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レースNo 氏名 性別 年齢 居住地 氏名カナ
1 藤城 郁美 女 54 愛知県 ふじしろ いくみ
2 成田 健悟 男 20 愛知県 なりた けんご
3 河野 仁 男 26 静岡県 こうの ひとし
4 鶴見 真也 男 30 愛知県 つるみ まさなり
5 太田 祐介 男 31 岐阜県 おおた ゆうすけ
6 土田 翔之 男 31 東京都 ツチダ ツバサ
7 川崎 嘉久 男 35 岐阜県 かわさき よしひさ
8 栗城 尚 男 35 愛知県 くりき なお
9 中島 秀明 男 35 静岡県 なかじま ひであき
10 松岡 茂希 男 35 愛知県 まつおか しげき
11 佐藤 圭一 男 36 愛知県 さとう けいいち
12 谷崎 哲也 男 36 大阪府 たにざき てつや
13 平山 真澄 男 37 大阪府 ひらやま ますみ
14 吉田 豊 男 37 愛知県 よしだ ゆたか
15 荒木 健太郎 男 39 三重県 あらき けんたろう
16 伊藤 竜昭 男 39 岐阜県 いとう たつあき
17 狩谷 哲芳 男 39 愛知県 かりや てつよし
18 田中 伸 男 40 愛知県 たなか しん
19 富山 哲成 男 40 岐阜県 とみやま てつなり
20 藤川 誠二 男 40 愛知県 ふじかわ せいじ
21 福嶋 竜也 男 41 滋賀県 ふくしま たつや
22 小野 慎一 男 43 石川県 おの しんいち
23 小島 拓也 男 43 長野県 こじま たくや
24 野口 博 男 43 愛知県 のぐち ひろし
25 近藤 清人 男 44 愛知県 こんどう きよひと
26 鈴木 勝久 男 45 岐阜県 すずき かつひさ
27 丹羽 秀記 男 45 岐阜県 にわ ひでき
28 山上 達也 男 45 兵庫県 やまうえ たつや
29 松尾 賢樹 男 46 三重県 まつお まさき
30 小林 正一 男 49 愛知県 こばやし しょういち
31 丹羽 敏仁 男 49 岐阜県 にわ としひと
32 佐藤 清貴 男 50 愛知県 さとう きよたか
33 西山 新吾 男 50 静岡県 にしやま しんご
34 中道 威夫 男 52 愛知県 なかみち たけお
35 有賀 達哉 男 54 岐阜県 ありが たつや
36 藤城 健 男 54 愛知県 ふじしろ けん
37 滝口 康之 男 58 愛知県 たきぐち やすゆき
38 高橋 陽一 男 66 三重県 たかはし よういち

レースNo 氏名 性別 年齢 居住地 氏名カナ
51 杉浦 基郎 男 37 愛知県 すぎうら もとお
52 伊藤 大司 男 35 岐阜県 いとう だいじ
53 齋藤 求 男 35 三重県 さいとう もとむ
54 北上 紘生 男 31 静岡県 きたがみ ひろお
55 小口 雅路 男 30 愛知県 こぐち まさみち

レースNo 氏名 性別 学年 居住地 氏名カナ
101 池田 小春 女 小学1年 愛知県 いけだ こはる
102 櫻井 珀人 男 小学1年 愛知県 さくらい はくと
103 長島 誠悟 男 小学1年 愛知県 ながしま せいご
104 平山 来斗 男 小学1年 大阪府 ひらやま らいと
105 藤井 友我 男 小学1年 愛知県 ふじい ゆうが
201 若山 莉緒 女 小学2年 岐阜県 わかやま りお
202 伊藤 芳 男 小学2年 岐阜県 いとう かおる
203 藤井 創平 男 小学2年 三重県 ふじい そうへい

スーパースプリントの部

スプリントの部

小学校低学年の部

1



第11回木曽三川ジュニアトライアスロン大会
第5回アクアフィールドチャレンジトライアスロン大会

2015 年7月21日現在

204 牧 祥太郎 男 小学2年 愛知県 まき しょうたろう
205 増井 和哉 男 小学2年 富山県 マスイ カズヤ
301 木下 あいら 女 小学3年 大阪府 きのした あいら
302 小石原 舞 女 小学3年 愛知県 こいしはら まい
303 永田 愛奈 女 小学3年 愛知県 ながた あいな
304 横井 柚香 女 小学3年 三重県 よこい ゆずか
305 池田 煌太郎 男 小学3年 愛知県 いけだ こうたろう
306 金田 将直 男 小学3年 愛知県 かなだ まさなお
307 斉藤 千奈 男 小学3年 愛知県 さいとう ちな
308 長島 正真 男 小学3年 愛知県 ながしま しょうま
309 名知 玲 男 小学3年 岐阜県 なち れい
310 藤井 昂我 男 小学3年 愛知県 ふじい こうが
311 向井 大稀 男 小学3年 三重県 むかい だいき
312 渡部 隼也 男 小学3年 愛知県 わたべ しゅんや

