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♯ 加盟団体 氏名/姓 氏名/名 ひらがな/姓 ひらがな/名 性別 JTU ITU ITU ID NTO SEA
二輪

免許

5/13-14パラ

バイク練習

5/15エリートバイク/

ラン試走
5/16エリート配置➀ 5/16エリート配置② 5/17エイジ配置

1 神奈川県 青柳 雅一 あおやぎ まさいち male 3rd no no no CP4 Bike

2 神奈川県 青山 英司 あおやま えいじ male 1st no yes 整列対応/無線管理 aTD 競技説明 aTD

3 神奈川県 浅井 政司 あさい まさし male 3rd no no no CP22 Transition

4 神奈川県 浅海 聡 あさかい さとし male 2nd no no yes 移動 YP3C BikeSC

5 神奈川県 浅野 拓哉 あさの たくや male 2nd no yes no 移動 バイク移動/ラン定点 SEA CP22-24チーフ SEA/Aid

6 神奈川県 石野 恵子 いしの けいこ female 3rd yes no SEA CP18 SEA/Finish

7 神奈川県 市来 竜哉 いちき たつや male 3rd no yes yes SEA CP22 SEA/Run

8 神奈川県 伊東 亨 いとう とおる male 2nd no no no CP16 AidSC

9 神奈川県 伊藤 菜穂子 いとう なおこ female 3rd YP7 Transition➀ Transition

10 神奈川県 稲田 隆俊 いなだ たかとし male 2nd no no no YP6 Runチーフ

11 神奈川県 猪俣　 位 いのまた ただし male 1st L1 no no no 定点 YP5-7チーフ RunSC

12 神奈川県 今橋 尚也 いまはし なおや male 2nd no yes SEA SEA/CP18-21 BikeSC

13 神奈川県 岩田 聖市 いわた せいいち male 1st L1 9791 no yes no バイク移動/ラン定点 paraHR 競技説明 paraHR

14 神奈川県 臼井 政和 うすい まさかず male 2nd no no no CP7 Transition➀ Transition

15 神奈川県 梅田 淳 うめだ じゅん male 2nd L1 9801 no no yes バイク移動/ラン定点 CP7-8チーフ SwimSC

16 神奈川県 海野 浩 うんの ひろし male 1st L2 7107 yes no yes 整列対応/ラン定点 NTO RunSC

17 神奈川県 大谷 圭吾 おおたに けいご female 3rd no no no YP7 Run

18 神奈川県 大根田 崇 おおねだ たかし female 3rd CP13 Aid

19 神奈川県 岡田 展生 おかだ のぶお male 3rd no no yes YP7 Bike

20 神奈川県 岡本 典子 おかもと のりこ female 3rd no YP3 Transition➀ Transition

21 神奈川県 押木 雅朋 おしき まさとも male 2nd no no no CP18-21チーフ Bike

22 神奈川県 小野 明 おの あきら male 3rd no no no CP6 Bike

23 神奈川県 小原 博史 おばら ひろし male 2nd yes yes yes 定点 YP1C/CP5-6 Swim

24 神奈川県 加藤 伸之 かとう のぶゆき male 3rd no no no CP8 Bike

25 神奈川県 金子 英一 かねこ えいいち male 3rd no no no CP7 Swim

26 神奈川県 鎌下 優一 かました ゆういち male 2nd no no no CP8 SwimSC

27 神奈川県 亀村 一郎 かめむら いちろう male 1st L1 5528 yes no no CP13-15チーフ Transition➀② TransitionSC

28 神奈川県 川井 克紀 かわい かつのり male 3rd no yes yes CP7 SEA/Transition

29 神奈川県 北島 礼子 きたじま あやこ female 3rd no no yes CP22 Swim

30 神奈川県 北嶋 伸吉 きたじま のぶよし male 3rd yes yes SEA SEA/CP18-21 SEA/Transition

31 神奈川県 楜澤 信 くるみさわ まこと male 2nd no no no CP8 Bike

32 神奈川県 小池 康修 こいけ やすのぶ male 2nd no no no YP2C/CP5-6 Transition➀② TransitionSC

33 神奈川県 河野 勇 こうの いさむ male 3rd no no no CP6 Aid

34 神奈川県 小金澤 光司 こがねざわ こうじ male 1st L2 1916 yes no yes 整列対応 NTO 競技説明(英) TD

35 神奈川県 小島 康義 こじま やすよし male 2nd L2 7109 yes no no 整列対応/ラン定点 NTO Transition➀② TransitionSC

