
日本トライアスロン選手権２０１６　東海ブロック予選会スタートリスト

NO 氏名 よみがな 性別 年齢16 都道府県

11 潮田 小波 うしおだ こなみ 女 19 愛知県

12 前田 乙乃 まえだ おとの 女 19 愛知県

13 片野 絵美香 かたの えみか 女 19 愛知県

14 甘糟 恵美 あまかす めぐみ 女 22 静岡県

15 石田 凪帆 いしだ なぎほ 女 23 静岡県

16 近藤 なつき こんどう なつき 女 27 三重県

17 西 麻依子 にし まいこ 女 32 岐阜県

18 林 真奈美 はやし まなみ 女 33 静岡県

19 竹元 久美子 たけもと くみこ 女 33 愛知県

20 植条 広子 うえじょう ひろこ 女 42 三重県

21 平松 智子 ひらまつ ともこ 女 42 愛知県

51 山崎 向陽 やまさき こうよう 男 18 愛知県

52 蜂矢 樹 はちや たつき 男 19 愛知県

53 山田 雄大 やまだ ゆうだい 男 20 愛知県

54 丸山 敦生 まるやま あつき 男 20 愛知県

55 谷口 跳馬 たにぐち しゅうま 男 20 愛知県

56 太田 尭良 オオタ タカヒロ 男 21 神奈川県

57 豊田 岳 とよだ たける 男 21 岐阜県

58 権田 明寛 ごんだ あきひろ 男 21 愛知県

59 前田 凌輔 まえだ りょうすけ 男 21 愛知県

60 谷口 白羽 たにぐち しるば 男 22 愛知県

61 富内 檀 とみうち だん 男 22 神奈川県

62 塩野 貴史 しおの たかふみ 男 23 愛知県

63 安保 真 あぼ まこと 男 26 愛知県

64 吉村 彰記 よしむら あきのり 男 28 岐阜県

65 岡野 祐作 おかの ゆうさく 男 28 神奈川県

66 藤井 雅之 ふじい まさゆき 男 31 岐阜県

67 綿屋 茂男 わたや しげお 男 32 岐阜県

68 倉内 誠司 くらうち せいじ 男 32 愛知県

69 杉山 太一 すぎやま たいいち 男 32 静岡県

70 川田 啓太 かわた けいた 男 34 三重県

71 川村 勇気 かわむら ゆうき 男 35 愛知県

72 淺井 邦人 あさい くにひと 男 36 静岡県

73 関屋 広道 せきや ひろみち 男 36 静岡県

74 戸田 琢 とだ たく 男 37 愛知県

75 土田 洋平 つちだ ようへい 男 37 岐阜県

76 竹内 鉄平 たけうち てっぺい 男 40 愛知県

77 疋田 浩気 ひきだ ひろき 男 44 静岡県

78 森下 泰秀 もりした やすひで 男 49 三重県


