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ウェーブ レースNo. 年齢 性別 居住地
201 吉川 恭太郎 よしかわ きょうたろう 13 男 埼玉県戸田市
202 舘澤 卓 たてさわ すぐる 14 男 神奈川県川崎市
203 酒見 琳 さかみ りん 12 女 東村山市
204 渡辺 仁芳 わたなべ のりよし 39 男 三鷹市
205 山本 達也 やまも たつや 16 男 国分寺市
206 青木 勉 あおき つとむ 42 男 横浜市
207 鮎澤 貴孝 あゆさわ たかのり 29 男 神奈川県川崎市
208 安田 尚民 やすだ ひさたみ 39 男 三鷹市
209 加藤 知子 かとう ともこ 44 女 品川区
210 備前 真太朗 びぜん しんたろう 13 男 神奈川県横浜市
211 小山 篤史 こやま あつし 23 男 立川市
212 大竹 七佳 おおたけ ななか 18 女 府中市
213 小林 正人 こばやし まさと 16 男 埼玉県狭山市
214 谷部 航太郎 やべ こうたろう 17 男 昭島市
215 山本 秀樹 やまもと ひでき 16 男 府中市
216 越智 貴大 おち たかひろ 17 男 小平市
217 倉田 和弥 くらた かずや 16 男 八王子市
218 越村 太亮 こしむら たいすけ 16 男 練馬区
219 山崎 渉 やまざき わたる 16 男 東久留米市
220 大野 達矢 おおの たつや 16 男 中野区
221 石野 慎也 いしの しんや 15 男 町田市
222 干場 裕貴 ほしば ゆうき 16 男 東村山市
223 山中 俊祐 やまなか しゅんすけ 16 男 府中市
224 北爪 哲 きたずめ さとし 15 男 新宿区
225 堀 祐 ほり たすく 16 男 杉並区
226 杉本 亮 すぎもと あきら 15 男 国分寺市
227 堂前 佑斗 どうまえ ゆうと 16 男 府中市
228 渡邉 加奈子 わたなべ かなこ 16 女 小金井市
229 鹿子木 颯人 かこぎ はやと 14 男 清瀬市
230 篠原 凪沙 しのはら なぎさ 14 女 神奈川県横須賀市
231 坂倉 浩 さかくら ひろし 56 男 川崎市

ウェーブ レースNo. 年齢 性別 居住地
232 小日向 義明 こびなた よしあき 51 男 西東京市
233 室井 祐介 むろい ゆうすけ 29 男 東村山市
234 山本 秀輔 やまもと しゅうすけ 11 男 国分寺市
235 田中 孝資 たなか こうすけ 14 男 神奈川県川崎市
236 伊藤 誠治 いとう せいじ 42 男 西東京市
237 三澤 覚 みさわ さとる 46 男 横浜市
238 海東 宏明 かいとう ひろあき 42 男 埼玉県さいたま市
239 大野 守勝 おおの もりかつ 41 男 東久留米市
240 小平 隆広 こだいら たかひろ 36 男 埼玉県狭山市
241 帆刈 大慈 ほかり だいじ 38 男 東久留米市
242 亀森 一好 かめもり かずよし 52 男 神奈川県横浜市
243 山本 龍太 やまもと りゅうた 42 男 国分寺市
244 蓑田 透 みのだ とおる 50 男 世田谷区
245 根本 優樹 ねもと ゆうき 12 男 神奈川県川崎市
246 平沼 晃城 ひらぬま あきしろ 43 男 国分寺市
247 鈴木 靖子 すずき やすこ 48 女 世田谷区
248 岡本 優 おかもと ゆう 36 男 神奈川県川崎市
249 山内 渚 やまうち なぎさ 12 女 立川市
250 生山 起久子 いくやま きくこ 49 女 埼玉県入間市
251 天神 久実 てんじん くみ 23 女 小金井市
252 田中 孝樹 たなか こうき 12 男 神奈川県川崎市
253 長田 留佳 おさだ るか 9 女 調布市
254 古山 裕 ふるやま ひろし 47 男 西東京市
255 伊藤 美保 いとう みほ 49 女 西東京市
256 池田 勝次 いけだ かつし 46 男 神奈川県川崎市
257 野口 晃男 のぐち あきお 39 男 小平市
258 原田 有彩 はらだ ありさ 11 女 横浜市
259 沓名 亮典 くつな りょうすけ 36 男 西東京市
260 髙木 馨 たかぎ かおる 66 男 小平市
261 岡本 隆 おかもと りゅう 39 男 千葉県館山市
262 山口 勝之 やまぐち かつゆき 53 男 横浜市

