
個人B男子部門 ＊１部の選手は一般リレー・B女子部門と同時スタートになります。

Ｂ男子１部（１０名） ９：００～スタート （Ｓ２周 Ｂ３周 Ｒ２周） レースＮＯ ２０１～２１０
人数 NO 氏名 カナ 住所 年齢 回数 トラ暦 バイク 一言

1 201 森岡正行 モリオカマサユキ 小牧市 50 初 ロード ねばり強い
2 202 神谷光希 カミヤミツキ 安城市 13 3 5年 ロード ロードレーサーに乗り始めました。乗り慣れていないのでカッコ悪くならないよう頑張ります
3 203 杉浦晃浩 スギウラアキヒロ 岡崎市 40 4 ロード １昨年は足がつって。昨年はチェーンが外れて。。今年はスムーズに終わりたい。
4 204 飯山滉介 イイヤマコウスケ 安城市 12 2 2年 ﾏｳﾝﾃﾝ なるべく上位に入れるように頑張ります。
5 205 齋藤求 サイトウモトム 伊勢市 29 3 9年 ロード 完走目指して楽しみます！！
6 206 三井勝弘 ミツイカツヒロ 岡崎市 29 初 ロード
7 207 佐々木学 ササキマナブ 岡崎市 22 2 ロード １ヶ月でどこまでできるか挑戦
8 208 草場啓吾 クサバケイゴ 春日井市 12 初 ロード がんばります。 兄弟で出場
9 209 竹内孝弘 タケウチタカヒロ 知多郡 35 7 9年 ロード ここ２～３年休眠中。今年は久々の復帰。自信がないのでBからチャレンジします。

10 210 鶴田海 ツルタカイ 名古屋市 18 初 ﾏｳﾝﾃﾝ

Ｂ男子２部（４７名） ９：３０～スタート （Ｓ２周 Ｂ３周 Ｒ２周） レースＮＯ ２１１～２５７
人数 NO 氏名 カナ 住所 年齢 回数 トラ暦 バイク 一言

11 211 戸村誠司 トムラセイジ 西加茂郡 36 初 ロード 初めてのトライアスロン挑戦です！！まずは完走が目標です！
12 212 杉浦正幸 スギウラマサユキ西尾市 44 初 ロード トライアスロンデビュー戦です。どうぞよろしくお願いします。
13 213 青山具寿 アオヤマトモヒサ 岡崎市 36 初 ﾏｳﾝﾃﾝ トレーニング頑張っています。デビュー戦です
14 214 治郎丸豪 ジロウマルゴウ 岡崎市 31 初 クロス 初めてのトライアスロンですが、がんばります。
15 215 小幡俊之 オバタトシユキ 名古屋市 32 初 ロード トライアスロンをやったことはありませんが、どれくらいできるのか試してみたいです
16 216 玉山健太郎 タマヤマケンタロウ名古屋市 24 初 ロード トライアスロンデビューなので、がんばります。
17 217 米原浩茂 ヨネハラヒロシゲ 豊田市 35 2 ﾏｳﾝﾃﾝ 昨年のリベンジを果たしたです。
18 218 杉浦富夫 スギウラトミオ 西尾市 77 10 ロード もしもしかめよ、かめさんよ～ ペースで完泳・走！！
19 219 北野元彦 キタノモトヒコ 名古屋市 36 初 ロード
20 220 上野泰司 ウエノヤスシ 名古屋市 37 初 ロード
21 221 平子基 ヒラコモトシ 名古屋市 42 3 2年 ロード 40過ぎて経験ゼロからのスタート！
22 222 中根好巳 ナカネヨシミ 西加茂郡 53 初 ロード
23 223 成田延久 ナリタノブヒサ 豊田市 32 初 ロード
24 224 近藤隆 コンドウタカシ 名古屋市 47 初 ロード 初のトライアスロンです。偶然にも４７歳の誕生日です。完走目指しがんばります。
25 225 伊藤祐介 イトウユウスケ 日進市 38 初 ﾏｳﾝﾃﾝ トランジットや３種目通して何が大変かまず感じてみたいと思います。



