965 東京都
147 栗原 圭佑 くりはら けいすけ 1996 埼玉県
148 根本 貴弘 ねもと たかひろ 1973 東京都 江東区
149 樋口 翔悟 ひぐち しょうご 1992 愛知県
150 江波戸 一貴 えばと かずたか 1969 東京都
151 生田 哲 いくた てつ 1956 東京都
152 神谷 貴彦 かみや たかひこ 1980 東京都
153 藤田 明彦 ふじた あきひこ 1983 埼玉県
154 鶴谷 周平 つるや しゅうへい 1975 東京都
155 黒木 優佑 くろき ゆうすけ 1998 東京都
156 二上 達也 ふたがみ たつや 2001 千葉県
157 伊藤 たけし いとう たけし 1961 東京都 渋谷区
158 原 荘太 はら そうた 1975 東京都
159 日江井 昭宏 ひえい あきひろ 1965 東京都
160 来栖 槙一郎 くるす しんいちろう 1990 東京都
161 橋場 伸一郎 はしば しんいちろう 1971 東京都
162 田原 眞一 たはら しんいち 1985 東京都
163 金長 則之 きんちょう のりゆき 1975 東京都
164 長岡 光雄 ながおか みつお 1968 群馬県
165 中山 茂 なかやま しげる 1969 東京都 江東区
166 安藤 友久 あんどう ともひさ 1964 東京都
167 宮崎 優也 みやざき ゆうや 1981 奈良県
168 田上 英治 たがみ えいじ 1976 埼玉県
169 鳥野見 泰嗣 とりのみ たいじ 1970 東京都 小金井市
170 大塚 庄一郎 おおつか しょういちろう 1979 千葉県
171 海瀬 隆太郎 かいせ りゅうたろう 1974 東京都
172 坂入 和徳 さかいり かずのり 1973 東京都
173 木浦 武志 きうら たけし 1975 東京都
174 栗本 秀夫 くりもと ひでお 1957 千葉県
175 チェルバーグ スティーブン ちぇるばーぐ すてぃーぶん 1958 東京都
176 三野 芳基 みの よしき 1976 東京都
177 伊藤 一弥 いとう かずや 1961 東京都
178 原田 真宏 はらだ なおひろ 1967 東京都
179 山室 和也 やまむろ かずや 1959 東京都
180 山本 英永 やまもと ひでなが 1972 神奈川県
181 川本 貴裕 かわもと たかひろ 1991 神奈川県
182 日比野 拓 ひびの たく 1988 神奈川県
183 森 雅裕 もり まさひろ 1965 東京都 台東区
184 永津 陽一郎 ながつ よういちろう 1997 静岡県
185 福田 高之 ふくだ たかゆき 1953 静岡県
186 須崎 哲 すさき てつ 1974 東京都
187 高島 正宜 たかしま まさよし 1971 東京都
188 和久井 一隆 わくい かずたか 1971 東京都
189 市川 和彦 いちかわ かずひこ 1957 東京都 世田谷区