36 神奈川県 小西 輝佳 こにし てるよし male 2nd no no yes YP1-4チーフ Bike

37 神奈川県 込山 雅視 こみやま まさみ male 2nd no no no 本部チーフ 本部チーフ

38 神奈川県 紺谷 悟司 こんや さとし male 3rd L1 no no no CP11 Bike

39 神奈川県 志賀 宏行 しが ひろゆき male 2nd L1 11841 yes yes yes SEA SEA/CP18-21 SwimSC

40 神奈川県 志賀 さおり しが さおり female 3rd no yes no SEA CP6 SEA/本部

41 神奈川県 篠原 凪沙 しのはら なぎさ female 3rd no no no シャペロン FinishSC

42 神奈川県 篠原 永年 しのはら ながとし male 2nd no no yes CP6C BikeSC

43 神奈川県 柴原 和可 しばはら かずよし male 3rd yes YP4 Aid

44 神奈川県 清水 英一 しみず えいいち male 2nd L1 9795 yes no yes 整列対応/ラン定点 NTO 競技説明(英) TransitionSC

45 神奈川県 下方 純代 しもかた すみよ female 2nd no yes no シャペロン Aidチーフ

46 神奈川県 白石 俊己 しらいし としみ male 2nd no no no CP13 Transition➀② Transitionチーフ

47 神奈川県 陣川 学士 じんかわ さとし male 1st L1 12580 no yes yes SEA SEAチーフ/本部 SEAチーフ/本部

48 神奈川県 杉浦 真由美 すぎうら まゆみ female 1st L1 8528 no no no CCC キッズランC CCC

49 神奈川県 杉浦 博 すぎうら ひろし male 1st L1 8907 no no yes LOC LOC

50 神奈川県 鈴木 陽輔 すずき ようすけ male 2nd no no yes CP7C Bikeチーフ

51 神奈川県 鈴木 啓吾 すずき けいご male 2nd no no no CP8 交通安全パレード Bike

52 神奈川県 墨 さち枝 すみ さちえ female 2nd L1 12579 no yes no SEA SEA/本部 競技説明(英) BikeSC

53 神奈川県 仙台 椎良 せんだい しいら female 3rd no no no CP15 Bike

54 神奈川県 高柳 佳恵 たかやなぎ よしえ female 2nd L1 12262 no yes yes 定点 SEA SEA/本部 Finishチーフ

55 神奈川県 竹内 史 たけうち ちかし male 3rd no no yes CP22 Transition➀② TransitionSC

56 神奈川県 田前 正博 たまえ まさひろ male 3rd no no yes CP15 Transition➀ Transition

57 神奈川県 玉川 圭介 たまがわ けいすけ male 3rd no no no CP11 Swim

58 神奈川県 塚越 景 つかこし けい male 3rd no no yes CP18 Finish

59 神奈川県 鶴見 耕市 つるみ こういち male 2nd no no no CP10-12チーフ Bike

60 神奈川県 田 福順 でん ふくじゅん female 3rd no yes no 移動 SEA SEA/本部 交通安全パレード SEA/Swim

61 神奈川県 登坂 高志 とさか たかし male 3rd no no yes CP15 Bike

62 神奈川県 中尾 聡志 なかお さとし male 2nd no no yes CP22 SwimSC

63 神奈川県 中島 尚樹 なかじま なおき male 2nd no no no バイク移動/ラン試走 ＣＰ1-4チーフ Transition➀ Transition
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64 神奈川県 中丸 明寛 なかまる あきひろ male 2nd L1 12251 no yes no SEA SEA/CP22-24 Swimチーフ

