
第27回JTU関東ブロックトライアスロン選手権大会　スタートリスト 2022/6/23

男子 女子

No. 氏名 よみがな 年齢 所属（国体ふるさと出場県） No. 氏名 よみがな 年齢 所属（国体ふるさと出場県）

1 榊原 佑基 さかきばら ゆうき 31 千葉 (神奈川) 61 江成 みなみ えなり みなみ 23 神奈川

2 小林 祐也 こばやし ゆうや 23 東京 (群馬) 62 杉原 有紀 すぎはら ゆうき 24 茨城

3 小林 竜馬 こばやし りょうま 25 茨城 63 丹野 惠梨香 たんの えりか 33 ゾーン・ボーマレーシング/埼玉

4 山下 陽裕 やました ようすけ 29 埼玉 64 中山 知洋 なかやま ちひろ 26 茨城

5 小川 颯斗 おがわ はやと 23 東京 (千葉) 65 奥脇 早織 おくわき さおり 31 神奈川

6 外山 高広 とやま たかひろ 39 東京ヴェルディ/東京 66 奥田 さわ おくだ さわ 24 茨城 (栃木)

7 花岡 秀吾 はなおか しゅうご 22 千葉 (千葉) 67 増渕 日菜 ますぶち ひな 19 東京 (栃木)

8 榊原 利基 さかきばら としき 28 ANAシステムズ/神奈川 68 吉田 琉七 よしだ るな 20 神奈川

9 本木 颯人 もとき はやと 20 東京 (埼玉) 69 小山 菫 おやま すみれ 20 神奈川 (千葉)

10 佐山 拓海 さやま たくみ 24 栃木 (栃木) 70 嵯峨 万琴 さが まこと 21 神奈川

11 中川 恵太 なかがわ けいた 23 千葉 71 日引 華子 ひびき はなこ 22 神奈川 (栃木)

12 渡邉 優介 わたなべ ゆうすけ 37 栃木 72 千葉 美奈 ちば みいな 21 千葉

13 中込 英夫 なかごめ ひでお 55 神奈川 73 石井 汐里 いしい しおり 24 千葉

14 田中 聡 たなか そう 23 宮城 (神奈川) 74 花岡 愛美 はなおか あいみ 20 茨城 (千葉)

15 森田 起也 もりた たつや 49 千葉 75 酒井 優真 さかい ゆま 18 茨城

16 山添 昌人 やまぞえ まさと 27 神奈川 76 佐藤 らら さとう らら 20 東京

17 小島 裕貴 こじま ゆうき 36 千葉

18 経澤 耕達 つねざわ こうたつ 45 栃木

19 紺野 涼太 こんの りょうた 22 神奈川

20 齋藤 陽之助 さいとう ようのすけ 22 神奈川 (栃木)

21 山本 昌孝 やまもと まさたか 41 神奈川

22 小泉 諒太 こいずみ りょうた 22 埼玉 (埼玉)

23 亀山 一輝 かめやま かずき 22 茨城 (群馬)

24 出口  陽也 でぐち あきや 24 神奈川

25 小林 野亜 こばやし のあ 21 神奈川 (千葉)

26 小野 瑛之 おの あきゆき 26 神奈川

27 山本 稜弥 やまもと りょうや 21 神奈川

28 権田 明寛 ごんだ あきひろ 27 神奈川

29 長島 翔太 ながしま しょうた 21 神奈川

30 唐島 悠輔 からしま ゆうすけ 29 埼玉

31 北條 孝樹 ほうじょう こうき 27 埼玉

32 望月 佐夢 もちづき さむ 26 埼玉

33 鈴木 陽久 すずき はるひさ 23 埼玉 (栃木)

34 杉原 賞紀 すぎはら たかのり 28 茨城

35 中谷 祐哉 なかたに ゆうや 25 栃木

36 立山 宏一 たてやま こういち 36 栃木

37 岩瀬 大周 いわせ たいしゅう 23 山梨

※年齢は2022 年12 月31 日時点の年齢を基準とする