レースNo. 氏名 よみがな YOB 都道府県 加盟団体対抗戦
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190 石津 敦弘 いしず あつひろ 1972 東京都
191 國枝 秀行 くにえだ ひでゆき 1969 東京都 品川区
192 土本 優作 つちもと ゆうさく 1985 東京都
193 太田 貴二 おおた たかじ 1968 東京都
194 小西 裕二 こにし ゆうじ 1962 東京都 江東区
195 岩田 修治 いわた しゅうじ 1980 東京都
196 張ヶ谷 真 はりがや まこと 1974 千葉県
197 持田 敬司 もちだ けいじ 1982 東京都 杉並区
198 若林 文和 わかばやし ふみかず 1971 東京都
199 古宮 聡 こみや さとし 1969 千葉県
200 藤中 宏二 ふじなか こうじ 1972 東京都 文京区
201 野坂 英男 のざか ひでお 1976 静岡県
202 康 寿成 かん すそん 1992 神奈川県
203 安田 幸一 やすだ こういち 1968 神奈川県
204 辻岡 徹 つじおか とおる 1960 富山県
205 池畑 健太 いけはた けんた 1983 神奈川県
206 堀内 浩司 ほりうち こうじ 1962 千葉県
207 徳永 律 とくなが りつ 1962 神奈川県
208 町田 邦夫 まちだ くにお 1953 東京都
209 Snopek Krzysztof すのぺっく くりすとふ 1991 東京都 大田区
210 仁木 良祐 にき りょうすけ 1988 千葉県
211 佐竹 正規 さたけ まさき 1965 東京都
212 川那部 岳志 かわなべ たけし 1963 東京都
213 河野 朋和 かわの ともかず 1970 神奈川県
214 渡辺 吏 わたなべ つかさ 1961 東京都 足立区
215 菊地 瞬也 きくち しゅんや 1989 東京都
216 豊田 翔大 とよだ しょうた 1988 千葉県
217 山本 至起 やまもと しき 2001 埼玉県
218 川畑 幸久 かわばた ゆきひさ 1969 東京都 町田市
219 高瀬 誠 たかせ まこと 1978 東京都
220 伊藤 寿浩 いとう としひろ 1973 神奈川県
221 Murphy Gerry まーふぃー じぇりー 1989 東京都
222 Toews Murray たーうーず まーりー 1960 東京都
223 一糸 俊輔 いと しゅんすけ 1979 東京都
224 亀浜 功裕 かめはま かつひろ 1983 東京都
225 京谷 信一朗 きょうや しんいちろう 1957 東京都
226 吉村 貴由 よしむら きよし 1963 東京都 練馬区
227 吉澤 昭夫 よしざわ あきお 1972 東京都
228 堀井 健司 ほりい けんじ 1952 東京都
229 大根 和則 おおね かずのり 1965 東京都
230 大谷 紀之 おおたに のりゆき 1972 神奈川県
231 大路 潔 おおじ きよし 1975 神奈川県
232 大隅 潤也 おおすみ じゅんや 1977 群馬県
233 宗像 孝文 むなかた たかふみ 1961 東京都
234 岡本 隆二 おかもと りゅうじ 1970 岐阜県
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235 岩泉 謙吾 いわいずみ けんご 1974 東京都
236 川瀬 直人 かわせ なおと 1973 東京都
237 平井 正史 ひらい まさし 1972 静岡県
238 斉藤 信行 さいとう のぶゆき 1975 東京都
239 新津 慶太 にいつ けいた 1987 東京都
240 本多 勇一 ほんだ ゆういち 1970 千葉県
241 松原 美樹 まつばら みき 1964 神奈川県
242 榎原 巧 えのはら たくみ 1998 神奈川県
243 橋本 諭 はしもと さとる 1988 神奈川県
244 永原 直哉 ながはら なおや 1977 兵庫県
245 片桐 慎吾 かたぎり しんご 1984 神奈川県
246 田中 真吾 たなか しんご 1995 埼玉県
247 矢野 雅之 やの まさゆき 1993 東京都
248 石上 耕司 いしがみ こうじ 1981 茨城県
249 稲 寛彰 いね ひろあき 1972 東京都
250 罍 孝司 もたい こうじ 1967 東京都
251 荒本 知久 あらもと ともひさ 1977 東京都
252 菊地 頼介 きくち らいすけ 1979 茨城県
253 蔡 洋 さい よう 1969 東京都
254 見山 駿 みやま しゅん 1993 東京都
255 鈴木 輝 すずき ひかる 1972 長野県
256 鈴木 隆裕 すずき たかひろ 1975 東京都
257 長谷部 吉紀 はせべ よしのり 1970 東京都
258 阿部 忠順 あべ ただよし 1973 神奈川県
259 青木 一憲 あおき かずのり 1977 東京都 世田谷区
260 中江 俊博 なかえ としひろ 1978 東京都
261 伊東 芳行 いとう よしゆき 1967 東京都
262 内山 善雄 うちやま よしお 1966 東京都
