
2021東京都トライアスロン選手権　男子記録

開催日：
場所　： 渡良瀬遊水地（群馬県邑楽郡板倉町）
主催　： 一般社団法人　東京都トライアスロン連合

東京都 長野県 新潟県

1 23 椿 浩平 つばき こうへい 東京 0:57:31 1

2 28 小林 祐也 こばやし ゆうや 学連（東京） 0:57:39

3 22 甲斐 瑠夏 かい るか 学連（東京） 0:57:55 2

4 25 寺澤 光介 てらさわ こうすけ 東京 0:58:11 3

5 26 浅海 健太 あさかい　けんた 東京 0:58:24 4

6 27 外山 高広 とやま たかひろ 東京 0:58:59 5

7 29 梅田 祐輝 うめだ ゆうき 東京 0:59:04 6

8 24 富内 檀 とみうち だん 東京 0:59:20 7

9 30 福島 旺 ふくしま あきら 学連（東京） 0:59:32 8

10 32 佐々木 信 ささき　まこと 学連（東京） 0:59:37 9

11 42 菊池 朋明 きくち ともあき 東京 1:01:03 1

12 36 本木 颯人 もとき はやと 学連（東京） 1:02:51

13 33 伴 正太 ばん しょうた 学連（東京） 1:02:59 10

14 35 出口 陽也 でぐち あきや 東京 1:03:48 11

15 31 浜崎 塁 はまさき るい 学連（東京） 1:03:52

16 34 笠原 大康 かさはら ひろやす 東京 1:05:04 1

17 50 韮澤 由吏 にらさわ ゆうり 学連（新潟） 1:05:20 2

18 52 滝沢 進 たきざわ しん 新潟 1:05:33 3

19 38 阿久津 将 あくつ まさし 東京 1:06:28 12

20 45 立道 国一 たてみち くにかず 長野 1:06:32 2

21 37 松井 雄悟 まつい ひゅうご 学連（東京） 1:06:49 13

22 51 浅野 優雅 あさの ゆうが 学連（福島） 1:07:07 4

23 43 高野 真志 たかの まさし 長野 1:08:50 3

24 44 江澤 昴 えざわ すばる 長野 1:11:10 4

25 48 松本 剛 まつもと つよし 長野 1:11:29 5

26 46 佐々木 克幸 ささき よしゆき 千葉 1:13:00 6

27 40 浅香 聡 あさか さとし 東京 1:13:22 14

28 47 中村 真悟 なかむら しんご 長野 1:14:51 7

53 鋤崎 隆也 すきざき たかや 千葉 DNF

21 古谷 純平 ふるや じゅんぺい 東京 DNS

39 長谷川 綾 はせがわ りょう 東京 DNS

41 鈴木 裕之 すずき ひろゆき 東京 DNS

49 中原 理行 なかはら まさゆき 長野 DNS

54 山本 幸大 やまもと ゆきひろ 愛知 DNS
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2021東京都トライアスロン選手権　女子記録

開催日：
場所　： 渡良瀬遊水地（群馬県邑楽郡板倉町）
主催　： 一般社団法人　東京都トライアスロン連合

東京都 長野県 新潟県

1 16 久保埜 南 くぼの みなみ 山梨 1:03:51

2 5 江田 佳子 えだ よしこ 東京 1:04:07 1

3 2 西 麻依子 にし まいこ 東京 1:04:52 2

4 3 蔵本 葵 くらもと あおい 東京 1:05:43 3

5 6 高嶺 直美 たかみね なおみ 東京 1:06:28 4

6 4 池口 いずみ いけぐち いずみ 学連（東京） 1:06:36

7 17 佐藤 姫夏 さとう ひめか 千葉 1:06:58

8 7 加来 奈津子 かく なつこ 東京 1:09:19 5

9 10 竹内 愛 たけうち あい 東京 1:10:17 6

10 9 甲斐 彩花 かい さいか 東京 1:10:29

11 11 近藤 小夏 こんどう こなつ 学連（新潟） 1:11:35 1

12 8 中野 咲桜 なかの さきお 東京 1:16:06 7

1 中山 彩理香 なかやま さりか 学連（東京） DNS

12 野口 ななみ のぐち ななみ 新潟 DNS

13 竹内 美翔 たけうち みう 長野 DNS

14 高木 実穂 たかぎ みほ 長野 DNS

15 安達 菜央 あだち なお 長野 DNS
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