
レースＮｏ氏名 性別 学年 居住地

101 杉山惺南 女 小1 岡崎市

102 谷円花 女 小1 豊川市

103 寺田圭佑 男 小1 知立市

104 山田士恩 男 小1 稲沢市

105 深谷大智 男 小1 東浦町

201 中垣和泉 女 小2 豊橋市

202 井上あさひ 女 小2 西尾市

203 今枝七実 女 小2 西尾市

204 原田結菜 女 小2 豊明市

205 吉川心菜 女 小2 阿久比町

206 垣内音和 女 小2 刈谷市

207 川森ひなの 女 小2 四日市市

208 工藤望桜 女 小2 阿久比町

209 普光綾香 女 小2 一宮市

210 本沢文 女 小2 日進市

211 林咲友 女 小2 刈谷市

212 田中花 女 小2 東海市

215 岡田椛瑚 女 小2 尾張旭市

213 宇野光輝 男 小2 豊田市

214 安部仁章 男 小2 刈谷市

216 岩瀬恭二 男 小2 藤枝市

217 杉山凱星 男 小2 岡崎市

218 板谷健冴 男 小2 刈谷市

219 河野忠彦 男 小2 日高市

220 深谷亮輔 男 小2 東浦町

221 石川祐太 男 小2 西尾市

222 竹内琥珀 男 小2 みよし市

223 芳田誉弥 男 小2 甲賀市

224 吉森健翔 男 小2 北名古屋市

キッズトライアスロンin西尾一色2019

キッズ小1-2年



レースＮｏ氏名 性別 学年 住所1

301 林田優希 女 小3 稲沢市

302 田中日菜里 女 小3 西尾市

303 三浦充生 男 小3 高島市

304 今井悠仁 男 小3 多治見市

305 山中祐輝 男 小3 幸田町

306 岡田宗一郎 男 小3 豊田市

307 榊原聖也 男 小3 西尾市

308 江頭令真 男 小3 東海市

309 渡邉瑠泉 男 小3 瀬戸市

310 熊谷宥人 男 小3 名古屋市

311 田中創介 男 小3 東浦町

312 神門洸貴 男 小3 多治見市

313 齋藤勇斗 男 小3 津市

314 齋藤理玖 男 小3 安城市

401 加藤雪菜 女 小4 刈谷市

402 古田栞那 女 小4 浜松市

403 宇野未来 女 小4 豊田市

404 河野純礼 女 小4 日高市

405 王生有咲 女 小4 多治見市

406 篠田莉々子 女 小4 名古屋市

407 野嵜結衣 女 小4 みよし市

408 中垣拓巳 男 小4 豊橋市

409 佐野祐介 男 小4 東郷町

410 寺田英司 男 小4 知立市

411 寺西悠優 男 小4 名古屋市

412 小笹穣史 男 小4 御山町

413 岩崎友希 男 小4 阿久比町

414 岩瀬兼三 男 小4 藤枝市

415 杉山昊徽 男 小4 岡崎市

416 榎本大悟 男 小4 西尾市

417 横井渓吾 男 小4 名古屋市

418 池垣翔太 男 小4 豊田市

419 深谷勇喜 男 小4 東浦町

420 石川礼翔 男 小4 西尾市

421 秋元大輝 男 小4 西尾市

422 鈴木瞭太郎 男 小4 西尾市

キッズトライアスロンin西尾一色2019

キッズ小3-4年



レースＮｏ氏名 性別 学年 居住地

501 今枝瞳 女 小5 西尾市

502 前田莉奈 女 小5 豊中市

503 工藤愛桜 女 小5 阿久比町

504 下村太一 男 小5 西尾市

505 佐藤圭悟 男 小5 岡崎市

506 坂本瑞樹 男 小5 刈谷市

507 岡田実哉杜 男 小5 尾張旭市

508 平塚連雲 男 小5 大府市

509 平塚颯 男 小5 大府市

510 彦坂周作 男 小5 豊橋市

511 本庄環 男 小5 豊川市

512 藤井友我 男 小5 名古屋

513 金谷太陽 男 小5 静岡市

514 長島誠悟 男 小5 名古屋市

601 三浦優 女 小6 豊橋市

602 加藤有莉 女 小6 刈谷市

603 大河内花音 女 小6 蟹江町

604 寺西優萌 女 小6 名古屋市

605 平川桃子 女 小6 名古屋市

606 杉浦華夏 女 小6 碧南市

607 谷凪紗 女 小6 豊川市

608 古田蒼波 男 小6 浜松市

609 太田歩夢 男 小6 岡崎市

610 太田達 男 小6 名古屋市

611 山田真生流 男 小6 名古屋市

612 新城希空 男 小6 北名古屋市

613 杉山朝飛 男 小6 岡崎市

614 柴田雅哉 男 小6 豊橋市

615 田中優成 男 小6 東浦町

616 田内涼 男 小6 湖西市

617 脇坂駿輔 男 小6 豊橋市

618 長縄孝清 男 小6 豊田市

キッズトライアスロンin西尾一色2019

キッズ小5-6年



レースＮｏ氏名 性別 学年 居住地

701 佐野結夏 女 中1 西尾市

702 和田千佳 女 中1 碧南市

703 小石原舞 女 中1 豊川市

704 工藤聖桜 女 中1 阿久比町

705 田内琴子 女 中1 湖西市

706 三浦成司 男 中1 高島市

707 今濱克己 男 中1 名古屋市

708 加藤哉太 男 中1 西尾市

709 石川周磨 男 中1 西尾市

710 福島愛都 男 中1 豊明市

711 藤井昂我 男 中1 名古屋市

712 長島正真 男 中1 名古屋市

713 鈴木きょうこ 女 中2 知立市

714 内藤宗伸 男 中2 西尾市

715 小倉伊織 男 中2 枚方市

716 斉藤大樹 男 中2 安城市

717 野須光祐 男 中2 安城市

718 林愛望 女 中3 西尾市

719 壁谷桜侍 男 中3 蒲郡市

720 山田壮流 男 中3 名古屋市

721 近藤大智 男 中3 東郷町

722 中島一晟 男 中3 一宮市

801 三浦雄一郎 男 高1 豊橋市

802 冨澤壮太 男 高1 岡崎市

803 前田尚輝 男 高1 豊中市

804 柴田智哉 男 高1 豊橋市

805 関谷衣央 男 高1 名古屋市

806 近藤総司 男 高3 岡崎市

キッズトライアスロンin西尾一色2019

ジュニア