第15回 小金井アクアスロン大会 出場選手リスト（Aタイプ：スイム400m、ラン3km）

氏名 読み仮名
第1ウェーブ

氏名 読み仮名
第2ウェーブ



ウェーブ レースNo. 年齢 性別 居住地
263 今里 崇之 いまざと たかゆき 36 男 杉並区
264 杉本 基彰 すぎもと もとあき 47 男 小金井市
265 野口 耕司郎 のぐち こうしろう 59 男 国立市
266 松橋 哲朗 まつはし てつろう 38 男 府中市
267 罍 孝司 もたい こうじ 46 男 練馬区
268 円谷 淳 つぶらや じゅん 39 男 さいたま市
269 手島 知之 てしま ともゆき 38 男 八王子市
270 田中 孝太郎 たなか こうたろう 55 男 神奈川県川崎市
271 小河 哲 おがわ さとし 41 男 府中市
272 小俣 貴司 おまた たかし 40 男 東村山市
273 酒井 賢治 さかい けんじ 49 男 世田谷区
274 宿谷 信夫 しゅくや のぶお 54 男 青梅市
275 丸井 ふみ子 まるい ふみこ 51 女 府中市
276 大久保 裕広 おおくぼ やすひろ 50 男 小金井市
277 斉藤 充宏 さいとう みつひろ 45 男 神奈川県藤沢市
278 鈴木 弘一 すずき ひろかず 44 男 神奈川県藤沢市
279 鈴木 太一 すずき たいち 13 男 神奈川県藤沢市
280 山中 伸也 やまなか しんや 38 男 埼玉県所沢市
281 近藤 知子 こんどう ともこ 42 女 小金井市
282 原田 康裕 はらだ やすひろ 45 男 横浜市
283 原田 尚季 はらだ なおき 14 男 横浜市
284 水越 照夫 みずこし てるお 44 男 横浜市
285 佐藤 麻美 さとう まみ 49 女 小平市
286 村田 美子 むらた よしこ 59 女 小平市
287 伊東 宏 いとう ひろし 48 男 日野市
288 堀 哲昭 ほり てつあき 41 男 杉並区
289 関 華恵 せき はなえ 34 女 中野区
290 須藤 由加 すとう ゆか 36 女 横浜市
291 佐藤 昭博 さとう あきひろ 44 男 大田区
292 福島 芳美 ふくしま よしみ 32 女 国分寺市
293 橋爪 亮太郎 はしづめ りょうたろう 46 男 鎌倉市

