
※ヒロシマデュアスロン２０１７スタートリスト　　2017/10/14時点

Aタイプ（男） 名前 フリガナ Aタイプ（男） 名前 フリガナ Ｂタイプ（男） 名前 フリガナ
1 小林　歩 コバヤシ　アユム 201 2 櫟良　晃大 ナギラ コウタ

100 秋山　研龍 アキヤマ ケンリュウ 202 ホソカワ　ジュンペイ 60 勝冶　光生 カツヤ ミツキ
101 浅田　真二 アサダ シンジ 203 細越　隆史 ホソコシ タカシ 61 川立　浩二 カワタチ コウジ
102 浅野　学司 アサノ　タカシ 204 堀内　樹己 ホリウチ タツキ 62 高橋　直 タカハシ ナオ
103 朝日　佳祐 アサヒ　ケイスケ 205 堀江　睦久 ホリエ ムツヒサ 63 辻本　倫太郎ツジモト リンタロウ
104 荒巻　大成 アラマキ　タイセイ 206 堀川　秀司 ホリカワ シュウジ 64 友井　逸平 トモイ イッペイ
105 安藤　勘太 アンドウ　カンタ 207 松岡　祥行 マツオカ ヨシユキ 65 友井　則美 トモイ ノリミ
106 池信　孝治 イケノブ　コウジ 208 松尾　健土 マツオ ケント 66 藤田　将人 フジタ ショウト
107 石井　将文 イシイ　マサフミ 209 松尾　英樹 マツオ ヒデキ 67 松下　拓弥 マツシタ タクミ
108 石田　裕三 イシダ　ユウゾウ 210 松本　英悟 マツモト エイゴ 68 宮崎　守富 ミヤザキ モリトミ
109 石本　晴彦 イシモト　ハルヒコ 211 松本　充弘 マツモト ミツヒロ 69 屋敷　陽 ヤシキ アキラ
110 今井　博隆 イマイ　ヒロタカ 212 三上　強 ミカミ ツヨシ Ｂタイプ（女） 名前 フリガナ
111 上竹　哲也 ウエタケ　テツヤ 213 南屋　拓志 ミナミヤ　タクジ 70 川立　真衣 カワタチ　マイ
112 上田 　直之 ウエダ ナオユキ 214 宮田　敬一 ミヤタ　ケイイチ 71 杉本　利江 スギモト　リエ
113 宇高　樹 ウダカ タツキ 215 美山　俊一 ミヤマ　シュンイチ
114 江口　揮房 エグチ キホウ 216 村野　功史 ムラノ　コオシ Ｃ１タイプ(男） 名前 フリガナ
115 惠﨑　拓真 エザキ タクマ 217 本井　慶一 モトイ　ケイイチ 10 石尾　海波 イシオ ミナミ
116 恵崎　浩則 エザキ ヒロノリ 218 元永　好多朗 モトナガ　コウタロウ 11 市澤　甚太郎イチサワ ジンタロウ
117 大嶧　正隆 オオエキ マサタカ 219 森内　達夫 モリウチ　タツオ 12 兼光　柚希 カネミツ ユズキ
118 大林　英二 オオバヤシ エイジ 220 森　敬太郎 モリ　ケイタロウ 13 白根　圭悟 シラネ ケイゴ
119 大保　修一 オオボ シュウイチ 221 森重　伸之 モリシゲ　ノブユキ 14 堤　真瑠 ツツミ マサル
120 岡崎　敏夫 オカザキ トシオ 222 森長　宏一 モリナガ　コウイチ 15 前田　穣佑 マエダ ジョウスケ
121 小川　啓太 オガワ ケイタ 223 森田　芳彦 モリタ　ヨシヒコ 16 宮本　翼輝 ミヤモト ツバキ
122 小川　高志 オガワ タカシ 224 安井　正文 ヤスイ　マサフミ 17 横畑　諒 ヨコハタ アキ
123 小川　泰弘 オガワ ヤスヒロ 225 山内　晴貴 ヤマウチ　ハルキ 18 友井　悠人 トモイ ユウト
124 荻野　大樹 オギノ ダイキ 226 山内　涼介 ヤマウチ　リョウスケ 19 中司　匠 ナカツカ タクミ
125 沖本　広重 オキモト ヒロシゲ 227 山形　正彦 ヤマガタ　マサヒコ 20 丸本　大仁 マルモト ハルヒト
126 尾崎　圭一郎 オザキ ケイイチロウ 228 山本　直樹 ヤマモ　トナオキ 21 森内　和希 モリウチ カズキ
127 斧田　敏嗣 オノダ トシツグ 229 行村　康則 ユクムラ　ヤスノリ 22 川崎　颯大 カワサキ ソウタ
128 折本　皇一郎 オリモト コウイチロウ 230 横田　学 ヨコタ　マナブ 23 田川　滉介 タガワ コウスケ
129 甲斐　大樹 カイ ヒロキ 231 吉崎　晋平 ヨシザキ　シンペイ 24 吉崎　雄大 ヨシザキ ユウダイ
130 甲斐　祐輔 カイ ユウスケ 232 吉本　雄一 ヨシモト　ユウイチ Ｃ１タイプ(女） 名前 フリガナ
131 加藤　一帆 カトウ カズホ 233 渡世　雅博 ワタセ　マサヒロ 25 吉崎　帆南 ヨシザキ ハンナ
132 加藤　真一 カトウ シンイチ 234 渡辺　稔夫 ワタナベ　トシオ
133 金子　晃久 カネコ テルヒサ 235 渡部　雅樹 ワタナベ　マサキ Ｃ２タイプ（男） 名前 フリガナ
