
第19回全国高校生トライアスロン大会

＜男子＞

NO 氏名 学年 都道府県 学校名

101 青木 涼 高校1年 東京都 日本工業大学駒場高等学校

102 安藤 勘太 高校1年 岡山県 水島工業高等学校

103 岩井 悠二 高校1年 静岡県 浜松日体高等学校

104 金 稜宇 高校1年 愛知県 成章高等学校

105 金城 孟 高校1年 沖縄県 興南高等学校

106 黒川 由宇 高校1年 東京都 日本学園高等学校

107 齋藤 優稀 高校1年 福島県 県内高等学校

108 菅原 楽人 高校1年 山形県 鶴岡工業高等学校

109 韮澤 由吏 高校1年 新潟県 三条高等学校

110 福島 旺 高校1年 千葉県 日本学園高等学校

111 古屋 無為 高校1年 東京都 本郷高等学校

112 増田 誉大 高校1年 千葉県 佐倉高等学校

113 益山 恭平 高校1年 東京都 日本学園高等学校

114 山口 大貴 高校1年 東京都 日本学園高等学校

201 伊倉 大晴 高校2年 東京都 日本学園高等学校

202 植草 海斗 高校2年 神奈川県 横浜高等学校

203 大塚 尚哉 高校2年 埼玉県 城西大学附属城西高等学校

204 斎藤 佑大 高校2年 新潟県 新潟第一高等学校

205 髙木 康生 高校2年 東京都 保善高等学校

206 辻田 洸希 高校2年 東京都 日本大学第三高等学校

207 土田 夕亮 高校2年 東京都 日本学園高等学校

208 中島 大海 高校2年 群馬県 県内高等学校

209 新田 吏理 高校2年 茨城県 石岡第一高等学校

210 蜂矢 涼 高校2年 愛知県 三好高等学校

211 花岡 秀吾 高校2年 千葉県 成東高等学校

212 原田 洋旭 高校2年 大阪府 岸和田高等学校

213 福山 昇吾 高校2年 愛知県 三好高等学校

214 本多 晴飛 高校2年 兵庫県 相生学院高等学校

215 松本 康佑 高校2年 鳥取県 国立米子工業専門高等学校

216 水口 迅 高校2年 京都府 乙訓高等学校

217 油井 明澄 高校2年 神奈川県 日本学園高等学校

218 横田 健太 高校2年 東京都 東海大学付属浦安高等学校

219 吉川 恭太郎 高校2年 埼玉県 立教新座高等学校

220 渡部 拓海 高校2年 神奈川県 県内高等学校

221 北島　翔 高校2年 東京都 日本学園高等学校

301 大浦 直繁 高校3年 千葉県 拓殖大学紅陵高等学校

302 北村 飛雄吾 高校3年 茨城県 玉造工業高等学校

303 小林 慶次 高校3年 宮城県 東北高等学校

304 酒巻 将太郎 高校3年 東京都 都内高等学校

305 田丸 開 高校3年 東京都 都内高等学校

306 筒井 大介 高校3年 東京都 日本学園高等学校

307 都鹿野 成哉 高校3年 栃木県 上三川高等学校

308 海野 嶺名 高校3年 東京都 練馬特別支援学校



第19回全国高校生トライアスロン大会

＜女子＞

NO 氏名 学年 都道府県 学校名

151 大城 奈都 高校1年 沖縄県 昭和薬科大学付属高等学校

152 岡田 澄珠 高校1年 愛知県 三好高等学校

153 小林 未来 高校1年 愛知県 安城学園高等学校

154 立原 芽依 高校1年 茨城県 清真学園高等学校

155 成塚 一菜 高校1年 東京都 香蘭女学校

156 野口 陽菜 高校1年 埼玉県 松伏高等学校

157 林 日向子 高校1年 兵庫県 尼崎小田高等学校

158 森山 美空 高校1年 愛知県 愛知学院愛知高等学校

159 山内 渚 高校1年 東京都 昭和高等学校

251 池口 いずみ 高校2年 鳥取県 米子西高等学校

252 小原 絵梨 高校2年 鳥取県 米子高等学校

253 杉本 麻衣 高校2年 宮城県 亘理高等学校

254 長島 実桜 高校2年 山梨県 山梨学院高等学校

255 長藤 宏美 高校2年 大阪府 摂津高等学校

256 中山 彩理香 高校2年 東京都 町田高等学校

257 村場 里咲 高校2年 鹿児島県 鹿児島情報高等学校

258 山本 晏美 高校2年 大阪府 大阪市立南高等学校

259 横川 汐音 高校2年 東京都 都内高等学校

260 和田 純菜 高校2年 山梨県 山梨学院高等学校

351 浅田 亜実 高校3年 愛知県 県内高等学校

352 飯塚 唯 高校3年 栃木県 白鴎大学足利高等学校

353 内田 江里子 高校3年 千葉県 幕張総合高等学校

354 田代 彩乃 高校3年 福島県 茨城キリスト教学園高等学校

355 中山 菜々美 高校3年 大阪府 乙訓高等学校

356 野口 ななみ 高校3年 新潟県 新潟高等学校

357 見形 知亜莉 高校3年 栃木県 作新学院高等学校

358 渡辺 七海 高校3年 埼玉県 創価高等学校
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＜リレー＞

NO.401 氏名 学年 都道府県 学校名

スイム 中村 優太 高校2年 東京都 成蹊高等学校

バイク 鈴木 楓南 高校2年 東京都 成蹊高等学校

ラン 中柴 智貴 高校2年 東京都 成蹊高等学校


