
第36回NISSAN CUP神奈川トライアスロン大会　スタートリスト 2022/6/23

スプリントの部(高校生) 一般の部

No. 氏名 性別 年齢 都道府県 No. 氏名 性別 年齢 都道府県

201 ザン 愁真アレックス 男 高校1年 東京都 401 濱野 圭佑 男 21 埼玉県

202 小林 大洋 男 高校1年 東京都 402 飯田 大生 男 22 千葉県

203 川村 俊介 男 高校2年 川崎市 403 仲宗根 航大 男 24 横須賀市

204 油井 牧志 男 高校2年 横浜市 404 小林 樹 男 26 横浜市

205 小茂田 琉七 女 高校1年 群馬県 405 滝沢 凜 男 26 東京都

206 高橋 実結 女 高校2年 東京都 406 福田 勇希 男 28 東京都

407 林 智広 男 29 東京都

スプリントの部(一般) 408 植野 鐘太 男 30 横浜市

No. 氏名 性別 年齢 都道府県 409 吉田 惇 男 31 東京都

301 宮野 佐周 男 22 東京都 410 瀬戸 健太郎 男 32 東京都

302 中山 泰誠 男 25 横浜市 411 須田 皐太 男 32 東京都

303 前田 桂典 男 33 横浜市 412 軽米 昇平 男 33 東京都

304 神田 智史 男 35 埼玉県 413 長縄 雄太 男 33 岐阜県

305 松尾 剛之 男 36 横浜市 414 前田 雄哉 男 34 横浜市

306 オールド アレクサンダー 男 36 横浜市 415 小宮山 貴史 男 34 東京都

307 三品 喬弘 男 38 横浜市 416 森田 康 男 34 横須賀市

308 OGABALDWIN QUINT 男 40 東京都 417 永島 優作 男 34 横浜市

309 中河 勇真 男 41 東京都 418 香川 淳 男 35 東京都

310 Hallahan Kieran 男 41 東京都 419 今枝 佑介 男 36 東京都

311 佐藤 俊寛 男 44 横浜市 420 浜田 裕介 男 36 東京都

312 永松 聡一郎 男 44 石川県 421 西田 恵一 男 36 横浜市

313 富岡 聡文 男 46 川崎市 422 森川 卓典 男 37 東京都

314 ヨシダ ケイスケ 男 49 東京都 423 佐々木 克幸 男 38 千葉県

315 平岩 淳 男 50 愛知県 424 及川 究 男 38 東京都

316 片江 智明 男 50 東京都 425 林 良昭 男 38 横須賀市

317 生井 和平 男 50 東京都 426 佐野 宇惟 男 39 横浜市

318 青木 文伸 男 50 大和市 427 林 真太郎 男 39 東京都

319 藤村 幸彦 男 50 藤沢市 428 小山 竜央 男 40 東京都

320 川井 克紀 男 51 横浜市 429 柴田 隆司 男 40 逗子市

321 信田 篤志 男 52 横浜市 430 加藤 大地 男 41 横浜市

322 久山 満 男 53 東京都 431 小林 正典 男 41 東京都

323 瀧 康太郎 男 53 茅ヶ崎市 432 岡本 恵吾 男 41 平塚市

324 新堀 隆章 男 55 川崎市 433 川上 竜太郎 男 42 横浜市

325 佐瀬 勝洋 男 56 東京都 434 根本 亮治 男 42 横浜市

326 平山 経政 男 56 相模原市 435 江畑 将也 男 42 横浜市

327 池田 勝次 男 56 川崎市 436 神谷 貴彦 男 42 東京都

328 溝口 昭成 男 56 東京都 437 荒木 慎一郎 男 42 川崎市

329 猪飼 誉之 男 58 横浜市 438 駒田 嘉之 男 42 海老名市

330 篠江 洋人 男 58 東京都 439 三枝 洋介 男 43 東京都

331 小森谷 功 男 59 鎌倉市 440 中野 悟 男 43 横浜市

332 小櫃 博 男 59 千葉県 441 仙田 敬之 男 43 横須賀市

333 田島 房好 男 59 東京都 442 平尾 真一 男 43 東京都

334 藤林 保信 男 59 茅ヶ崎市 443 星野 光男 男 43 横浜市

335 志田 哲也 男 60 東京都 444 松岡 大輔 男 43 逗子市

336 関口 修一 男 61 横浜市 445 松戸 泰樹 男 43 横浜市

337 北島 明生 男 68 横浜市 446 鈴木 裕之 男 43 東京都

338 沖村 政則 男 69 東京都 447 伊藤 岳 男 44 東京都

339 竹上 省三 男 69 東京都 448 志田 浩章 男 44 東京都

340 佐々木 誠 男 70 横浜市 449 新海 渉 男 44 横浜市

341 大野 勝彦 男 70 横浜市 450 永野 雄久 男 44 横浜市

342 川村 隆一 男 70 横浜市 451 瀬戸 俊一 男 44 海老名市

343 岩崎 修 男 71 東京都 452 田中 啓一 男 44 川崎市

344 三浦 猛雄 男 77 横浜市 453 辻 泰士 男 44 東京都

345 薬師 かれん 女 29 鹿児島県 454 堀田 大道 男 45 東京都

346 鹿沼 由理恵 女 41 東京都 455 奧山 海理 男 45 千葉県

347 羽田 紀子 女 47 川崎市 456 小口 崇紘 男 45 東京都

348 西谷 志保 女 47 大和市 457 後藤 啓介 男 45 東京都

349 藤野 真由美 女 51 東京都 458 松永 啓史 男 45 横浜市

350 水野 かおる 女 51 東京都 459 西本 匡宏 男 45 横浜市

351 綱川 さえ美 女 57 横浜市 460 井上 卓也 男 46 愛知県

352 マクダッド マークステファン 男 40 京都府

※年齢は2022 年12 月31 日時点の年齢を基準とする
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一般の部 一般の部