65 神奈川県 中丸 奈緒美 なかまる なおみ female 3rd  no yes no SEA CP8 SEA/本部

66 神奈川県 中村 安夫 なかむら やすお male 3rd no no yes CP19 Transition

67 神奈川県 新津 桂一郎 にいつ けいいちろう male 2nd no no yes CP5-6チーフ Finish

68 神奈川県 野坂 剛史 のさか たけし male 3rd no no yes CP21C Transition

69 神奈川県 花井 哲 はない さとし male 1st L2 4485 yes no no 整列対応 NTO RunSC

70 神奈川県 馬場 勉 ばば つとむ male 2nd no no no CP15C Run

71 神奈川県 廣實 正人 ひろざね まさひと male 3rd no no no YP3 Transition➀ Transition

72 神奈川県 松村 一彦 まつむら かずひこ male 1st no no no ageHR 競技説明 ageHR

73 神奈川県 松本 明子 まつもと あきこ female 3rd yes yes SEA SEA/本部 SEA/本部

74 神奈川県 松本 裕 まつもと ゆたか male 3rd no YP1/CP5-6 Bike

75 神奈川県 水越 照夫 みずこし てるお male 2nd no no no YP7C Bike

76 神奈川県 三井 はるみ みつい はるみ female 3rd no no no CP8復路C RunSC

77 神奈川県 宮城 信隆 みやぎ のぶたか male 2nd no yes no チーフ移動 バイク移動/ラン定点 SEA SEA:SC 交通安全パレード SEA・SC/本部

