
NO 氏名 よみがな 性別 年齢 学年
51 小田島 寛奈 おだしま かんな 女 9 小学4年
52 藤本 美理 ふじもと みり 女 9 小学4年
53 尾形 明咲 おがた めいさ 女 10 小学4年
54 笠原 咲稀 かさはら さき 女 10 小学4年
55 亀井 さくら かめい さくら 女 10 小学4年
56 佐々木 浩実 ささき ひろみ 女 10 小学5年
57 田村 和奏 たむら わかな 女 10 小学5年
58 中園 真恵 なかぞの まえ 女 10 小学5年
59 島崎 菜央 しまざき なお 女 11 小学5年
60 濱野 史織 はまの しおり 女 11 小学6年
61 宮原 由菜 みやはら ゆな 女 11 小学6年
62 横倉 つぼみ よこくら つぼみ 女 11 小学6年
63 影山 みあ かげやま みあ 女 12 小学6年
64 影山 ゆあ かげやま ゆあ 女 12 小学6年
65 山田 桃 やまだ もも 女 12 小学6年
66 稲 寛太 いね かんた 男 9 小学4年
67 菅原 昊志 すがわら こうし 男 9 小学4年
68 松崎 蓮太郎 まつざき れんたろう 男 9 小学4年
69 内山 倖太朗 ウチヤマ コウタロウ 男 9 小学4年
70 森川 純成 もりかわ じゅんせい 男 10 小学4年
71 吉原 樹生 よしはら いつき 男 10 小学4年
72 渡辺 憩 わたなべ いこい 男 10 小学4年
73 渡 健 わたり けん 男 10 小学4年
74 鈴木 レオナルド スズキ レオナルド 男 10 小学4年
75 青柳 由羅 あおやぎ ゆら 男 10 小学5年
76 ABSOUS Clement あぶすー くれもん 男 10 小学5年
77 上光 遍 うえみつ あまね 男 10 小学5年
78 児玉 昊汰 こだま こうた 男 10 小学5年
79 平 松太 たいら しょうた 男 10 小学5年
80 野田 琉生 のだ りゅうせい 男 10 小学5年
81 前田 悠晴 まえだ ゆうせい 男 10 小学5年
82 宮田 泰成 みやた たいせい 男 10 小学5年
83 山口 恭平 やまぐち きょうへい 男 10 小学5年
84 赤尾杉 夏斗 あかおすぎ なつ 男 11 小学5年
85 大道 修造 おおみち しゅうぞう 男 11 小学5年
86 窪田 颯 くぼた りく 男 11 小学5年
87 栃元 颯太 とちもと そうた 男 11 小学5年
88 横濱 慶 よこはま けい 男 11 小学5年
89 内山 眞之介 うちやま しんのすけ 男 11 小学6年
90 菅田 馨 すがた かおる 男 11 小学6年
91 常見 那凪 つねみ なな 女 11 小学6年
92 湯井 修大 ゆい しゅうだい 男 11 小学6年
93 小川 翔慎 おがわ しょうま 男 12 小学6年
94 影井 天馬 かげい てんま 男 12 小学6年
95 小山 真立 こやま まりゅう 男 12 小学6年
96 田上 遼佑 たがみ りょうすけ 男 12 小学6年
97 利根川 悠樹 とねがわ はるき 男 12 小学6年
98 藤本 豪 ふじもと ごう 男 12 小学6年
99 細井 渚吾 ほそい しょあ 男 12 小学6年

100 三崎 圭悟 みさき けいご 男 12 小学6年
101 吉原 海翔 よしはら かいと 男 12 小学6年

第13回川崎港トライアスロンin東扇島
兼第7回川崎ジュニアトライアスロン大会スタートリスト

【キッズ高学年の部（小学4～6年）】