No. 氏名 性別 年齢 都道府県 No. 氏名 性別 年齢 都道府県

461 大山 利明 男 46 東京都 521 谷口 康夫 男 54 海老名市

462 大沼 亮 男 46 東京都 522 高橋 明博 男 54 横浜市

463 山田 亨 男 46 茨城県 523 井崎 邦昭 男 55 横浜市

464 嶋村 洋介 男 46 川崎市 524 加藤 岩大 男 55 横浜市

465 河村 康文 男 46 横浜市 525 勝倉 修一 男 55 鎌倉市

466 石橋 晃 男 46 藤沢市 526 寺内 正己 男 55 相模原市

467 祖父江 和彦 男 46 逗子市 527 石井 博之 男 55 横浜市

468 西村 将生 男 46 茅ヶ崎市 528 佐竹 理史 男 56 東京都

469 酒本 亮 男 46 横浜市 529 内田 英良 男 56 東京都

470 鬼澤 秀和 男 46 茨城県 530 大塚 邦幸 男 56 東京都

471 中田 優作 男 47 東京都 531 早川 信悟 男 56 横須賀市

472 加藤 真 男 47 綾瀬市 532 星川 浩 男 56 川崎市

473 岡田 栄徳 男 47 大和市 533 杉山 正詞 男 56 静岡県

474 田中 徹 男 47 川崎市 534 綱川 佳邦 男 56 横浜市

475 的場 大 男 47 横浜市 535 辻野 尚哉 男 56 横浜市

476 金長 則之 男 47 東京都 536 井上 雅可 男 57 東京都

477 吉田 智也 男 48 横浜市 537 斉藤 正夫 男 57 東京都

478 宇野 総一 男 48 川崎市 538 榛澤 尚武 男 57 東京都

479 山崎 晶 男 48 埼玉県 539 齋藤 浩一 男 57 鎌倉市

480 山浦 誠 男 48 横浜市 540 内山 雅裕 男 58 川崎市

481 石川 智浩 男 48 横浜市 541 山 雄久 男 58 鎌倉市

482 中野 正紀 男 49 東京都 542 島村 泰行 男 58 鎌倉市

483 佐野 吉弘 男 49 横浜市 543 田中 慶 男 58 横須賀市

484 坂入 和徳 男 49 東京都 544 竹島 幸男 男 58 横須賀市

485 川村 一徳 男 49 川崎市 545 金井 周悟 男 58 川崎市

486 成松 祐介 男 49 愛川町 546 村上 昌文 男 59 埼玉県

487 松本 和仁 男 49 横浜市 547 栗原 昭夫 男 59 埼玉県

488 植松 公彦 男 49 藤沢市 548 洲鎌 英輝 男 59 横浜市

489 田中 康晴 男 49 川崎市 549 中野 誠 男 60 横浜市

490 米本 豊 男 49 横浜市 550 内山 順造 男 60 厚木市

491 若山 泰介 男 49 東京都 551 天野 一彦 男 60 藤沢市

492 青木 悟史 男 49 横須賀市 552 阿久津 正人 男 60 横須賀市

493 三富 匠 男 50 逗子市 553 榎本 克彦 男 61 埼玉県

494 伊東 良之 男 50 綾瀬市 554 永井 好郎 男 61 大磯町