78 神奈川県 村山 義人 むらやま よしひと male 3rd no no yes CP8 Transition➀ Transition

79 神奈川県 毛利 明博 もうり あきひろ male 3rd no no yes CP6 Transition➀ Transition

80 神奈川県 元嶋 民夫 もとじま たみお male 2nd no no no 定点 YP3 RunSC

81 神奈川県 元嶋 直子 もとじま なおこ female 1st L1 5541 yes no no 整列対応 NTO SwimSC

82 神奈川県 森田 正人 もりた まさと male 3rd no no no CP23 Aid

83 神奈川県 森高 律子 もりたか りつこ female 3rd no no no CP22 キッズラン Bike

84 神奈川県 森水 豊 もりみず ゆたか male 3rd no no no CP24 Run

85 神奈川県 八下田 千恵子 やげた ちえこ female 3rd no no no YP7 Run

86 神奈川県 八ッ橋 隆 やつはし たかし male 3rd yes yes no YP2/CP7-8 SEA/Transition

87 神奈川県 柳 志延 やなぎ しのぶ female 2nd no no no YP3 BikeSC

88 神奈川県 山口 直子 やまぐち なおこ female 2nd L1 13034 yes yes yes SEA SEA/本部 FinishSC

89 神奈川県 山下 秀幸 やました ひでゆき male 3rd no no no CP8 Run

90 神奈川県 山田 和彦 やまだ かずひこ male 2nd no no yes CP16-17チーフ SwimSC

91 神奈川県 山村 良一 やまむら りょういち male 3rd no no yes CP19 Transition

92 神奈川県 吉村 慶太郎 よしむら けいたろう male 2nd no no no CP24 Transition➀② TransitionSC

93 神奈川県 和田 桂子 わだ けいこ female 2nd L1 9787  no no no YP4C Swim

94 神奈川県 亀山 秀紀 かめやま ひでき male 1nd no no no (移動) (整列対応) TL (キッズラン) TL

95 北海道 伊藤 誠 いとう まこと 男 第1種 無 無 有り CP18C Swim

96 北海道 穴田 有一 あなだ ゆういち 男 第2種 無 無 無 CP18 Run

97 岩手県 登嶋 公 としま こう 男 第2種 無 無 有り CP24 Bike

98 宮城県 川田 翼 かわだ つばさ 男 第3種 無 無 無 CP23 Bike

99 宮城県 木幡 智彦 こはた ともひこ 男 第1種 L1 3148 有り 無 無 CP10 NTO Swim

100 宮城県 菅原 望 すがわら のぞむ 男 第2種 無 無 無 CP16 Bike

101 宮城県 中元 靖貴 なかもと やすたか 男 第2種 無 無 無 CP23 Transition

102 宮城県 花山 寛 はなやま ひろし 男 第2種 L1 9790 無 無 有り CP4C Run

103 宮城県 松浦 勝彦 まつうら かつひこ 男 第3種 無 無 無 CP2/CP13-15 Finish

104 山形県 加藤 豊 かとう ゆたか 男 第1種 L1 8910 有り 有り 中型 SEA Swim Video SEA/本部

105 茨城県 鈴木 但義 すずき ただよし 男 第1種 無 無 CP10C Run

106 茨城県 染谷 雅則 そめや まさのり 男 第1種 無 無 中型 CP5C Run

107 茨城県 寺崎 敏彦 てらさき としひこ 男 第2種 無 無 中型 CP7C Run

108 栃木県 長嶋 政光 ながしま まさみつ 男 第1種 L1 8906 有り 無 無 YP7 P-Box

109 栃木県 伴 伸夫 ばん のぶお 男 第1種 L1 8905 無 無 有り Motorbike Driver Motorbike Driver

110 群馬県 市川 硬一 いちかわ こういち 男 第1種 L1 8908 有り 無 無 Swim Video Finish

111 群馬県 茂木 利明 もてぎ としあき 男 第1種 L1 5662 有り 無 無 CP19C 本部

112 群馬県 林 吉勝 はやし よしかつ 男 第2種 L1 無 無 無 CP15 本部

113 埼玉県 青木 博幸 あおき ひろゆき 男 第2種 無 無 無 CP5 Bike_B5

114 埼玉県 今井 英大 いまい ひでひろ 男 第3種 無 無 中型 CP24 Finish

115 埼玉県 今 雅利 こん まさとし 男 第1種 L1 8909 無 無 中型 CP8往路C Bike

116 埼玉県 田中 利尚 たなか としなお 男 第2種 無 有り 中型 CP16 SEA/Transition

117 千葉県 石井 なおみ いしい なおみ 女 第1種 L2 2102 無 無 なし CP12C Swim

118 千葉県 石戸 勝宏 いしざと かつひろ 男 第3種 無 無 なし CP12 Run

119 千葉県 稲葉 哲夫 いなば てつお 男 第3種 無 無 なし CP12 Run

120 千葉県 浦邉 憲之 うらべ のりゆき 男 第2種 L1 12250 無 無 なし CP12 Bike

121 千葉県 大上 一人 おおうえ かずと 男 第2種 無 無 あり CP12 Bike

122 千葉県 大堀 祐一 おおほり ゆういち 男 第2種 L1 13030 無 無 あり CP2C/CP7-8 Run

123 千葉県 岡本 大輔 おかもと だいすけ 男 第3種 無 無 あり CP23 Swim

124 千葉県 岡田 真之 おかだ まさゆき 男 第2種 無 無 あり SEA SEA/CP22-24 SEA/Transition

125 千葉県 尾坂 雅康 おさか まさやす 男 第2種 無 無 なし YP2/CP7-8 Run

126 千葉県 川本 文人 かわもと ふみと 男 第2種 L1 有り 有り なし SEA SEA/CP22-24 SEA/Transition

127 千葉県 木南 繁 きなみ しげる 男 第2種 無 無 なし CP16 Bike
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128 千葉県 久野 春彦 くの はるひこ 男 第2種 無 無 なし CP2/CP10-12 Bike