26 226 臼井誠 ウスイマコト 袋井市 35 初 ロード 人生初トライアスロン！！温かく見守っていてください。
27 227 菅沼直昭 スガヌマナオアキ 加古川市 43 初 ロード 子供に負けないように頑張ってみます。親子で出場
28 228 荒井督治 アライトクジ 名古屋市 54 初 ロード トライアスロン初心者です。
29 229 加藤一裕 カトウカズヒロ 豊田市 41 初 ロード 今回がトライアスロンデビューです
30 230 山田修作 ヤマダシュウサク 名古屋市 32 初 ロード 初めて参加するので楽しみにしています♪
31 231 竹内伸太郎 タケウチシンタロウ蒲郡市 49 初 ロード マイペースで完走目指します。
32 232 石田金司 イシダキンジ 名古屋市 70 13 15年 ロード 記念の70歳（古希）で参加でき、最高にうれしい。完走して皆に元気を与えたい。
33 233 内山和典 ウチヤマカズノリ 岡崎市 35 初 ロード トライアスロン初挑戦！まずは完走が目標です。
34 234 菰田和宏 コモダカズヒロ 名古屋市 40 初 ロード
35 235 岡本高典 オカモトタカノリ 豊田市 25 初 ロード 体力はないのですが、気合で完走します！！
36 236 渡辺圭介 ワタナベケイスケ 名古屋市 27 初 クロス 初めてのトライアスロン参加です！楽しんで行きたいと思います！
37 237 丹下祐壮 タンゲユウソウ 東郷町 54 6 6年 ロード 今年も楽しませていただきます。毎年ありがとうございます
38 238 藤原幹彦 フジワラミキヒコ 名古屋市 49 初 ロード 数年前より一度はトライアスロンに挑戦したいと思っていました！！
39 239 水野直紀 ミズノナオキ 豊田市 50 2 1年 ロード 去年よりＴｉｍｅを縮めるぞ！体脂肪率も減ったのでいけそうな気がする～♪ 親子出場
40 240 斉藤一之 サイトウカズユキ 豊橋市 34 初 ロード 親子で出場
41 241 後藤圭佑 ゴトウケイスケ 豊橋市 23 2 1年 ﾏｳﾝﾃﾝ ２回目の挑戦です。去年よりいい記録を
42 242 河本陽一郎 カワモトヨウイチロウ 名古屋市 32 初 ﾏｳﾝﾃﾝ この大会を機にトライアスロンを始めてみようと思ってます！
43 243 庄子利幸 ショウジトシユキ 岡崎市 44 2 1年 ロード １月に足骨折！治りが遅くてトホホ・・。精一杯ガンバリマス！
44 244 藤吉俊希 フジヨシトシキ 岡崎市 31 初 ロード 初めてのトライアスロン大会に出場します。ドキドキです。
45 245 谷口英樹 タニグチヒデキ 安城市 32 初 ロード 脱メタボ対策で参加します。練習がんばります。
46 246 長谷川薫 ハセガワカオル 浜松市 20 初 ロード 初トライアスロン、がんばります
47 247 米花雅史 ヨネハナマサシ 横浜市 29 2 ロード
48 248 殖栗友広 ウエクリトモヒロ 横浜市 33 初 ﾏｳﾝﾃﾝ
49 249 若松敏彦 ワカマツトシヒコ 横浜市 47 2 ロード
50 250 森田浩之 モリタヒロユキ 新城市 40 2 2年 ロード 親子で出場 リレーも出場
51 251 岡部智行 オカベトモユキ 横浜市 31 初 ﾏｳﾝﾃﾝ がんばります。
52 252 大橋貴志 オオハシタカシ 名古屋市 32 初 ﾏｳﾝﾃﾝ トライアスロン初出場！楽しみたいと思います。
53 253 伊藤達也 イトウタツヤ 北設楽郡 29 初 ﾏｳﾝﾃﾝ
54 254 牧野晃 マキノアキラ 日進市 54 2 1年 ロード 昨年この大会に出場したのがトライアスロンデビュー。昨年よりいい記録が出せるよう。
55 255 堀内健太郎 ホリウチケンタロウ三好町 32 初 ロード 溺れたら救助願います
56 256 野原正史 ノハラマサシ 豊田市 31 初 ﾏｳﾝﾃﾝ
57 257 伊東博史 イトウヒロシ 豊田市 42 初 ﾏｳﾝﾃﾝ