263 及川 満 おいかわ みつる 1962 埼玉県
264 堀内 英仁 ほりうち ひでひと 1984 東京都
265 堀越 由忠 ほりこし よしただ 1969 埼玉県
266 塩塚 大之 しおづか ひろき 1993 東京都
267 小山 宜洋 こやま よしみ 1997 山梨県
268 松岡 優 まつおか ゆう 1974 東京都
269 松浦 裕幸 まつうら ひろゆき 1976 神奈川県
270 榎本 正 えのもと まさし 1965 東京都
271 水木 篤志 みずき あつし 1978 神奈川県
272 江畑 将也 えばた まさや 1980 神奈川県
273 渋屋 隆一 しぶや りゅういち 1975 神奈川県
274 稲見 聡 いなみ さとし 1991 東京都
275 西原 隆雅 にしはら たかまさ 1994 東京都
276 西村 政樹 にしむら まさき 1974 東京都
277 野田 農 のだ みのり 1981 東京都
278 雫石 政一 しずくいし せいいち 1973 埼玉県
279 飯 三木康 いい みきやす 1958 東京都
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280 澤田 拓人 さわだ たくひと 1972 東京都
281 井上 清孝 いのうえ きよたか 1969 神奈川県
282 福井 英太 ふくい えいた 1987 東京都
283 日比野 暢 ひびの とおる 1973 東京都
284 谷口 知広 たにぐち ともひろ 1985 東京都
285 原島 隆太 はらしま りゅうた 1994 東京都
286 林 和幸 はやし かずゆき 1973 千葉県
287 小林 慶彦 こばやし よしひこ 1991 東京都
288 吉田 悠 よしだ ゆう 1966 和歌山県
289 早川 寛 はやかわ かん 1974 東京都
290 森川 泰宏 もりかわ やすひろ 1979 神奈川県
291 田中 雄介 たなか ゆうすけ 1971 神奈川県
292 嵐 信明 あらし のぶあき 1967 神奈川県
293 Pechter Kenneth ぺくたー けねす 1964 東京都
294 千原 寿一 ちはら としかず 1958 大阪府
295 國原 徳太郎 くにはら とくたろう 1980 東京都
296 小笠原 治 おがさわら おさむ 1970 東京都 新宿区
297 山崎 宇一 やまさき ういち 1980 東京都
298 山崎 高嗣 やまざき たかし 1962 愛知県
299 川窪 正 かわくぼ ただし 1965 神奈川県
300 新藤 健司 しんどう けんじ 1967 神奈川県
301 田中 晴彦 たなか はるひこ 1961 東京都
302 高木 健次 たかき けんじ 1974 東京都
303 内田 英良 うちだ ひでお 1966 東京都 港区
304 西山 高広 にしやま たかひろ 1980 東京都
305 菊池 智明 きくち ともあき 1966 東京都
306 百塚 為靖 ひゃくづか ためやす 1956 東京都 町田
307 太宰 賢二 だざい けんじ 1981 東京都
308 山口 巌 やまぐち いわお 1979 千葉県
309 市川 幸洋 いちかわ ゆきひろ 1967 東京都
310 梅津 雅人 うめづ まさと 1965 東京都
311 田中 謙一郎 たなか けんいちろう 1973 神奈川県
312 真城 壮司 ましろ そうし 1973 愛知県
313 谷津 哲平 やつ てっぺい 1976 東京都
314 麻生 康介 あそう こうすけ 1983 東京都
315 藤崎 徳弘 ふじさき のりひろ 1960 千葉県
316 木村 広治 きむら こうじ 1967 東京都
317 菅原 敦史 すがわら あつし 1973 東京都
318 安田 睦 やすだ むつみ 1978 東京都
319 小山 智 こやま さとる 1962 東京都
320 久保 伸英 くぼ しんえい 1973 東京都
321 佐久間 通友 さくま ゆきとも 1967 埼玉県
322 佐竹 理史 さたけ まさし 1966 東京都
323 佐藤 圭 さとう けい 1967 群馬県
324 内垣 万平 うちがき まんぺい 1977 東京都
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325 内田 進 うちだ すすむ 1968 埼玉県
326 土屋 博 つちや ひろし 1968 埼玉県
327 大竹 勉 おおたけ つとむ 1981 東京都
328 蜂巣 広幸 はちす ひろゆき 1970 千葉県
329 山口 卓也つ やまぐち たくや 1984 東京都
330 山口 英司 やまぐち えいじ 1970 神奈川県
331 山本 真嗣 やまもと しんじ 1985 東京都
332 庄司 功 しょうじ いさお 1956 千葉県
333 彌勒寺 寛之 みろくじ ひろゆき 1979 栃木県
334 有田 大輔 ありた だいすけ 1985 東京都
335 村上 崇 むらかみ たかし 1977 長野県
336 村橋 哲矢 むらはし てつや 1961 東京都
337 松下 大介 まつした だいすけ 1972 神奈川県