ウェーブ レースNo. 年齢 性別 居住地
294 小倉 泰介 おぐら たいすけ 37 男 武蔵野市
295 榎本 洋 えのもと ひろし 39 男 静岡県富士市
296 谷口 智一 たにぐち ともかず 37 男 小金井市
297 榎本 徹 えのもと とおる 64 男 練馬区
298 尾崎 仁志 おざき ひとし 57 男 小金井市
299 前田 順一郎 まえだ じゅんいちろう 38 男 武蔵野市
300 吉川 進 よしかわ すすむ 72 男 練馬区
301 横山 歩 よこやま あゆむ 13 女 世田谷区
302 広田 勇 ひろた いさむ 51 男 小金井市
303 鈴木 和典 すずき かずのり 48 男 東久留米市
304 岡本 修 おかもと しゅう 36 男 神奈川県川崎市
305 小倉 一郎 おぐら いちろう 38 男 小平市
306 佐藤 敏也 さとう としなり 39 男 千葉県白井市
307 高橋 翠 たかはし みどり 34 女 東村山市
308 伊藤 俊輔 いとう しゅんすけ 59 男 小金井市
309 河原 正子 かわはら まさこ 49 女 調布市
310 小柴 常雄 こしば つねお 85 男 小平市
311 大川 誠司 おおかわ せいじ 42 男 江東区
312 原 加代子 はら かよこ 56 女 品川区
313 荒井 浩二郎 あらい こうじろう 53 男 国分寺市
314 Ｌｏ Ｇｉｕｄｉｃｅ Ａｒｉａｎｎａ Ｌｏ Ｇｉｕｄｉｃｅ Ａｒｉａｎｎａ 27 女 杉並区
315 古山 みさ ふるやま みさ 49 女 西東京市
316 大向 俊博 おおむかい としひろ 38 男 北区
317 趙 博來 ちょう ばんれ 51 男 小金井市
318 安藤 哲夫 あんどう てつお 65 男 小金井市
319 星野 裕史 ほしの ゆうじ 39 男 埼玉県川口市
320 高田 千嘉 たかた ちか 38 女 大田区
321 内倉 要 うちくら かなめ 31 男 小金井市
322 原 雅樹 はら まさき 40 男 武蔵村山市
323 後閑 茂弘 ごかん しげひろ 53 男 世田谷区
324 稲守 薫 いなもり かおる 53 女 武蔵野市
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レースNo. 年齢 性別
101 吉川 陽山 よしかわ ようざん 10 男
102 大久保 郁伽 おおくぼ あやか 16 女
103 筒木 杏 つつき あんず 10 女
104 植野 果歩 うえの かほ 16 女
105 茂木 晃也 もぎ あきなり 14 男
106 川上 莉果 かわかみ りか 13 女
107 深水 勝 ふかみ まさる 41 男
108 滝澤 裕美 たきざわ ひろみ 46 女
109 櫻田 拓人 さくらだ ひろと 14 男
110 大木 洋人 おおき ひろと 12 男
111 青木 実莉 あおき みのり 13 女
112 平木 裕司 ひらき ゆうじ 42 男
113 金原 東吾 きんばら とうご 13 男
114 坂本 智紀 さかもと ともき 11 男
115 石井 恭平 いしい きょうへい 14 男
116 近藤 玲 こんどう れい 12 男
117 竹田 仁 たけだ じん 39 男
118 片岡 恭子 かたおか きょうこ 40 女
119 今井 美琴 いまい みこと 15 女
120 愛川 直輝 あいかわ なおき 13 男
121 荒井 和成 あらい かずなり 13 男
122 廣中 紋加 ひろなか あやか 37 女
123 山本 竜哉 やまもと たつや 32 男
124 山下 詩音 やました しおん 13 男
125 坂本 利雄 さかもと としお 48 男
126 武田 有未 たけだ あみ 12 女
127 滝澤 毅 たきざわ たけし 48 男
128 富澤 勇 とみざわ いさむ 46 男
129 友野 巧也 ともの たくや 13 男
130 大橋 明果 おおはし みか 12 女
131 本間 雄士 ほんま ゆうじ 31 男
132 安間 一彦 やすま かずひこ 39 男
133 河原 正子 かわはら まさこ 49 女
134 深水 統真 ふかみ とうま 14 男
135 筒木 忍 つつき しのぶ 38 女
136 杉岡 春哉 すぎおか はるや 51 男
137 太田 龍佑 おおた りゅうすけ 13 男
138 小谷 義 おたに ただし 64 男
139 笹島 研一 ささじま けんいち 40 男
140 草木 康雄 くさき やすお 42 男
141 仲井 泰雅 なかい たいが 14 男
142 間宮 功 まみや いさお 70 男
143 原 穂乃香 はら ほのか 10 女
144 横田 靖之 よこた やすゆき 38 男
145 藤原 遥起 ふじわら はるき 14 男
146 安達 美智夫 あだち みちお 61 男
147 高松 宜史 たかまつ のぶふみ 30 男
148 山下 一之 やました かずゆき 44 男
149 山内 光 やまうち ひかり 42 女
150 片桐 幸治 かたぎり こうじ 27 男
151 真境名 奈緒美 まじきな なおみ 40 女
152 真境名 悠 まじきな ゆう 12 男

杉並区
杉並区

小金井市
武蔵村山市
宮城県仙台市
杉並区
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神奈川県川崎市
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レースNo. 年齢 性別 学年 居住地
1 山崎 ひかり やまざき ひかり 10 女 小5 国分寺市
2 竹田 呂威 たけだ ろい 10 男 小4 武蔵野市
3 玉越 絢音 たまこし あやね 10 女 小5 練馬区
4 伊藤 智裕 いとう ともひろ 10 男 小5 小金井市
5 片岡 夏希 かたおか なつき 11 女 小5 武蔵野市
6 福島 里菜 ふくしま りな 11 女 小5 武蔵村山市
7 伊原 咲和 いはら さわ 8 女 小3 千葉県柏市
8 伊原 耀平 いはら ようへい 11 男 小6 千葉県柏市
9 梅村 彩 うめむら あや 9 女 小4 世田谷区