134 兼光　一之 カネミツ カズユキ 26 生田　和獅 イクタ カズシ
135 兼村　則行 カネムラ ノリユキ Aタイプ(女) 名前 フリガナ 27 石尾　夏瀬 イシオ ナナセ
136 川口　諄 カワグチ ジュン 236 安藤　理加 アンド　ウリカ 28 上岡　隼翔 ウエオカ ハヤト
137 川﨑　敬三 カワサキ ケイゾウ 237 恵崎　実優 エザキ　ミユ 29 大原　拓真 オオハラ タクマ
138 河野　颯太 カワノ ソウタ 238 大西　直美 オオニシ　ナオミ 30 小川　聡太 オガワ ソウタ
139 川村　真礼 カワムラ マサノリ 239 甲斐　小百合 カイ　サユリ 31 沖野　豪 オキノ ゴウ
140 河本　修 カワモト オサム 240 佐藤　みのり サトウ　ミノリ 32 河原　誠太朗カワハラ セイタロウ
141 菊地　善之 キクチ ヨシユキ 241 高島　志織 タカシマ　シオリ 33 岸　慶伍 キシ ケイゴ
142 喜田 　昇 キダ ノボル 242 津村　綾 ツムラ　アヤ 34 北田　景也 キタダ ケイヤ
143 木戸　龍 キド リョウ 243 鄭　亮拓 テイ　リョウタク 35 蔵田　瑶 クラタ ヨウ
144 金　哲広 キム チョルガン 244 殿山　恭代 トノヤマ　ヤスヨ 36 後藤　航大 ゴトウ コウタ
145 楮原　裕二 コウゾハラ ユウジ 245 永田　靖子 ナガタ　ヤスコ 37 歳内　王太 サイウチ オウタ
146 國府　諒一 コクフ リョウイチ 246 平見　眞里 ヒラミ　マリ 38 白根　大雅 シラネ タイガ
147 小峠　尚睦 コトウゲ ナオチカ 39 中西　雄也 ナカニシ ユウヤ
148 後藤　大輔 ゴトウ ダイスケ 40 野津　陽向 ノヅ ヒナタ
149 後藤　剛 ゴトウ ツヨシ 41 正井　佑 マサイ タスク
150 酒井　龍司 サカイ リュウジ 42 松田　匠太 マツダ ショウタ
151 坂本　一夫 サカモト カズオ 43 松田　奏太 マツダ ソウタ
152 佐々木　寿 ササキ ヒサシ 44 宮崎　陽大 ミヤザキ ハルタ
153 佐々木　均 ササキ ヒトシ 45 山田　朔士 ヤマダ サクシ
154 清水　慎一 シミズ シンイチ 46 横畑　烈 ヨコハタ レツ
155 下田　耕生 シモダ コウセイ 47 吉本　俊平 ヨシモト シュンペイ
156 下　裕史 シモ ヒロフミ 48 綿谷　海璃 ワタタニ カイリ
157 白石　和仁 シライシ カズヒト
158 新宅　剛史 シンタク　ツヨシ Ｃ２タイプ（女） 名前 フリガナ
159 菅原　一将 スガワラ　カズマサ 49 高橋　沙奈 タカハシ サナ
160 鈴木　健之 スズキ　タケユキ 50 田川　優衣 タガワ ユイ
161 清　哲朗 セイ　テツロウ
162 高橋　秀介 タカハシ　シュウスケ
163 高橋　信一 タカハシ　シンイチ
164 高橋　秀樹 タカハシ　ヒデキ
165 高橋　泰夫 タカハシ ヤスオ
166 高藤　裕一 タカフジ ユウイチ
167 高谷　佳宏 タカヤ ヨシヒロ
168 田川　享 タガワ アキラ
169 田川　淳一 タガワ ジュンイチ
170 竹島　知志 タケシマ サトシ
171 竹原　光星 タケハラ ミツキ
172 田中　利和 タナカ トシカズ
173 田中　泰志 タナカ ヤスシ
174 谷岡　道悦 タニオカ ミチヨシ
175 谷本　聖二 タニモト ショウジ
176 多葉西　邦行 タバニシ クニユキ
177 塚本　航平 ツカモト コウヘイ
178 堤　耕治 ツツミ コウジ
179 同免　幸範 ドウメン ユキノリ
180 中司　泰彦 ナカツカ ヤスヒコ
181 中西　智之 ナカニシ トモユキ
182 中野　靖 ナカノ ヤスシ
183 中山　浩一 ナカヤマ コウイチ
184 櫟良　義則 ナギラ ヨシノリ
185 西川　礼司 ニシカワ レイジ
186 西村　直章 ニシムラ ナオアキ
187 野上　純平 ノガミ ジュンペイ
188 野田　篤樹 ノダ アツキ
189 野津　侑輝 ノヅ ユウキ
190 信岡　徹 ノブオカ トオル
191 長谷川　敏二 ハセガワ トシジ
192 疋田　賢治 ヒキタ ケンジ
193 平岡　寛基 ヒラオカ ヒロキ
194 廣本　有紀 ヒロモト ユウキ
195 福島　一志 フクシマ カズシ
196 福田　猶基 フクダ ユウキ
197 藤井　一哉 フジイ カズヤ
198 藤井　利通 フジイ トシミチ
199 藤原　猛 フジハラ タケシ
200 藤原　誠 フジハラ マコト

Perez　Barbosa　David