338 渡辺 征俊 わたなべ ゆきとし 1974 東京都
339 疋田 将史 ひきた まさし 1970 神奈川県
340 角田 悟郎 つのだ ごろう 1985 東京都
341 関澤 哲 せきざわ あきら 1975 神奈川県
342 鳥海 政洋 とりうみ まさひろ 1966 千葉県
343 上田 慎悟 うえだ しんご 1964 東京都
344 内山 和夫 うちやま かずお 1973 東京都
345 吉泉 勇篤 よしいずみ ゆうとく 1959 東京都
346 増原 雄太郎 ますはら ゆうたろう 1987 東京都 江東区
347 寺西 廣記 てらにし ひろき 1976 東京都
348 山口 拓志 やまぐち ひろし 1968 宮城県
349 岩澤 康一 いわさわ こういち 1977 東京都 目黒区
350 岩瀬 和広 いわせ かずひろ 1962 東京都
351 高木 厚 たかぎ あつし 1983 愛知県
352 傍士 卓朗 ほうじ たくろう 1951 東京都
353 米山 仁 よねやま ひとし 1971 静岡県
354 井上 知英 いのうえ ともひで 1979 東京都
355 全 平烈 じょん ぴょんより 1958 東京都
356 今泉 景太 いまいずみ けいた 1973 埼玉県
357 花澤 和男 はなざわ かずお 1960 神奈川県
358 今永 雅人 いまなが まさと 1976 大阪府
359 伊藤 大輔 いとう だいすけ 1969 東京都
360 冨岡 穣 とみおか ゆたか 1983 東京都
361 加藤 真 かとう まこと 1975 神奈川県
362 土屋 誠 つちや まこと 1974 東京都
363 土田 順悦 つちだ じゅんえつ 1959 埼玉県
364 坂村 哲也 さかむら てつなり 1971 東京都 狛江市
365 大賀 俊介 おおが しゅんすけ 1962 東京都
366 尾崎 正宏 おざき まさひろ 1976 埼玉県
367 山口 善久 やまぐち よしひさ 1955 東京都
368 川村 浩一 かわむら こういち 1977 愛知県
369 川村 賢史 かわむら まさふみ 1980 東京都 板橋区
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370 新倉 猛志 にいくら たけし 1962 東京都
371 新谷 朋史 あらや ともふみ 1973 東京都
372 海辺 義一 うみべ ぎいち 1987 福岡県
373 生井 信男 なまい のぶお 1948 東京都 江東区
374 石倉 勝 いしくら まさる 1959 富山県
375 芝田 聡 しばた さとし 1964 東京都
376 野原 尊之 のはら たかゆき 1983 愛知県
377 上田 佳正 うえだ よしまさ 1977 東京都
378 岡田 達也 おかだ たつや 1975 東京都
379 森 英明 もり ひであき 1975 埼玉県
380 諸橋 峰雄 もろはし みねお 1973 東京都
381 平野 勇治 ひらの ゆうじ 1983 東京都
382 葉 定全 よう ていぜん 1976 東京都
383 上原 一公 うえはら かずひろ 1978 神奈川県
384 石田 洋祐 いしだ ようすけ 1988 静岡県
385 山本 英幾 やまもと ひでき 1967 愛知県
386 田中 純一 たなか じゅんいち 1967 愛知県
387 落合 孝之 おちあい たかゆき 1966 東京都
388 上田 一輝 うえだ かずき 1999 東京都
389 大澤 陽樹 おおさわ はるき 1985 東京都
390 寺戸 陽洋 てらと あきひろ 1978 神奈川県
391 岩本 隼介 いわもと しゅんすけ 1981 東京都
392 榎本 克彦 えのもと かつひこ 1961 埼玉県
393 田島 康成 たじま やすなり 1970 千葉県
394 秋山 充二郎 あきやま みつじろう 1971 東京都 江東区
395 藤原 千耀 ふじわら ちあき 1999 東京都
396 鈴木 晴久 すずき はるひさ 1990 東京都
397 齋藤 茂 さいとう しげる 1966 神奈川県
398 三船 健 みふね たける 1982 東京都
399 丘 吉宇 きゅー きーう 1966 東京都
400 内島 龍也 うちじま りゅうや 2000 埼玉県
401 鈴木 和典 すずき かずのり 1979 東京都
402 新垣 駿 あらかき しゅん 1990 東京都
403 井ノ上 陽一 いのうえ よういち 1972 東京都
404 前田 祐聖 まえだ ゆうせい 1992 千葉県
405 吉田 知弘 よしだ ともひろ 1970 東京都
406 山崎 優 やまざき ゆう 1996 東京都
407 森下 義人 もりした よしひと 1986 東京都
408 遊佐 仁 ゆさ やすし 1979 東京都
409 黒田 理人 くろだ りひと 1991 千葉県
410 小畑 倫央 おばた みちお 1978 東京都
411 奥井 伸雄 おくい のぶお 1965 神奈川県
412 榎木 厚介 えのき こうすけ 1984 東京都
413 ナウメンコ ルスラン なうめんこ るすらん 1991 東京都
414 大城 貴浩 おおしろ たかひろ 1991 神奈川県