レースNo 氏名 性別 学年 居住地 氏名カナ
401 開崎 向日葵 女 小学4年 奈良県 かいざき ひまわり
402 竹中 希春 女 小学4年 京都府 たけなか きはる
403 平泉 心穂 女 小学4年 愛知県 ひらいずみ みほ
404 小椋 浩平 男 小学4年 富山県 おぐら こうへい
405 柏木 慈恵 男 小学4年 三重県 かしわぎ じえ
406 神戸 優佑 男 小学4年 愛知県 かんべ ゆうすけ
407 金 稜星 男 小学4年 愛知県 きむ るんそん
408 斉藤 大樹 男 小学4年 愛知県 さいとう だいき
409 櫻井 琥太郎 男 小学4年 愛知県 さくらい こたろう
410 土方 翔斗 男 小学4年 愛知県 ひじかた しょうと
501 奥富 桜花 女 小学5年 埼玉県 おくとみ さくら
502 土井 葉月 女 小学5年 愛知県 どい はづき
503 宮田 怜奈 女 小学5年 静岡県 みやた れな
504 森尾 愛音 女 小学5年 愛知県 もりお あいね
505 大室 杏夢 男 小学5年 埼玉県 おおむろ あむ
506 金田 健慎 男 小学5年 愛知県 かなだ けんしん
507 近藤 大智 男 小学5年 愛知県 こんどう だいち
508 斉藤 大豪 男 小学5年 愛知県 さいとう だいご
509 定塚 利心 男 小学5年 石川県 じょうづか かずし
510 平山 颯大 男 小学5年 大阪府 ひらやま そうた
511 和田 侑磨 男 小学5年 愛知県 わだ ゆうま
601 伊藤 杏華 女 小学6年 愛知県 いとう きょうか
602 清水 葵 女 小学6年 兵庫県 しみず ひまり
603 平泉 真心 女 小学6年 愛知県 ひらいずみ まこ
604 向井 雛 女 小学6年 三重県 むかい ひな
605 伊藤 要 男 小学6年 岐阜県 いとう かなめ
606 上田 大智 男 小学6年 愛知県 うえだ たいち
607 越前 克仁 男 小学6年 富山県 えちぜん かつひと
608 川上 恵生 男 小学6年 静岡県 かわかみ よしき
609 金 稜哲 男 小学6年 愛知県 きむ るんちょる
610 小渕 雷蔵 男 小学6年 愛知県 こぶち らいぞう
611 古谷田 耀 男 小学6年 神奈川県 こやた よう
612 柴田 智哉 男 小学6年 愛知県 しばた ともや
613 瀬川 翔誠 男 小学6年 富山県 せがわ しょうま
614 藤井 大我 男 小学6年 愛知県 ふじい たいが
615 松下 知樹 男 小学6年 滋賀県 まつした ともき
616 横井 漱太 男 小学6年 岐阜県 よこい そうた
617 渡辺 未起 男 小学6年 岐阜県 わたなべ みき

レースNo 氏名 性別 学年 居住地 氏名カナ
701 渡部 春雅 女 中学1年 神奈川県 わたべ かすが
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702 小椋 大輔 男 中学1年 富山県 おぐら だいすけ
703 小田 陸人 男 中学1年 奈良県 おだ りくと
704 樫原 灯真 男 中学1年 愛知県 かしはら とうま
705 北嶋 桂大 男 中学1年 富山県 きたしま けいた
706 畑村 真輝 男 中学1年 岐阜県 はたむら まき
707 渡部 竜也 男 中学1年 愛知県 わたべ りゅうや
708 王生 やまと 男 中学2年 岐阜県 いくるみ やまと
709 小島 侑也 男 中学2年 長野県 こじま ゆうや
710 土井 光 男 中学2年 愛知県 どい ひかる
711 長谷川 晃世 男 中学2年 愛知県 はせがわ こうせい
712 藤井 亮我 男 中学2年 愛知県 ふじい りょうが
713 増田 誉大 男 中学2年 千葉県 ますだ たかひろ
714 松居 智規 男 中学2年 愛知県 まつい ともき
715 大岩 佑輔 男 中学3年 愛知県 おおいわ ゆうすけ
716 古谷田 貴斗 男 中学3年 神奈川県 こやた たかと
717 佐藤 竜太 男 中学3年 愛知県 さとう りゅうた
718 筒井 海翔 男 中学3年 愛知県 つつい かいと
719 堀　明日香 女 中学2年 愛知県 ほり あすか

レースNo 氏名 性別 学年 居住地 氏名カナ
801 浅田 亜実 女 高校1年 愛知県 あさだ あみ
802 大山 歩美 女 高校2年 愛知県 おおやま あゆみ
803 松居 智咲 女 高校2年 愛知県 まつい ちさき
804 潮田 小波 女 高校3年 愛知県 うしおだ こなみ
805 井上 喬太 男 高校2年 愛知県 いのうえ きょうた
806 鈴木 宇輝 男 高校2年 三重県 すずき たかき
807 山上 知輝 男 高校2年 兵庫県 やまうえ ともき
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