
カテゴリー
レース

ナンバー
名前 ふりがな 性別 所属

ウェーブ

スタートタイム

1 キッズA2年女子 1 柳堀ゆり子 やなぎほりゆりこ 女性

2 キッズA3年男子 2 猪股優喜 いのまたゆうき 男性 チーム栄優

3 キッズB4年女子 1 佐々木爽衣 ささき　さい 女性 芳賀小学校

4 キッズB4年男子 2 有賀和夢 ありが　かずむ 男性

5 キッズB4年女子 3 坂本陽南 さかもと　ひなみ 女性 TEAM SAKAMOTO

6 キッズB5年女子 4 佐々木麻衣 ささき　まい 女性 芳賀小学校

7 キッズB5年男子 5 猪股栄太 いのまたえいた 男性 チーム栄優

8 キッズB6年男子 6 眞舩 勝道 まふね かつみち 男性 白河市立みさか小学校

9 キッズB6年女子 7 坂本莉空 さかもと　りそら 女性 TEAM SAKAMOTO

10 キッズB6年男子 8 朽木悠翔 くちき　はると 男性 醸芳小学校

11 エイジの部女子 1 齋藤椛凛 さいとう　かりん 女性 福島市立信夫中学校

12 エイジの部男子 2 林 琉聖 はやし　りゅうせい 男性 平工業

13 エイジの部男子 3 近藤玖伸 こんどうひさのぶ 男性 福島大学トライアスロン部

14 エイジの部男子 4 會田 拓弥 あいだ たくみ 男性 会津大学 トライアスロン部

15 エイジの部男子 5 吾妻 敬也 あづま　けいや 男性 会津大学

16 エイジの部男子 6 浅野優雅 あさのゆうが 男性 福島大学トライアスロン部

17 エイジの部男子 7 加藤岳人 かとう　がくと 男性

18 エイジの部男子 8 藤田隆司 ふじた　りゅうじ 男性 会津大学トライアスロン部

19 エイジの部男子 9 小林達郎 こばやし　たつろう 男性 会津大学トライアスロン部

20 エイジの部男子 10 大坂知也 おおさか　ともや 男性

21 エイジの部男子 11 渡辺　真 わたなべ　まこと 男性

22 エイジの部男子 12 安齋達也 あんざいたつや 男性 TakuBotti

23 エイジの部男子 13 塩澤 裕也 しおざわゆうや 男性 水曜ランでしょう

24 エイジの部男子 14 煙山　造 けむりやま　はじめ 男性 福島CTC

25 エイジの部男子 15 上野直弘 うえの　なおひろ 男性 なし

26 エイジの部男子 16 藤井雄司 ふじいゆうじ 男性

27 エイジの部男子 17 横濱　剛 よこはま　たけし 男性 アイワコーポ

28 エイジの部男子 18 山内　崇 やまうち　たかし 男性 チームR399

29 エイジの部男子 19 根本昌典 ねもと　まさのり 男性 古殿町役場

30 エイジの部男子 20 坂本　渉 さかもと　わたる 男性 TEAM　SAKAMOTO
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31 エイジの部男子 21 八巻　隆 やまき　たかし 男性 本宮トライアスロンクラブ

32 エイジの部男子 22 松下祐二 まつした　ゆうじ 男性

33 エイジの部男子 23 佐久間大 さくまだい 男性 ㈲ピーク・ツー

34 エイジの部男子 24 鈴木学爾 すずき　がくじ 男性 本宮トライアスロンクラブ

35 エイジの部男子 25 柳堀浩克 やなぎほりひろかつ 男性 郡山サイクルフレンズ

36 エイジの部男子 26 片山規央 かたやま　ただひろ 男性 福島大学

37 エイジの部男子 27 福島一彦 ふくしまかずひこ 男性 サタアリ

38 エイジの部男子 28 馬場智和 ばば　ともかず 男性 MTC

39 エイジの部男子 29 上坂昌生 うえさかまさお 男性 浜通りトライアスロン

40 エイジの部男子 30 柳沼直彦 やぎぬま　なおひこ 男性 なし

41 エイジの部男子 31 高橋憲太郎 たかはしけんたろう 男性 ctc

42 エイジの部男子 32 出口雄二 でぐちゆうじ 男性 KCF/CCJ

43 エイジの部男子 33 塚本　勉 つかもと　つとむ 男性 TRC

44 エイジの部男子 34 脇本 信男 わきもと のぶお 男性 水練

45 エイジの部男子 35 田村　淳 たむら　あつし 男性 ホリック

46 エイジの部男子 36 鹿野英夫 しかの　ひでお 男性 福島CTC

47 エイジの部男子 37 大竹繁治 おおたけ　しげはる 男性 チーム信越

48 エイジの部男子 38 増子和徳 ましこかずのり 男性

49 エイジの部男子 39 吾妻敦 あづま　あつし 男性

50 エイジの部男子 40 吉田定 よしださだむ 男性

51 エイジの部男子 41 岡田浩寿 おかだ　こうじ 男性 浜トラ

52 エイジの部男子 42 穴澤　隆 あなざわ　たかし 男性 泳輪走快

53 エイジの部男子 43 渡辺 修 わたなべ おさむ 男性 岩井会

54 エイジの部男子 44 紺野武志 こんの　たけし 男性 個人

55 エイジの部男子 45 佐竹秀世 さたけひでよ 男性

56 エイジの部男子 46 梅宮博之 うめみや　ひろゆき 男性 福島ＣＴＣ

57 エイジの部男子 47 鈴木文夫 すずきふみお 男性 郡山サイクルフレンズ

58 エイジの部男子 48 猪口正顕 いのぐちまさあき 男性

59 エイジの部男子 49 岩城光英 いわき　みつひで 男性 チームホリック

60 エイジの部男子 50 伊藤光吉 いとうみつよし 男性 本宮トライアスロンクラブ

61 エイジの部女子 51 佐藤友美 さとう　ともみ 女性 ちーむまぐろ

62 エイジの部女子 52 鈴木紗希子 すずき　さきこ 女性 もとみやトライアスロン倶楽部

63 エイジの部女子 53 齋藤晃枝 さいとうてるえ 女性

64 エイジの部女子 54 熊谷三千代 くまがいみちよ 女性 TRC
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