レースNo. 氏名 よみがな YOB 都道府県 加盟団体対抗戦
第6ウェーブ　スタンダード　一般男子

415 中村 仁一 なかむら じんいち 1992 東京都
416 大島 昇 おおしま のぼる 1958 埼玉県
417 竹内 昭久 たけうち あきひさ 1965 東京都
418 中野 功揮 なかの こうき 1993 東京都
419 高木 優充 たかぎ まさみつ 1987 東京都
420 本間　学 ほんま　まなぶ 1967 神奈川県
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501 七原 円 しちはら まどか 1992 神奈川県
502 角 仁美 すみ ひとみ 1980 神奈川県
503 川嶋 明子 かわしま あきこ 1971 東京都 西東京市
504 伊藤 亜紀子 いとう あきこ 1972 東京都
505 須崎 とも すざき とも 1986 東京都 中央区
506 山内 実代 やまうち みよ 1976 神奈川県
507 LeDell Enkhchimeg れでーる えんふちめぐ 1977 東京都
508 Stevenson Kate すてぃーぶんそん けいと 1991 東京都
509 中村 絵理 なかむら えり 1963 埼玉県
510 平賀 夕加里 ひらが ゆかり 1988 神奈川県
511 田中 有美子 たなか ゆみこ 1973 大阪府
512 鬼丸 真有美 おにまる まゆみ 1984 東京都
513 櫻井 広美 さくらい ひろみ 1983 千葉県
514 八木 真澄 やぎ ますみ 1966 東京都
515 菊地 絵理香 きくち えりか 1972 東京都
516 大久保 舞 おおくぼ まい 1985 福岡県
517 大村 智子 おおむら ともこ 1965 静岡県
518 小澤 真理子 おざわ まりこ 1966 富山県
519 生井 佳奈子 なまい かなこ 1963 東京都 江東区
520 菊池 美奈 きくち みな 1963 東京都
521 中山 琴絵 なかやま ことえ 1996 埼玉県
522 高野 美海 たかの みう 2000 神奈川県
523 今泉 瑞希 いまいずみ みずき 1993 神奈川県
524 清宮 碧 きよみや みどり 1982 東京都
525 原田 カサンドラ はらだ かさんどら 1982 東京都
526 桑原 梓 くわはら あづさ 1972 東京都
527 大櫃 菜津子 おおびつ なつこ 1984 福岡県
528 大富 あき子 おおとみ あきこ 1965 東京都
529 梶山 泰代 かじやま やすよ 1975 東京都
530 チェルバーグ 裕美 ちぇるばーぐ ひろみ 1980 東京都
531 本澤 実央 ほんざわ みお 1973 埼玉県
532 佐藤 咲希 さとう さき 1994 埼玉県
533 俵 るみ子 たわら るみこ 1976 東京都
534 鈴木 香 すずき かおり 1966 東京都
535 水野 かおる みずの かおる 1971 千葉県
536 原 マリン はら まりん 1992 東京都

第7ウェーブ　スタンダード　一般女子
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1 袖付きガランシェール隊 山口 祐介 やまぐち ゆうすけ 1984 野口 直起 のぐち なおき 1984 小野 裕克 おの ひろかつ 1976
2 C-Trident 山根 勝彦 やまね かつひこ 1965 桑田 恵梨子 くわた えりこ 1985 湯本 雅江 ユモト マサエ 1987
3 ダイエントーズ 間宮 博子 マミヤ ヒロコ 1970 森 秀明 モリ ヒデアキ 1959 赤城 久弥 アカギ ヒサヤ 1970
4 海校OB 仁平 涼介 にへい りょうすけ 1998 茂内 麗海 しげない れいあ 1999 森岡 悠樹 もりおか ゆうき 1994

5 スキルアップ AI トライアスロン部 森田 大樹 もりた だいき 1993 西尾 苑香 にしお そのか 1997 皆川 正旨 みなかわ まさよし 1992

6 愉快なデフ 澤和 信二 たくわ しんじ 1962 葦澤 真知 あしざわ まさとも 1979 杉山 航 すぎやま わたる 1990

7 北砂メロンソーダズ 八木下 洋一 やぎした よういち 1960 矢竹 敏明 やたけ としあき 1966 八木下 洋一 やぎした よういち 1960

8 GO!田村-A 宇佐美 博一 ウサミ ヒロカズ 1979 秋山 馨 あきやま かおる 1966 秋山 佳澄 アキヤマ カスミ 2002

9 FreeDAM 竹岡 昌宏 たけおか まさひろ 1968 竹岡 大輝 たけおか だいき 2002 大坊 明央 だいぼう あきお 1969

10 モンスタートライアスロンクラブ 幸坂 健太郎 こうさか けんたろう 1977 篠崎 友 しのざき ゆう 1983 澁谷 有樹 しぶや ゆうき 1979

11 チーム松山まなか 名取 和正 なとり かずまさ 1986 鈴木 篤志 すずき あつし 1969 松山 まなか まつやま まなか 1979

第８ウェーブ　スタンダード（リレー）