129 千葉県 小室 博之 こむろ ひろゆき 男 第1種 無 無 なし CP3C/CP16-17 Bike

130 千葉県 佐藤 美佳子 さとう みかこ 女 第3種 無 無 あり CP13 Run

131 千葉県 園川 峰紀 そのかわ みねき 男 第1種 L2 2078 無 無 なし 本部 本部

132 千葉県 田口 留美子 たぐち るみこ 女 1種 L1 11191 有り 無 無 CP8 NTO Run

133 千葉県 澤和 信二 たくわ しんじ 男 第2種 無 有り あり SEA CP2/CP13-15 SEA/本部

134 千葉県 塚原  登 つかはら のぼる 男 第2種 L1 8913 無 無 なし CP16C Run

135 千葉県 塚本 勝郎 つかもと かつろう 男 第3種 無 無 なし CP24 Transition

136 千葉県 中川 圭介 なかがわ けいすけ 男 第2種 無 有り あり SEA CP2/13-15 SEA/本部

137 千葉県 中野 久 なかの ひさし 男 第3種 無 有り なし SEA CP12 SEA/Run

138 千葉県 中原 宏 なかはら ひろし 男 第2種 L1 12252 無 無 なし CP12 Run

139 千葉県 西廣 晴光 にしひろ はるみつ 男 第1種 無 無 あり Motorbike Driver Motorbike Driver

140 千葉県 馬場 三佳 ばば みか 女 第1種 L2 7666 有り 無 なし CP2 NTO Run

141 千葉県 長谷川 満彦 はせがわ みつひこ 男 第1種 L2 3683 有り 無 なし CP23 NTO Bike

142 千葉県 福島  芳美 ふくしま よしみ 女 2種 L1 12274 有り 無 無 CP5 NTO Run

143 千葉県 丸 尚宏 まる たかひろ 男 第2種 無 有り あり SEA SEA/CP22-24 SEA/Finish

144 千葉県 吉沢 純 よしざわ あつし 男 第2種 無 有り なし CP15 SEA/Transition

145 東京都 浅利 峰欣 あさり みねよし 男 第1種 L1 3682 無 無 無 CP11C Bike

146 東京都 井口 大介 いぐち だいすけ 男 第1種 L2 1472 有り 無 CP16-2 NTO Swim

147 東京都 石井 周二 いしい しゅうじ 男 第2種 無 有り 無 SEA CP10 SEA/Run

148 東京都 今井 一則 いまい かずのり 男 第2種 無 有り 無 SEA SEA/CP22-24 SEA/Run

149 東京都 岩佐 直樹 いわさ なおき 男 第3種 無 無 大型 CP22 Run

150 東京都 小澤 麻里子 おざわ まりこ 女 第2種 無 無 無 CP21 Transition

151 東京都 片倉 亜矢 かたくら あや 女 第2種 L1 11840 無 無 無 CP11 Run

152 東京都 片倉 義之 かたくら よしゆき 男 第2種 無 有り 大型 SEA CP11 SEA/Run

153 東京都 加納 武明 かのう たけあき 男 第2種 無 無 大型 CP24 Run

154 東京都 北野 健二 きたの けんじ 男 第1種 L2 8964 有り 無 中型 CP18 NTO Swim

155 東京都 佐藤 秀雄 さとう ひでお 男 第1種 L1 9793 有り 無 無 CP16-1 NTO Swim

156 東京都 佐藤 元子 さとう もとこ 女 第2種 無 無 無 CP18 Run

157 東京都 白石 勝 しらいし まさる 男 第2種 無 有り 無 SEA SEA/CP22-24 SEA/Run

158 東京都 菅谷 英明 すがや ひであき 男 第2種 無 無 無 CP10 Run

159 東京都 高田 洋子 たかだ ようこ 女 第2種 無 無 無 CP18 Aid

160 東京都 滝沢 嘉恵 たきざわ よしえ 女 第2種 無 無 無 CP8 Run

161 東京都 鶴本 栄洛 つるもと えいろ 男 第2種 無 無 無 CP5 Transition➀ Transition

162 東京都 永塚 美紀 ながつか みき 女 第1種 L2 7106 有り 無 中型 YP4 NTO Finish

163 東京都 成塚 朋也 なりつか ともや 男 第2種 無 無 無 シャペロン Transition

164 東京都 春口　 秀治 はるぐち ひでじ 男 第2種 無 無 中型 本部 本部

165 東京都 福渡 純 ふくわたり じゅん 男 第1種 L1 1846 有り 無 大型 CP19 NTO Motorbike Driver

166 東京都 堀越 和彦 ほりこし かずひこ 男 第1種 L2 7110 無 無 大型 Motorbike Driver Run

