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【エリート男子】 【エリート男子】
Bib. 氏名 性別 年齢 所属 Bib. 氏名 性別 年齢 所属

1 深浦 祐哉 男 44 東京都トライアスロン連合 62 橋本 悠輝 男 24 神奈川県トライアスロン連合

2 佐藤 錬 男 28 玉昌会（鹿児島） 63 小田 陸人 男 21 立命館大学
3 徳山 哲平 男 21 早稲田大学・ロンドスポーツ 64 岡田 俊介 男 22 広島大学
4 堀田 光輝 男 26 千葉県トライアスロン連合 65 山村 泰斗 男 23 慶應義塾大学
5 山岸 穂高 男 26 千葉県トライアスロン連合 66 小林 颯人 男 20 筑波大学
6 森 拳真 男 24 愛知県トライアスロン協会 67 渡邊 涼太 男 21 筑波大学
7 大石 一博 男 25 トヨタ自動車（愛知） 68 藤澤 爽太 男 25 京都府トライアスロン協会

8 高井 俊太朗 男 23 東北大学 69 嶺岸 和主也 男 21 同志社大学
9 定塚 利心 男 19 石川県トライアスロン協会 70 玉麻 裕介 男 23 広島大学

10 花岡 秀吾 男 23 日本体育大学 71 廣本 慎吾 男 20 広島大学
11 福島 旺 男 22 日本体育大学 72 山本 人誠 男 21 同志社大学
12 岡本 空知 男 21 立命館大学 73 平石 祥汰 男 20 同志社大学
13 中川 恵太 男 24 千葉県トライアスロン連合 74 中村 一太 男 21 慶應義塾大学
14 小林 祐也 男 24 日本大学 75 岡崎 唯人 男 22 国士舘大学
15 佐々木 信 男 23 日本大学 76 松本 大門 男 21 国士舘大学
16 大山 輝向 男 20 日本体育大学 77 神津 宏明 男 20 慶應義塾大学
17 田中 文也 男 32 神奈川県トライアスロン連合 78 小泉 諒太 男 23 東海大学
18 坂野 裕樹 男 23 日本大学 79 遠藤 煕隆 男 23 早稲田大学
19 倉本 倫太郎 男 18 埼玉県トライアスロン連合

20 古本 尚大 男 20 大阪体育大学 【エリート女子】
21 吉田 柊仁 男 20 東海大学 Bib. 氏名 性別 年齢 所属
22 今江 翔大 男 19 東海大学 81 油井 あまね 女 24 神奈川県トライアスロン連合

23 紺野 涼太 男 23 東海大学 82 関口 はるか 女 24 日本体育大学
24 藤本 慶大 男 20 東北大学 83 舩木 果南 女 21 日本体育大学
25 溝端 一真 男 22 大阪体育大学 84 千葉 美奈 女 22 千葉県立保健医療大学
26 長谷川 健 男 42 山形県トライアスロン協会 85 瀬戸 郁美 女 21 順天堂大学
27 伊藤 秀輔 男 20 東北大学 86 一松 菜央 女 30 鹿児島県トライアスロン連合

28 吉田 太一 男 21 早稲田大学 87 堀田 茉彩 女 25 千葉県トライアスロン連合

29 山本 昌孝 男 42 神奈川県トライアスロン連合 88 櫻井 唯 女 20 東北大学
30 井上 龍一 男 21 大阪体育大学 89 大隈 はな 女 20 東北大学
31 大谷 洸太 男 21 大阪体育大学 90 鈴木 陽南子 女 21 東北大学
32 笠原 大康 男 47 東京都トライアスロン連合 91 岡本 真依 女 21 東北大学
33 奥津 大志 男 24 東京都トライアスロン連合 92 渡邊 果子 女 20 東北大学
34 山崎 晃 男 27 東京都トライアスロン連合 93 橋本 沙彩 女 21 立命館大学
35 豊嶋 真生 男 22 順天堂大学 94 野村 真由 女 20 順天堂大学
36 菊地 優志 男 23 日本大学 95 山嵜 佑莉愛 女 20 大阪体育大学
37 小島 翔斗 男 23 千葉大学 96 佐藤 らら 女 21 東海大学
38 熊谷 優希 男 21 東北大学 97 沼野 藍 女 19 順天堂大学
39 武田 空我 男 20 東海大学 98 荻野 瑛未 女 20 順天堂大学
40 清水 慎一 男 28 千葉県トライアスロン連合 99 中村 優里 女 21 日本体育大学
41 愛波 剛太 男 24 静岡県トライアスロン協会 100 小石川 花梨 女 21 立命館大学
42 森田 翼 男 49 千葉県トライアスロン連合 101 石川 寛乃 女 21 立命館大学
43 加藤 龍之介 男 17 東京都トライアスロン連合 102 橋本 華 女 20 同志社大学
44 吉澤 太賀 男 18 福岡県トライアスロン連合

45 高石 萩 男 22 駒澤大学
46 徳田 皓介 男 20 法政大学
47 大場 龍成 男 21 立命館大学
48 田中 聡 男 24 神奈川県トライアスロン連合

49 星野 輝 男 26 千葉県トライアスロン連合

50 二上 達也 男 22 中央大学
51 前嶋 康太 男 21 東北大学
52 玉井 彪己 男 21 筑波大学
53 清田 晃大 男 31 静岡県トライアスロン協会

54 関 丈 男 21 国士舘大学
56 森井泉 想太 男 21 大阪体育大学
57 松本 敬之 男 23 長崎大学
58 高橋 怜央 男 20 立命館大学
59 一ノ瀬 隼斗 男 22 立命館大学
60 佐藤 大樹 男 22 国際武道大学
61 金田 遼祐 男 22 筑波大学

※年齢は2023年12月31日時点の年齢を基準とする




