
九⼗九⾥トライアスロン2021 表彰対象者

種⽬名 年代区分 ZEKKEN 姓 名
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦24歳以下 5002 出⼝ 陽也
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦24歳以下 5001 加塩 柚樹
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦24歳以下 5040 ⾼橋 和磨
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦25-29歳 5007 渡邊 哲也
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦25-29歳 6039 ⽥中 真吾
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦25-29歳 6077 KUWAHARA AKITO
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦30-34歳 5012 ⽶倉 亮太
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦30-34歳 5011 ⾼橋 怜央奈
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦30-34歳 6125 中浜 亮
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦35-39歳 5015 平⽊ 康孝
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦35-39歳 6187 坂⽥ 拓也
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦35-39歳 5014 鈴⽊ 清和
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦40-44歳 5017 宮村 和宏
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦40-44歳 5043 杉本 宏樹
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦40-44歳 5020 ⾦澤 英明
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦45-49歳 5025 太⽥ 暁也
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦45-49歳 5027 ⼩林 正徳
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦45-49歳 5023 ⽥中 康志
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦50-54歳 5031 今井 達也
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦50-54歳 8047 ⼩板橋 宏康
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦50-54歳 8001 ⽯井 慶太
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦55-59歳 8126 KUWAHARA KUNIMASA
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦55-59歳 8138 ⼊江 猛
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦55-59歳 8105 佐々⽊ 裕⼀
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦60-64歳 9003 ⼭⽥ 朗
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦60-64歳 9005 中野 哲
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦60-64歳 5037 笹原 明利
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦65歳以上 9022 佐藤 基
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦65歳以上 9024 村⽥ 克也
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦65歳以上 9025 塩⽥ 和之
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦24歳以下 9102 ⼩⼭ 菫
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦24歳以下 5101 ⽯津 ⾥奈
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦24歳以下 9105 佐藤 佳乃
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦25-29歳 9119 若⽉ 由⾥佳
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦25-29歳 9115 ⽯原 妹
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦25-29歳 9116 ⼤⾕ 歩
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦30-34歳 9124 秋⼭ 恵美
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦30-34歳 9134 鈴⽊ 佐梨
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ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦30-34歳 9125 新井 菖⼦
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦35-39歳 9142 櫻井 広美
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦35-39歳 9145 松村 美雪
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦35-39歳 9148 川⼝ 昌⼦
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦40-44歳 9162 中⼭ 江利
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦40-44歳 9166 新倉 美代⼦
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦40-44歳 9149 皆川 紗恵⼦
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦45-49歳 9181 上岡 ⾥美
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦45-49歳 9184 嶋⽥ 朋⼦
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦45-49歳 9169 ⼭内 実代
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦50-54歳 9203 ⽩⼾ 彩⼦
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦50-54歳 9190 ⽝塚 裕美
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦50-54歳 9189 近藤 美佐緒
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦55-59歳 9208 真野 和美
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦55-59歳 9211 ⽣井 佳奈⼦
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦55-59歳 9223 堀⼝ 紫
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦60-64歳 9215 藤井 眞由美
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦60-64歳 9213 渡辺 公⼦
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦60-64歳 9214 宇⽥川 尚⼦
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦65歳以上 9217 滝沢 ⾒世⼦
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦65歳以上 9216 星野 ひとね
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ リレー男⼦ 9331 TiTers not TiTs
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ リレー男⼦ 9321 CKY
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ リレー男⼦ 9316 NAVI-FULL
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ リレー混合 9319 Team KWD
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ リレー混合 9328 HSU
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ リレー混合 9315 フードファイターズ
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦24歳以下 5 ⼭岸 穂⾼
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦24歳以下 2 會⽥ 拓弥
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦24歳以下 1003 繁澤 快
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦25-29歳 1032 梅⽥ 航平
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦25-29歳 10 原⽥ 晋
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦25-29歳 7 清⽔ 慎⼀
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦30-34歳 20 ⽊⽥ 史彦
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦30-34歳 19 瀬古 尚彦
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦30-34歳 25 荒瀬 壮兵
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦35-39歳 89 渡邉 優介
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦35-39歳 35 ⾼嶺 寛⼰
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ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦35-39歳 40 ⽥中 紀⾏
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦40-44歳 52 秋葉 茅⻨
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦40-44歳 2061 伊藤 岳
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦40-44歳 2013 川上 ⻯太郎
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦45-49歳 86 星 秀明
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦45-49歳 65 若⼭ 泰介
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦45-49歳 62 ⾐笠 ⻯也
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦50-54歳 72 奈良 仁克
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦50-54歳 76 豊川 秀樹
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦50-54歳 3090 永井 克明
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦55-59歳 3190 安藤 友久
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦55-59歳 81 藤倉 充裕
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦55-59歳 3227 鈴⽊ 雄久
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦60-64歳 84 Ｓｈｒｏｓｂｒｅｅ Ｍａｒｋ
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦60-64歳 4049 Stephen Chelberg
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦60-64歳 4004 岩渕 博史
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦65歳以上 4037 湯⼭ 幸寛
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦65歳以上 4033 鈴⽊ 恒治
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 男⼦65歳以上 4039 本吉 ⺠男
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦24歳以下 101 ⽥村 光
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦24歳以下 4101 ⼤熊 美結
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦25-29歳 4104 平柳 美⽉
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦25-29歳 4171 中園 真理亜
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦25-29歳 4102 グリアー とも
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦30-34歳 4111 太⽥ 成美
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦30-34歳 4109 都久⼭ 志乃
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦30-34歳 4106 中島 亜⾥紗
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦35-39歳 4170 Sarah Martin
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦35-39歳 4116 市川 典⼦
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦35-39歳 102 ⻄澤 ⾹澄
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦40-44歳 4130 東度 久美
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦40-44歳 4124 ⽥代 妙⼦
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦40-44歳 4126 佐藤 咲⼦
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦45-49歳 4143 ⽶⼭ 直⼦
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦45-49歳 4133 ⽣井 恭⼦
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦45-49歳 4138 宮崎 美菜⼦
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦50-54歳 4153 須浪 優⼦
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦50-54歳 4149 鎌⽥ 綾⼦
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ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦50-54歳 4152 藤⽥ 千華
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦55-59歳 107 寺⽥ ⾹織
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦55-59歳 4158 島村 岳美
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦55-59歳 4160 ⻑野 富美恵
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦60-64歳 4167 ⾓ ⾹織
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦60-64歳 4168 井上 恵⼦
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦60-64歳 4164 柴⽥ 富久⼦
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ⼥⼦65歳以上 4169 名和 千洋⼦
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ リレー男⼦ 4205 ガントラチャンネル
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ リレー男⼦ 4204 Team Watson
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ リレー男⼦ 4206 MOL INNOVATION
ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ リレー混合 4202 TRIPCYCLE 横須賀