167 東京都 水野 真之 みずの まさゆき 男 第2種 無 無 大型 Motorbike Driver Bike

168 東京都 宮本 秀樹 みやもと ひでき 男 第2種 無 無 大型 CP24 Run

169 東京都 山内 大一郎 やまうち だいいちろう 男 第2種 無 無 無 CP13 Finish

170 東京都 米山 直子 よねやま なおこ 女 第2種 無 無 無 CP16 Run

171 東京都 脇屋 元 わきや はじめ 男 第3種 無 無 無 CP24 Run

172 東京都 鷲塚 浩二 わしづか こうじ 男 第2種 L1 12273 有り 無 無 CP13-2 NTO Bike

173 東京都 鷲塚 和一 わしづか かずいち 男 第2種 無 無 大型 Motorbike Driver Transition

174 新潟県 大橋 章子 おおはし しょうこ 女 第1種 無 CP2/CP10-12 Aid

175 新潟県 佐藤 みよ子 さとう みよこ 女 第1種 無 CP22C Aid

176 新潟県 清田 千佳子 せいだ ちかこ 女 第2種 有り 有り 中型 CP24 SEA/Aid

177 新潟県 武田 正巳 たけだ まさみ 男 第2種 無 CP4 Bike

178 新潟県 安井 圭一 やすい けいいち 男 第2種 無 CP13 Swim

179 富山県 竹花 伸一 たけはな しんいち 男 第1種 CP24 Bike

180 石川県 中山 偉久 なかやま たけひさ 男 第1種 L1 12275 無 無 中型 CP23 Bike_C7

181 長野県 唐沢 幸広 からさわ ゆきひろ 男 第2種 L1 9800 有り 無 無 CP21 NTO Bike

182 愛知県 鈴木 人呂信 すずき ひろのぶ 男 第2種 無 無 中型 CP2/CP10-12 Run

183 愛知県 瀬川 寛 せがわ ひろし 男 第2種 無 無 大型 Motorbike Driver Bike

184 愛知県 八木 健 やぎ けん 男 第1種 L1 5570 無 無 無 Swim Video Swim

185 愛知県 吉村 隆男 よしむら たかお 男 第2種 L1 2332 無 無 有り CP3/CP16-17 Finish

186 三重県 加藤 とも子 かとう ともこ 女 第1種 L2 2994 無 CP6-1 NTO P-Box

187 三重県 山崎 和宣 やまざき まさのり 男 第1種 L2 2991 無 無 CP23C Finish

188 大阪府 濱田 美穂 はまだ みほ 男 第3種 無 有り 大型 CP13 Aid

189 大阪府 薬袋 充生 みない みつお 男 第2種 無 無 無 CP15 Bike

190 兵庫県 山口 孝 やまぐち たかし 男 第2種 L1 12275 有り 無 大型 CP22-1 NTO Motorbike Driver

191 兵庫県 山本 順子 やまもと のりこ 女 第1種 L1 5576 有り　 無 無 CP4 NTO Aid
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192 鳥取県 高橋 悠 たかはし ゆう 男 第2種 無 有り 中型 CP16 Run

193 香川県 角田 剛 かくた つよし 男 第1種 L1 8408 有り 無 無 CP13-1 NTO Swim

194 愛媛県 野中 正宏 のなか まさひろ 男 第2種 L1 12259 有り 無 大型 CP22-2 NTO Motorbike Driver

195 福岡県 亀田 行康 かめだ ゆきやす 男 第2種 L1 有り 有り 中型 CP24 NTO Run

196 福岡県 内藤 義之 ないとう よしゆき 男 第1種 L1 3187 無 無 無 CP13C Bike

197 佐賀県 古藤 英樹 ことう ひでき 男 第2種 無 無 無 CP16 Swim

198 佐賀県 福田 成洋 ふくた しげひろ 男 第3種 無 無 大型 CP16 Aid

199 長崎県 山口 政芳 やまぐち まさよし 男 第1種 L1 9282 有り CP3/CP16-17 P-Box

200 大分県 佐久間 宏美 さくま ひろみ 女 第2種 無 無 無 CP8 Swim

201 大分県 堀田 克行 ほった かつゆき 男 第1種 L1 9803 無 無 大型 Motorbike Driver Bike

202 宮崎県 一木 祐二 いちき ゆうじ 男 第2種 無 CP16 Bike

203 宮崎県 下川 昌樹 しもかわ まさき 男 第2種 中型 CP24 Bike

204 鹿児島 西 知美 にし ともみ 女 第2種 L1 9784 有り 無 無 CP6-2 NTO Bike