495 伊藤 剣太 男 50 横浜市 555 阿部 功 男 61 大和市

496 佐藤 清 男 50 東京都 556 冨岡 弘文 男 62 相模原市

497 古山 清人 男 50 横浜市 557 関屋 宏昭 男 62 東京都

498 大木 康幸 男 50 東京都 558 佐々木 秀一 男 63 横須賀市

499 松崎 充宏 男 50 東京都 559 品田 治 男 63 横浜市

500 竹田 雅人 男 50 東京都 560 大島 昇 男 64 埼玉県

501 中島 健 男 51 横浜市 561 山中 登 男 64 伊勢原市

502 奈良 仁克 男 51 横浜市 562 川村 恒雄 男 66 横須賀市

503 小西 波也人 男 51 東京都 563 森本 正法 男 67 東京都

504 杉山 豊二 男 51 東京都 564 畑中 泰二 男 68 埼玉県

505 石田 雅彦 男 51 東京都 565 縄田 拓也 男 68 東京都

506 糸井 聖一 男 51 東京都 566 深瀬 辰男 男 70 東京都

507 中野 浩 男 52 横浜市 567 小嶋 健司 男 72 東京都

508 大西 伸 男 52 京都府 568 渋谷 武志 男 77 横浜市

509 尼子 雅章 男 52 千葉県 569 小笠原 英喜 男 79 山梨県

510 山口 英司 男 52 川崎市 570 油井 あまね 女 23 横浜市

511 松本 潤一 男 52 群馬県 571 木村 綾愛 女 25 埼玉県

512 栁澤 智行 男 52 東京都 572 中山 琴絵 女 26 埼玉県

513 植木 智哉 男 53 逗子市 573 小沼 楓果 女 26 横浜市

514 永井 克明 男 53 埼玉県 574 笠原 直子 女 35 千葉県

515 石橋 景祥 男 53 葉山町 575 下村 杏美 女 35 東京都

516 須々木 昌朗 男 53 逗子市 576 藤田 麻友子 女 41 東京都

517 仲宗根 一郎 男 54 横須賀市 577 柴﨑 亜希子 女 44 埼玉県

518 大橋 誠司 男 54 南足柄市 578 草苅 友美 女 44 横須賀市

519 村山 義人 男 54 逗子市 579 須藤 友子 女 45 東京都

520 横山 剛 男 54 東京都 580 渡部 真理子 女 46 横浜市

※年齢は2022 年12 月31 日時点の年齢を基準とする
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一般の部

No. 氏名 性別 年齢 都道府県

581 濱野 裕明子 女 46 横浜市

582 上岡 里美 女 49 東京都

583 宮野 真樹 女 51 東京都

584 新倉 寛子 女 51 横浜市

585 田島 ゆか 女 56 東京都

586 萩原 文子 女 56 川崎市

587 水野 美津子 女 61 茨城県

588 渡辺 順子 女 73 横浜市

※年齢は2022 年12 月31 日時点の年齢を基準とする