10 草木 望心 くさき のぞみ 10 女 小5 国分寺市
11 後藤 耀介 ごとう ようすけ 9 男 小3 小平市
12 草木 心美 くさき ここみ 10 女 小5 国分寺市
13 能登 弘治 のと こうじ 12 男 小6 小金井市
14 小俣 陽平 おまた ようへい 11 男 小5 東村山市
15 今里 京佳 いまざと きょうか 10 女 小4 杉並区
16 太田 菜生 おおた なお 10 女 小4 世田谷区
17 高橋 飛成 たかはし ひなり 9 男 小3 墨田区
18 青木 一真 あおき かずま 9 男 小3 埼玉県志木市
19 酒見 天 さかみ てん 7 男 小1 東村山市
20 福田 夕依 ふくだ ゆい 11 女 小6 神奈川県藤沢市
21 大木 悠圭 おおき はるか 10 女 小4 世田谷区
22 和仁 克繁 わに まさとし 8 男 小3 練馬区
23 後藤 馨介 ごとう けいすけ 8 男 小2 小平市
24 原田 莉圭 はらだ りか 7 女 小2 横浜市
25 小泉 志帆 こいずみ しほ 9 女 小4 世田谷区
26 西川 風花 にしかわ ふうか 12 女 小6 世田谷区
27 藤森 菜帆 ふじもり なほ 10 女 小4 小平市
28 大野 羽琉 おおの はる 8 男 小3 東久留米市
29 富澤 優妃 とみざわ ゆうき 9 女 小3 東久留米市
30 村山 奈菜 むらやま なな 8 女 小2 板橋区
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レースNo. 年齢 性別 学年 居住地
黒田 耕冶 くろだ こうじ 44 男
黒田 岳嗣 くろだ たけし 9 男
西郷 満紀 さいごう みつのり 42 男
西郷 海鷹 さいごう みたか 11 男
平木 裕司 ひらき ゆうじ 42 男
平木 萌々 ひらき もも 11 女
北原 克成 きたはら かつなり 51 男
北原 謙人 きたはら けんと 12 男
鹿ノ子 直樹 かのこ なおき 44 男
鹿ノ子 恭平 かのこ きょうへい 9 男
和田 淳司 わだ じゅんじ 44 男
和田 真 わだ まひろ 9 女

レースNo. 年齢 性別 学年 居住地
横山 賢 よこやま まさる 40 男
横山 晴輝 よこやま はるき 8 男
深水 勝 ふかみ まさる 41 男
深水 秀真 ふかみ しゅうま 8 男
加藤 知子 かとう ともこ 44 女
加藤 政那 かとう せな 8 男
今里 真由美 いまざと まゆみ 36 女
今里 咲紀 いまざと さき 8 女
片岡 良夫 かたおか よしお 42 男
片岡 実乃里 かたおか みのり 7 女
山﨑 亜弓 やまざき あゆみ 38 女
山﨑 のぞみ やまざき のぞみ 7 女
矢野 英二 やの えいじ 46 男
矢野 有哉 やの ゆうや 8 男
斉藤 幸男 さいとう ゆきお 44 男
斉藤 誠 さいとう まこと 9 男
森下 準 もりした じゅん 41 男
森下 左内 もりした さない 7 男

出場番号 年齢 性別 学年 居住地
01 西郷 海鷹 さいごう みたか 11 男 小5 小金井市
02 原田 有彩 はらだ ありさ 11 女 小6 神奈川県横浜市
03 草木 心美 くさき ここみ 10 女 小5 国分寺市
04 草木 望心 くさき のぞみ 10 女 小5 国分寺市
05 山崎 ひかり やまざき ひかり 10 女 小5 国分寺市
06 伊藤 智裕 いとう ともひろ 10 男 小5 小金井市
07 富澤 優紀 とみざわ ゆうき 9 女 小3 東久留米市
08 和田 真 わだ まひろ 9 女 小4 東大和市
09 村山 奈菜 むらやま なな 8 女 小2 板橋区
10 原田 莉圭 はらだ りか 7 女 小2 神奈川県横浜市
11 山﨑 のぞみ やまざき のぞみ 7 女 小2 国分寺市

第15回 小金井アクアスロン大会 ファーストキッズトライアスロン出場者リスト

P09 小2 三鷹市

P03 小2 品川区

P04 小3 杉並区

氏名 読み仮名

P01 小3 三鷹市

P02 小2 八丈島八丈町

東大和市

小3 小平市

P05 小2 武蔵野市

P06 小2 国分寺市

第15回 小金井アクアスロン大会 Aタイプ出場選手リスト（親子タイプ：スイム100m、ラン1km）

埼玉県入間郡

P14 小6

P15 小4 埼玉県入間市

P16 小4 東大和市

氏名 読み仮名

P11 小4 神奈川県横浜市

P12 小5 小金井市

P13 小5

氏名 読み仮名

P07 小3 小金井市

P08


