
伊勢志摩・里海トライアスロン大会2021
三重とこわか国体トライアスロン競技リハーサル大会

No. 氏名 氏名（カナ） 性別 年齢 所属 加盟団体名

1 谷口　白羽 タニグチ　シルバ 男 27 三重県ｽﾎﾟｰﾂ協会 三重県トライアスロン協会

2 細田　雄一 ホソダ　ユウイチ 男 37 博慈会 東京都トライアスロン連合

3 渡部　晃大朗 ワタナベ　コウタロウ 男 27 稲毛ｲﾝﾀｰ 千葉県トライアスロン連合

４ 前田　凌輔 マエダ　リョウスケ 男 26 三重県トライアスロン協会

5 岩本　敏 イワモト　サトシ 男 25 日本食研実業団ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部 愛媛県トライアスロン協会

６ 枡田　貴理丸 マスダ　キリマル 男 25 ALPHA 三重県トライアスロン協会

7 桶谷　祐輝 オケタニ　ユウキ 男 33 ﾍﾞﾙﾘｵ/E-Grow 島根県トライアスロン協会

８ 山本　良介 ヤマモト　リョウスケ 男 42 国際ｽﾎﾟｰﾂ振興協会 京都府トライアスロン協会

９ 高橋　正俊 タカハシ　マサトシ 男 29 NSIﾄﾗｲｱｽﾛﾝｽｸｰﾙ 大阪府トライアスロン協会

10 浅海　健太 アサカイ　ケンタ 男 27 医療法人社団下田緑眞会/SUNNY FISH 東京都トライアスロン連合

11 前田　隼矢 マエダ　シュンヤ 男 33 NSIﾄﾗｲｱｽﾛﾝｽｸｰﾙ 兵庫県トライアスロン協会

12 寺澤　光介 テラサワ　コウスケ 男 27 佐藤興業/SUNNY FISH 東京都トライアスロン連合

13 澤瀉　大樹 オモダカ　ダイキ 男 31 大阪府トライアスロン協会

14 丸山　敦生 マルヤマ　アツキ 男 25 ﾁｰﾑｺﾞｰﾔｱｸｱヴｨｰﾀ豊橋 愛知県トライアスロン協会

15 土江　巧真 ドエ　タクマ 男 23 立命館大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部 日本学生トライアスロン連合

16 山本　陽介 ヤマモト　ヨウスケ 男 21 同志社大学 日本学生トライアスロン連合

17 松浦　達也 マツウラ　タツヤ 男 24 ﾏﾂﾀﾞﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ 広島県トライアスロン協会

18 小林　諒祐 コバヤシ　リョウスケ 男 24 九州大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部GAIA 日本学生トライアスロン連合

19 川久保　直希 カワクボ　ナオキ 男 32 奈良県トライアスロン協会

20 石田　涼 イシダ　リョウ 男 26 EnTRI 大阪府トライアスロン協会

21 鮫嶋　浩生 サメシマ　コウキ 男 29 鹿児島県トライアスロン協会

22 堀田　昇世 ホリタ　ショウセイ 男 29 NESTnagasaki 長崎県トライアスロン協会

23 筒井　佑 ツツイ　ユウ 男 32 ｸﾘﾆｯｸ新生/ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ鍋島 佐賀県トライアスロン協会

24 土手野　佑介 ドテノ　ユウスケ 男 25 長崎県トライアスロン協会

25 清水　哲平 シミズ　テッペイ 男 39 大阪府トライアスロン協会

26 フェラーリ　シモン フェラーリ　シモン 男 32 大阪府トライアスロン協会

27 池田　圭介 イケダ　ケイスケ 男 41 長崎県トライアスロン協会

28 中西　篤志 ナカニシ　アツシ 男 25 NSIﾄﾗｲｱｽﾛﾝｽｸｰﾙ 大阪府トライアスロン協会

29 山田　壮流 ヤマダ　ソウル 男 17 愛知県トライアスロン協会

30 富内　檀 トミウチ　ダン 男 27 ｱﾘｰﾃﾞｨ､ﾄﾗｲｱｸﾃｨﾌﾞ､ﾃｲﾙｳｨﾝﾄﾞ 東京都トライアスロン連合

31 山本　昌孝 ヤマモト　マサタカ 男 40 味の素株式会社 神奈川県トライアスロン連合

1/2



伊勢志摩・里海トライアスロン大会2021
三重とこわか国体トライアスロン競技リハーサル大会

No. 氏名 氏名（カナ） 性別 年齢 所属 加盟団体名

55 加後　美咲 カゴ　ミサキ 女 25 ALPHA 愛知県トライアスロン協会

56 潮田　小波 ウシオダ　コナミ 女 24 三重県トライアスロン協会

57 蔵本　葵 クラモト　アオイ 女 33 東京ヴｪﾙﾃﾞｨ 東京都トライアスロン連合

58 山内　麻代 ヤマウチ　マヨ 女 35 NSIﾄﾗｲｱｽﾛﾝｽｸｰﾙ 大阪府トライアスロン協会

59 田中　美沙樹 タナカ　ミサキ 女 23 あすたま 愛知県トライアスロン協会

60 山田　梓 ヤマダ　アズサ 女 25 あすたま 島根県トライアスロン協会

61 白石　怜佳 シライシ　レイカ 女 20 立命館大学 日本学生トライアスロン連合

62 松田　菜央 マツダ　ナオ 女 28 鹿児島県トライアスロン協会

63 酒井　優真 サカイ　ユマ 女 17 ﾁｰﾑﾌﾞﾚｲﾌﾞ 兵庫県トライアスロン協会

64 畑中　杏香 ハタナカ　キョウカ 女 22 大阪体育大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部 日本学生トライアスロン連合

65 平井　紬希 ヒライ　ツムギ 女 21 日本学生トライアスロン連合

66 中村　祥代 ナカムラ　サチヨ 女 27 ｱﾘｰﾃﾞｨ 石川県トライアスロン協会

67 山本　麻衣 ヤマモト　マイ 女 26 三重県トライアスロン協会

68 北吉　舞 キタヨシ　マイ 女 47 奈良県トライアスロン協会

69 池田　千春 イケダ　チハル 女 46 長崎県トライアスロン協会

70 杉谷　由香里 スギタニ　ユカリ 女 44 佐世保市役所 長崎県トライアスロン協会

71 池野　みのり イケノ　ミノリ 女 24 ﾄｰｼﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞﾁｰﾑｹﾝｽﾞ 三重県トライアスロン協会

72 川久保　恵里 カワクボ　エリ 女 30 Choose to Fight!! 大阪府トライアスロン協会

73 丹野　惠梨香 タンノ　エリカ 女 32 埼玉県トライアスロン連合

74 前田　乙乃 マエダ　オトノ 女 24 愛知県トライアスロン協会

75 細川　江梨子 ホソカワ　エリコ 女 42 愛媛県トライアスロン協会

76 三島　雅世 ミシマ　マサヨ 女 26 大阪府トライアスロン協会
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