
女子チームTTオープン
RACENO 氏名 年齢 学校名 チーム名

601 杉山 美咲 23 東海大学 BOMBERS
602 小倉 千亜紀 22 東海大学 BOMBERS
603 渡辺 彩乃 21 東海大学 BOMBERS
604 雨宮 美宇 19 筑波大学 μ ’sの逆襲
605 山﨑 美紗子 19 筑波大学 μ ’sの逆襲
606 直井 萌乃 19 筑波大学 μ ’sの逆襲
607 吉田 あやの 19 東京女子体育大学とりあえず東女体卒業します。
608 松沼 英恵 22 東京女子体育大学とりあえず東女体卒業します。
609 菅近 優菜 19 東京女子体育大学とりあえず東女体卒業します。
610 倉澤 葵 20 東京女子体育大学ピカチュウ(ダイエット中)
611 吾妻 日花莉 21 中央大学 ピカチュウ(ダイエット中)
612 山下 真央 18 中央大学 ピカチュウダイエット中
613 波多江 苑子 20 同志社女子大学 ふなきさん全引きありがとう
614 舩木 美帆 22 同志社大学 ふなきさん全引きありがとう
615 大星 知里 21 同志社大学 ふなきさん全引きありがとう
616 吉田 遥 21 明治大学 まいかさん、先行っちゃダメよ～ダメダメ
617 横山 佳奈 19 明治大学 まいかさん、先行っちゃダメよ～ダメダメ
618 藤村 舞夏 22 明治大学 まいかさん、先行っちゃダメよ～ダメダメ
619 末松 遥 19 順天堂大学 夏実にあおいはるがきた
620 丸山 夏実 20 筑波大学 夏実にあおいはるが来た!
621 髙橋 葵 21 筑波大学 夏実にあおいはるが来た!

男子チームTTオープン
RACENO 氏名 年齢 学校名 チーム名

622 西内 涼 20 同志社大学 ～名前を奪われた死神の逆襲～
623 中辻 康太 24 同志社大学 ～名前を奪われた死神の逆襲～
624 廣中 滉太朗 24 同志社大学 ～名前を奪われた死神の逆襲～
625 南屋 拓志 20 広島大学 MとYと時々ゴリラ
626 藤原 芳樹 19 広島大学 MとYと時々ゴリラ
627 山下 眞史 20 広島大学 MとYと時々ゴリラ
628 奥村 悠樹 19 同志社大学 SSS
629 稲葉 大友 19 同志社大学 SSS
630 平岡 隆明 22 同志社大学 SSS
631 下里 雅樹 19 東海大学 TEAM下里MERIDA
632 長島 遼 19 東海大学 TEAM下里MERIDA
633 植木 裕介 20 東海大学 TEAM下里MERIDA
634 阿久津 将 23 和光大学 T-フリ3点責め
635 神田 侑也 21 国士舘大学 T-フリ3点責め
636 早乙女 瞭 23 宇都宮大学大学院T-フリ3点責め
637 岩渕 健太朗 22 法政大学 イワブチペダル
638 高崎 和拓 21 中央大学 イワブチペダル
639 赤坂 聡太 21 法政大学 イワブチペダル
640 松波 幸彦 21 東京工業大学 たらこパスタと福神漬
641 石田 湧也 20 東京工業大学 たらこパスタと福神漬
642 篠嶋 透 19 東京工業大学 たらこパスタと福神漬
643 山本 幸知 20 同志社大学 チームB2
644 渡嘉敷 佑允 19 同志社大学 チームB2
645 原田 晋 21 同志社大学 チームB2
646 荒井 明千尋 22 同志社大学 チームD
647 神戸 昌紘 23 同志社大学 チームD
648 田中 敦士 23 同志社大学 チームD
649 丹尾 健太郎 18 関西大学 チームSOSO
650 石田 有樹 18 関西大学 チームSOSO
651 櫻井 琢也 19 関西大学 チームSOSO
652 岸波 岳大 20 東北大学 ちぎりあうひきがえる
653 徳永 悠介 20 東北大学 ちぎりあうひきがえる
654 西 結人 20 東北大学 ちