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201 阿部 吉貴 男 40 東京都 PISPORT 261 須藤 恭弘 男 46 千葉県

202 河野 壮一 男 40 東京都 アトリエフルーブ 262 梶本 二郎 男 46 愛知県

203 平松 弘道 男 40 東京都 SUNNY FISH 263 宇野 総一 男 46 神奈川県 アヤトTS

204 高橋 良祐 男 40 東京都 SUNNY FISH 264 横田 安弘 男 46 栃木県

205 根本 亮治 男 40 神奈川県 SUNNY FISH 265 小暮 恒介 男 47 東京都 HTC

206 近藤 玄 男 40 神奈川県 266 池上 崇 男 47 東京都

207 森 賢司 男 40 静岡県 267 窪田 啓介 男 47 神奈川県 湘南ベルマーレ

208 大中 啓 男 41 東京都 268 谷古宇 毅 男 47 東京都 金町トライアスロンクラブ

209 入江 卓 男 41 埼玉県 羽生HC 269 江口 直 男 47 東京都

210 葛生 寛征 男 41 栃木県 270 土屋 憲之 男 47 東京都

211 山口 玄士良 男 41 東京都 team hangover 271 山本 英永 男 48 神奈川県 チームエース

212 石田 真啓 男 41 東京都 272 桑島 宏和 男 48 千葉県

213 松丸 宏司 男 42 神奈川県 273 黒田 俊平 男 48 東京都

214 盛 晋作 男 42 兵庫県 274 山野井 良太 男 48 埼玉県

215 秋山 優 男 42 宮城県 275 行川 賢一郎 男 48 神奈川県 アヤトトライアスロンスクール

216 伊藤 岳 男 42 東京都 アヤトTS 276 中野 靖士 男 48 神奈川県

217 浅香 聡 男 42 東京都 277 藤村 幸彦 男 48 神奈川県

218 小林 基益 男 42 東京都 278 小林 誠 男 48 埼玉県 STC

219 小澤 和仁 男 42 神奈川県 279 吉野 広幸 男 48 神奈川県 SUNNY FISH

220 芳賀 正克 男 42 東京都 280 田中 厚至 男 48 埼玉県

221 小林 雅裕 男 42 神奈川県 281 野畑 潤 男 48 千葉県 Team 朝飯前

222 原 和成 男 42 神奈川県 282 諸星 篤志 男 48 埼玉県 HTC

223 倉山 智春 男 42 東京都 アヤトTS 283 鬼澤 裕彦 男 49 神奈川県 チームかくや

224 上嶋 秀太郎 男 43 東京都 284 鏡山 英男 男 49 東京都

225 舘 洋光 男 43 東京都 P-Bay 285 石井 周二 男 49 東京都 キヤノントライアスロンクラブ

226 横山 卓也 男 43 千葉県 Team 朝飯前 286 林 晋太郎 男 49 東京都 スペシャライズドトライアスロンクラブ

227 諏訪 学顕 男 43 千葉県 Swacchi 287 秋山 充二郎 男 49 東京都

228 古田 昌弘 男 43 静岡県 288 今田 俊一 男 49 東京都

229 加藤 和幸 男 43 神奈川県 湘南ベルマーレ 289 野尻 信也 男 49 東京都 チームエース

230 木村 匡雅 男 43 神奈川県 湘南ベルマーレ 290 佐々木 伸也 男 49 神奈川県 ラミリート

231 柴田 佳典 男 43 神奈川県 291 小田 圭二 男 49 神奈川県

232 星野 良明 男 43 東京都 TeamTRION 292 田村 昌義 男 49 神奈川県 湘南ベルマーレ

233 古野 裕一 男 43 神奈川県 TeamOyajiAsaren 293 大川 誠司 男 49 東京都 EKトライアスロン

234 宮川 満寿雄 男 43 東京都 C-Trident 294 上田 亥久雄 男 49 神奈川県 湘南ベルマーレ

235 向山 勇也 男 43 静岡県 295 沼沢 大輔 男 49 神奈川県

236 葛生 貴昭 男 43 埼玉県 296 今井 敦 男 49 静岡県

237 奥谷 良太 男 43 東京都 297 三田村 達也 男 49 石川県

238 経澤 耕達 男 43 栃木県 宇都宮村上塾 298 菅谷 豊明 男 60 東京都 坂レンジャー

239 夏山 賢悟 男 44 東京都 299 柘植 孝之 男 60 愛知県 セントラル小牧

240 梅本 智夫 男 44 東京都 300 Shrosbree Mark 男 60 神奈川県 Namban Rengo

241 河地 優 男 44 東京都 301 梯 俊也 男 61 神奈川県 湘南ベルマーレ

242 落合 将伸 男 44 神奈川県 ラミリート 302 栗原 義英 男 61 千葉県 TATSUMI

243 ABSOUS Olivier 男 44 東京都 Triathlon in Tokyo 303 古川 正敏 男 61 東京都

244 川村 考弘 男 44 三重県 suzukiランニングクラブ 304 風間 誠史 男 62 東京都 相模女子大学

245 浅見 義彦 男 45 千葉県 GO UP! 305 三好 雅典 男 63 神奈川県 東京ヴェルディ

246 政田 智 男 45 神奈川県 306 本田 日出男 男 63 大阪府 つうばいつう・八尾AC

247 仁多見 貴志 男 45 神奈川県 湘南ベルマーレ 307 市川 和彦 男 63 東京都 カスター二エナ

248 平松 健 男 45 東京都 308 金澤 章 男 65 東京都 チームエース

249 津嶋 辰郎 男 45 神奈川県 309 安藤 善朗 男 66 東京都 ウエーブス

250 松尾 良次 男 45 東京都 310 田中 寛 男 66 東京都

251 竹内 真 男 45 愛知県 あすたま 311 小宮 英明 男 67 神奈川県

252 和田 晃 男 45 東京都 312 堀井 健司 男 68 東京都

253 平澤 健市 男 45 埼玉県 HTC 313 白井 真一 男 69 神奈川県 ラミリ-ト

254 釈迦野 亮 男 45 東京都 314 黒川 マサト 男 69 千葉県 館山市トライアスロン協会

255 髙橋 信 男 45 栃木県 501 青柳 龍斗 男 16 東京都

256 森田 翼 男 46 千葉県 Team 朝飯前 502 大橋 琉生 男 17 栃木県 宇都宮村上塾

257 上橋 教裕 男 46 東京都 503 笠原 凜 男 18 東京都 SUNNY FISH

258 佐竹 大 男 46 神奈川県 504 辻田 洸希 男 19 東京都 日本大学

259 並木 規充 男 46 東京都 アヤトTS 505 太田 尚都 男 19 茨城県 筑波大学体育会トライアスロン部

260 中丸 隆一郎 男 46 神奈川県 506 佐々木 信 男 20 東京都 日本大学
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507 増子 昂汰郎 男 20 千葉県 順天堂大学トライアスロン競技部 567 新倉 俊平 男 23 神奈川県 東海大学

508 木内 悠斗 男 20 東京都 国士舘大学トライアスロン部 568 金子 功樹 男 23 東京都 明治大学

509 小島 翔斗 男 20 埼玉県 千葉大学 569 野口 剛 男 23 神奈川県 #BETHEBIKER

510 乾 遥希 男 20 神奈川県 学習院大学体育会トライアスロン部 570 高橋 優一 男 24 神奈川県

511 奥村 康司 男 20 千葉県 ノースウエスト 571 岡北 慎司 男 24 埼玉県

512 榁木 翔太 男 20 東京都 ノースウエスト 572 原 昇平 男 24 千葉県 東京工業大学

513 松村 望央 男 20 神奈川県 573 内田 郁弥 男 24 千葉県

514 秋元 啓佑 男 20 埼玉県 Northwest 574 松崎 大典 男 24 茨城県

515 蓮沼 優大 男 20 茨城県 575 高橋 明日翔 男 25 秋田県 HSAC

516 菊地 優志 男 20 東京都 日本大学 576 斉藤 亮太 男 25 東京都

517 紺野 涼太 男 20 神奈川県 東海大学 577 佐藤 龍 男 25 東京都

518 古閑 爽太郎 男 20 神奈川県 日本大学ウルトラトライアスロンチーム 578 西村 幸浩 男 25 千葉県 三井住友銀行

519 畑 玲音 男 20 大阪府 関西大学 infinity 579 成田 健悟 男 26 東京都

520 安井 聡 男 20 東京都 東京工業大学トライアスロン部 580 濵﨑 壮史 男 26 東京都

521 今里 陽士 男 20 東京都 581 渡部 剛 男 26 埼玉県 Prego Racing

522 亀垣 柊二 男 20 神奈川県 東京工業大学トライアスロン部 582 栗原 篤人 男 27 東京都

523 上澤田 宇宙 男 20 東京都 583 近藤 聖也 男 27 愛知県 テックスポーツカミハギ

524 加藤 智基 男 21 東京都 afroーQ 584 江澤 昴 男 27 長野県 長野県トライアスロン協会

525 舟橋 和哉 男 21 神奈川県 神奈川大学 585 小林 直人 男 27 東京都

526 江田 祐太朗 男 21 神奈川県 586 永野 祥太郎 男 27 東京都 丸紅アイアンマンクラブ

527 藤嶋 大紀 男 21 宮城県 東北大学学友会トライアスロン部 587 山本 幸大 男 28 愛知県 一峰の会

528 堀越 一気 男 21 東京都 トライアスロンチームAfroQ 588 樋口 翔悟 男 28 静岡県

529 鈴木 陽久 男 21 宮城県 東北大学学友会 589 倉島 将 男 28 神奈川県

530 一言 伊織 男 21 東京都 590 原 恭平 男 28 東京都 ラックRUNクラブ

531 鈴木 丈瑠 男 21 東京都 明治大学トライアスロン部 591 郷田 将 男 28 埼玉県

532 小川 颯斗 男 21 千葉県 日本体育大学 592 梅田 航平 男 28 神奈川県 湘南ベルマーレ

533 宮下 修 男 21 東京都 日本大学 593 森永 修平 男 29 東京都

534 佐藤 矩保 男 21 神奈川県 594 増田 航平 男 29 愛知県

535 首藤 佳祐 男 21 神奈川県 トライアスロン部 595 水谷 淳 男 30 東京都 MIVRO

536 小林 祐也 男 21 東京都 日本大学 596 藤田 康平 男 30 茨城県

537 文元 慶彦 男 21 千葉県 千葉大学 597 中山 賢史朗 男 30 東京都

538 山口 智也 男 21 神奈川県 横浜国立大学 598 三嶽 暢裕 男 30 神奈川県 秦野市役所

539 山口 洋祐 男 21 東京都 ノースウエスト 599 菊地 康宏 男 30 東京都

540 吉原 純 男 21 神奈川県 BOMBERS 600 渡辺 福太郎 男 31 東京都

541 今村 穣一郎 男 21 東京都 ノースウエスト 601 藏俣 光 男 31 埼玉県 的場乃平

542 武田 陸 男 21 東京都 ノースウエスト 602 ポチロン ヨアン 男 31 東京都 TiT

543 橋本 侑磨 男 21 神奈川県 慶應義塾大学 603 富岡 祐太 男 31 神奈川県

544 土生 晋太郎 男 21 東京都 慶應義塾大学 604 名和田 航 男 32 東京都

545 中川 恵太 男 21 千葉県 順天堂大学 605 本間 康生 男 32 愛知県

546 舩橋 侑也 男 21 東京都 ノースウエスト 606 星 大樹 男 32 千葉県 TeamTRION

547 山本 衛 男 21 宮城県 東北大学学友会トライアスロン部 607 藤本 翔 男 32 神奈川県

548 洲上 幹太 男 21 千葉県 608 前田 雄哉 男 32 神奈川県

549 杉山 篤拓 男 22 埼玉県 609 下浅 地広 男 32 東京都

550 宮野 雄弘 男 22 東京都 Northwest 610 安倍 宏晃 男 32 神奈川県

551 茂木 智也 男 22 神奈川県 611 菊池 朋明 男 32 東京都 SUNNY FISH

552 四ッ井 聡太 男 22 埼玉県 612 楠田 明浩 男 32 埼玉県

553 谷本 凜 男 22 神奈川県 法政大学 613 立道 国一 男 32 長野県 BIKERANCH

554 原田 理央 男 22 東京都 614 小出 大祐 男 33 千葉県 Team 朝飯前

555 古川 勝也 男 22 神奈川県 神奈川大学トライアスロン部 615 中澤 健太郎 男 33 埼玉県

556 風岡 拓実 男 22 東京都 日本大学 616 知念 大海 男 33 神奈川県

557 加藤 大地 男 22 神奈川県 国士舘大学 617 杉田 精司 男 33 神奈川県 SUNNY FISH

558 太田 大貴 男 22 東京都 慶應トライアスロン部Team.J 618 嶋村 健太郎 男 33 神奈川県 TREK Bicycle 横浜

559 平間 祐介 男 22 神奈川県 トゥース 619 串田 亮太 男 33 東京都 なし

560 秋葉 健 男 22 神奈川県 東京工業大学トライアスロン部 620 加藤 勲 男 33 東京都

561 中山 祥貴 男 22 神奈川県 横浜国立大学トライアスロン部 621 松尾 剛之 男 34 神奈川県

562 加塩 柚樹 男 22 神奈川県 ノースウエスト 622 水野 諒太郎 男 34 東京都 SUNNY FISH

563 野崎 雄大 男 23 神奈川県 大東文化大学 623 Adrien Durvin 男 34 東京都 GO UP!

564 鎌田 大樹 男 23 東京都 大東文化大学トライアスロン部 624 柏岡 一樹 男 34 東京都

565 中野 諒太 男 23 神奈川県 625 青木 隆介 男 34 千葉県 ラミリート

566 山田 敦也 男 23 神奈川県 神奈川大学 626 佐藤 伸也 男 35 神奈川県

※年齢は2020年12月31日時点の年齢を基準とする



【エイジ男子】 【エイジ男子】
Bib. 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 Bib. 氏名 性別 年齢 都道府県 所属

627 長谷川 綾 男 35 東京都 現人レーシング 687 野口 哲男 男 53 神奈川県

628 山元 賢次郎 男 35 東京都 688 大用 訓一 男 53 東京都 ラミリート

629 小島 俊範 男 35 東京都 トレイルブレイザー 689 米川 敦 男 53 東京都 ラミリート

630 水谷 光 男 36 東京都 690 飯嶋 喜一 男 54 神奈川県 湘南ベルマーレ

631 冨野 真吾 男 36 茨城県 GO!田村 691 大塚 邦幸 男 54 東京都

632 後藤 将太 男 36 東京都 MARE Cycling Team 692 本山 亮 男 54 神奈川県 SUNNY FISH

633 村山 淳 男 36 神奈川県 693 簱野 弘昭 男 54 東京都 Go up!

634 前園 一也 男 36 東京都 SUBARUトライアスロンクラブ 694 内田 英良 男 54 東京都

635 片桐 慎吾 男 36 東京都 695 青木 正哉 男 55 千葉県 Catteni複合競技部

636 内田 祐太 男 37 千葉県 696 小林 祐一 男 55 千葉県

637 鈴木 基妥 男 37 神奈川県 697 木綿 正秋 男 55 千葉県 Swacchi

638 秋草 雅都 男 37 神奈川県 横浜トライアスロン研究所 698 山本 慈朗 男 55 千葉県 チバポンズ

639 太田 祐介 男 37 岐阜県 699 植木 泰貴 男 55 千葉県

640 橋本 謙司 男 37 千葉県 700 小野 明 男 55 神奈川県 SUNNY FISH

641 細田 篤樹 男 37 長野県 701 小室 博之 男 55 千葉県 Tokyo DAX

642 依田 大 男 38 東京都 702 石田 力 男 55 神奈川県 SUNNY FISH

643 Lavoine Youri 男 38 東京都 T.I.T 703 井形 繁雄 男 55 神奈川県

644 駒野 悠太 男 38 神奈川県 キリントライアスロン部 704 松永 智文 男 55 東京都 SHUT UP LEGS

645 OGABALDWIN OGABALDWIN 男 38 東京都 Triathlon in Tokyo 705 香川 新 男 55 栃木県 那須サイクリングクラブ・矢板ランニングクラブ

646 黒澤 孟 男 38 東京都 Team M.T.T. 706 竹前 信行 男 55 神奈川県 チームかくや

647 ROBERT MANUEL 男 39 神奈川県 707 岩田 聖市 男 56 神奈川県 横浜鉄人クラブ

648 FRAJ Jordi 男 39 神奈川県 triathlon-in-tokyo 708 田中 慶 男 56 神奈川県 JALトライアスロンクラブ

649 亀井 健太 男 39 神奈川県 湘南ベルマーレトライアスロン 709 伊藤 道彦 男 56 神奈川県 アヤトトライアスロン

650 中野 浩 男 50 神奈川県 710 鈴木 謙太 男 56 東京都

651 松沼 能伸 男 50 千葉県 711 川那部 岳志 男 57 東京都 千代田走友会

652 齋藤 修 男 50 栃木県 宇都宮村上塾 712 境 勉 男 57 東京都 青山トライアスロンクラブ

653 田島 康成 男 50 千葉県 713 小森谷 功 男 57 神奈川県

654 野村 隆 男 50 東京都 714 藤林 保信 男 57 神奈川県 Thumbs up 東風平村MDレーシング

655 山口 英司 男 50 神奈川県 SUNNY FISH 715 藤倉 充裕 男 57 埼玉県

656 石津 晃一 男 50 東京都 716 白川 弘樹 男 57 神奈川県 アン・スペースデザイン

657 信田 篤志 男 50 神奈川県 717 堺野 雄司 男 57 東京都 東村山トライアスロン

658 本多 勇一 男 50 千葉県 Swacchi 718 原田 博幸 男 57 東京都 Go up!

659 各務 亨 男 50 神奈川県 TeamTRION 719 田村 誠 男 57 東京都

660 高林 信康 男 50 神奈川県 チームかくや 720 齊藤 和範 男 58 東京都 チームエース

661 影山 健二 男 50 千葉県 みあゆあもあこ 721 村瀬 秀也 男 58 千葉県 ザオバ

662 川原 誠司 男 50 東京都 722 徳永 律 男 58 神奈川県 SUNNY FISH

663 渡部 豊 男 50 新潟県 佐渡トライアスロンクラブ 723 戸嶋 次介 男 59 東京都 SUNNY FISH

664 Madaschi Matteo 男 50 東京都 724 斉藤 茂之 男 59 埼玉県 練馬区トライアスロン連合

665 宮本 健治 男 50 東京都 725 渡辺 吏 男 59 東京都 HTC

666 味岡 宏幸 男 51 長野県 ラミリート 726 岸 正彦 男 59 神奈川県 湘南ベルマーレ

667 三浦 孝之 男 51 東京都 HTC 727 吉武 凌 男 21 宮城県 東北大学トライアスロン部

668 永井 克明 男 51 神奈川県 湘南ベルマーレ

669 古宮 聡 男 51 千葉県 トライアース

670 市川 智昭 男 51 東京都 Zippy’s

671 田中 洋二 男 51 東京都 TKD-BRC

672 前田 秀敏 男 51 東京都

673 浅田 未延 男 51 東京都

674 鈴木 篤志 男 51 神奈川県 アヤトTS

675 吉川 進一 男 51 長野県 BIKE RANCH

676 坪口 勇次 男 52 山梨県 YUJI@山梨

677 菊地 猛 男 52 東京都

678 長沼 哲也 男 52 東京都

679 堤 裕次郎 男 52 東京都

680 岡本 健次 男 52 千葉県 Swacchi

681 梅澤 岳史 男 52 東京都 ラミリート

682 保坂 修 男 52 神奈川県 オバリア

683 小杉 護 男 52 千葉県 マリナーズ幕張

684 大熊 隆太 男 52 京都府

685 佐藤 篤志 男 53 東京都 Go up!

686 加藤 岩大 男 53 神奈川県

※年齢は2020年12月31日時点の年齢を基準とする



【エイジ女子】 【シチズン】
Bib. 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 Bib. 氏名 性別 年齢 都道府県 所属

315 日引 華子 女 20 神奈川県 東海大学 353 平野 嶺 男 19 神奈川県

316 石津 里奈 女 20 東京都 日本大学 354 長谷川 弘晃 男 20 神奈川県 ノースウエスト

317 加塩 桃乃 女 20 神奈川県 ノースウエスト 355 鷲尾 卓 男 20 神奈川県 perigo

318 髙田 彩加 女 22 千葉県 356 渡辺 貴大 男 21 神奈川県 明治大学

319 中山 知洋 女 24 茨城県 357 新井 優樹 男 25 神奈川県 Pedalist

320 増田 りさ 女 27 東京都 Go up! 358 富田 舜 男 27 神奈川県 川崎市トライアスロンクラブ

321 竪本 優 女 30 東京都 Go up ! 359 伊藤 敬紘 男 29 神奈川県

322 白畑 志乃 女 32 東京都 ATA渋谷 360 伊藤 翔太 男 30 神奈川県

323 櫻井 理枝 女 32 東京都 361 中塚 貴文 男 30 神奈川県 丸嘉木材株式会社

324 岡崎 さなみ 女 32 千葉県 Go up! 362 倉林 正和 男 33 神奈川県

325 岡村 和重 女 33 東京都 SUNNY FISH 363 西村 育人 男 34 神奈川県

326 笠原 直子 女 33 千葉県 Team 朝飯前 364 清田 広輝 男 34 神奈川県 川崎市トライアスロンクラブ

327 松井 郷美 女 34 東京都 365 水柿 康一 男 34 神奈川県 川崎市トライアスロンクラブ

328 石藤 沙樹子 女 37 東京都 Go up! 366 山下 正樹 男 37 神奈川県

329 直下 典子 女 39 石川県 367 則本 達郎 男 37 神奈川県

330 中園 あや 女 39 神奈川県 湘南ベルマーレ 368 高橋 尚徳 男 40 神奈川県 川崎市トライアスロンクラブ

331 永宮 友子 女 40 東京都 369 小川 俊介 男 42 神奈川県 CYCLO CLUB

332 徳田 和美 女 40 神奈川県 370 曽田 容子 女 42 神奈川県

333 池田 妙子 女 40 東京都 ラミリート 371 川島 俊嗣 男 44 神奈川県

334 近藤 麻里紗 女 40 神奈川県 372 下河 智和 男 46 神奈川県 Catteni Positivo

335 武田 紗由巳 女 41 神奈川県 アヤトTS 373 竹内 隆 男 46 神奈川県 おこげさん

336 中村 順子 女 44 千葉県 稲毛インター 374 富永 充昭 男 47 神奈川県 SPECIALIZED TRI Club

337 須田 貴子 女 44 神奈川県 チームかくや 375 大津 菜々 女 47 神奈川県

338 中塚 裕美 女 44 愛知県 Azzurri 376 橋本 篤也 男 48 神奈川県

339 湯浅 佳子 女 45 神奈川県 チームエース 377 磯部 渉 男 48 神奈川県

340 中村 薫 女 46 東京都 葛飾区トライアスロン連合 378 安田 康平 男 48 神奈川県 ラミリート

341 藤本 優子 女 47 東京都 ラミリート 379 安部 亙 男 49 神奈川県 オヤジ朝練

342 篠原 三陽 女 48 神奈川県 KⅡ-Lab 380 浅井 直樹 男 49 神奈川県 ヤフートライアスロン部

343 高須 美奈子 女 49 東京都 381 岩崎 かな子 女 49 神奈川県 SUNNY FISH

344 斉藤 有紀子 女 50 神奈川県 ラミリート 382 小原 正広 男 50 神奈川県 アトリエ フルーブ

345 藤田 千華 女 51 神奈川県 横浜鉄人クラブ 383 新堀 隆章 男 53 神奈川県

346 野中 淳子 女 51 神奈川県 湘南ベルマーレ 384 池田 勝次 男 54 神奈川県 サギヌマスターズ

347 尾木 恵里 女 51 東京都 アヤトTS 385 湯野川 徹 男 54 神奈川県 アトリエ・フルーブ

348 増田 珠理 女 54 東京都 Go up! 386 萩原 文子 女 54 神奈川県 アヤトトライアスロンスクール

349 山本 真紀恵 女 54 千葉県 金町トライアスロンクラブ 387 池田 千夏 女 57 神奈川県

350 宮川 ゆり子 女 56 東京都 388 高橋 よしあき 男 57 神奈川県 TEAM ACE

351 伊藤 菜穂子 女 58 神奈川県 ラミリート 389 鹿野 賢志 男 59 神奈川県

352 平澤 孝子 女 61 神奈川県

390 平 和佳菜 女 20 宮城県 東北大学

※年齢は2020年12月31日時点の年齢を基準とする



【ビギナー】 【キッズ】
Bib. 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 Bib. 氏名 性別 学年 都道府県 所属

1 岩澤 康介 男 17 神奈川県 陸上競技部 49 笠原 凪咲 女 小1 東京都 SUNNY FISH

2 植村 輝 男 19 神奈川県 50 佐藤 有悟 男 小2 東京都 湘南ベルマーレ

3 肥田 夏美 女 20 千葉県 51 ABSOUS Matthieu 男 小2 東京都 青山トライアスロン

4 佐藤 択海 男 25 神奈川県 MYPACE 52 杉田 晃大 男 小2 神奈川県 湘南ベルマーレトライアスロン

5 和田 汐里 女 27 東京都 53 平 詩織 女 小2 埼玉県

6 並里 亮佑 男 31 東京都 54 三日尻 陸 男 小2 東京都 #1-PRIMERA-

7 今井 裕愛 男 31 神奈川県 55 三崎 朱莉 女 小2 神奈川県 湘南ベルマーレ

8 渡部 寿 女 31 福島県 56 窪田 羚 男 小2 神奈川県 湘南ベルマーレ

9 田中 彩佳 女 32 神奈川県 57 佐藤 麟太郎 男 小2 東京都 #1-PRIMERA-

10 木村 尚人 男 32 東京都 58 孫 佳娜 女 小2 東京都 金町トライアスロンクラブ

11 杉山 竜二 男 32 神奈川県 59 中田 陽太 男 小2 東京都 関東RC

12 宮本 浩志 男 33 東京都 60 船尾 帆夏 女 小2 茨城県

13 小川 雅子 女 34 神奈川県 61 渡井 健太 男 小2 静岡県 #1-PRIMERA-

14 宮本 洋輔 男 35 東京都 62 菅原 昊志 男 小3 神奈川県 湘南ベルマーレ

15 関 宏行 男 36 神奈川県 63 小澤 友弘 男 小3 神奈川県

16 マルタン ファビアン 男 37 東京都 64 皆木 海音 女 小3 東京都 AVENTURA CYCLING

17 上田 良太 男 37 神奈川県 65 森川 純成 男 小3 東京都

18 五十嵐 清 男 37 神奈川県 DREAMER 66 新澤 海翔 男 小3 神奈川県 湘南ベルマーレ

19 政永 幹史 男 37 東京都 67 亀井 さくら 女 小3 神奈川県 湘南ベルマーレ

20 安宅 智洋 男 38 東京都 68 中園 真恵 女 小4 神奈川県 湘南ベルマーレ

21 谷 章生 男 38 東京都 69 ABSOUS Clement 男 小4 東京都 青山トライアスロン

22 和田 光弘 男 38 東京都 70 山口 恭平 男 小4 神奈川県 湘南ベルマーレ

23 和田 健太郎 男 38 東京都 RCT自転車競技部 71 田村 和奏 女 小4 神奈川県 湘南ベルマーレ

24 三浦 大志 男 39 神奈川県 72 宮田 泰成 男 小4 神奈川県 湘南ベルマーレ

25 植田 庸平 男 40 神奈川県 73 青柳 由羅 男 小4 東京都

26 田澤 昌孝 男 40 東京都 Go up! 74 小島 陽太 男 小4 東京都

27 菅野 広一 男 43 神奈川県 TEAM MASAMICHI 75 児玉 昊汰 男 小4 神奈川県 湘南ベルマーレ

28 縄手 裕介 男 43 東京都 76 前田 悠晴 男 小4 神奈川県

29 高山 一樹 男 44 神奈川県 77 平 松太 男 小4 埼玉県

30 高橋 寿和 男 45 東京都 78 高林 心咲 男 小4 神奈川県 チームかくや

31 齋間 秀雄 男 45 東京都 79 田口 心愛 女 小4 東京都 #1-PRIMERA- with OCF

32 葛城 建史 男 46 千葉県 Team 朝飯前 80 古田 栞那 女 小4 静岡県

33 鶴 亜希子 女 46 東京都 81 川原 治士 男 小4 東京都

34 中田 恵美 女 47 東京都 関東RC 82 赤尾杉 夏斗 男 小4 東京都 #1 -PRIMERA-

35 プロター グザビエ 男 47 東京都 83 窪田 颯 男 小4 神奈川県 湘南ベルマーレ

36 根岸 史幸 男 47 神奈川県 84 渡邊 芽衣 女 小4 神奈川県 湘南ベルマーレ

37 平井 健生 男 48 沖縄県 函館裸猿 85 佐藤 圭悟 男 小5 東京都 湘南ベルマーレ

38 植村 和彦 男 48 神奈川県 86 常見 那凪 女 小5 東京都 SUNNY FISH

39 土門 伸行 男 50 東京都 87 影山 ゆあ 女 小5 千葉県 TEAM KAGEYAMA

40 門倉 淳 男 51 神奈川県 Rumilito 88 影山 みあ 女 小5 千葉県 TEAM KAGEYAMA

41 小林 正樹 男 54 神奈川県 NTT-Inf 89 三崎 圭悟 男 小5 神奈川県 湘南ベルマーレ

42 小清水 潔 男 57 神奈川県 真鶴トライアスロン 90 浅沼 佳吾 男 小5 神奈川県 湘南ベルマーレ

43 河野 亮 男 62 埼玉県 91 久保田 智貴 男 小5 神奈川県 湘南ベルマーレ

44 小出 正幸 男 65 埼玉県 92 豊川 塔子 女 小6 神奈川県 湘南ベルマーレ

45 小出 あやの 女 65 埼玉県 93 杉山 泰賀 男 小6 神奈川県 湘南ベルマーレ

94 筒井 楓 女 小6 東京都 SUNNY FISH

【ジュニア】 95 孫 伶娜 女 小6 東京都 金町トライアスロンクラブ

Bib. 氏名 性別 学年 都道府県 所属 96 孫 俐娜 女 小6 東京都 金町トライアスロンクラブ

46 豊川 絵子 女 中1 神奈川県 湘南ベルマーレ 97 古田 蒼波 男 小6 静岡県

47 筒井 和 男 中1 東京都 SUNNY FISH 98 本間 くるみ 女 小6 神奈川県 湘南ベルマーレ

48 笠原 昊 男 中2 東京都 SUNNY FISH 99 齋藤海地 男 小6 神奈川県 湘南ベルマーレ

100 小林 賢弥 男 小6 神奈川県 湘南ベルマーレ

※年齢は2020年12月31日時点の年齢を基準とする


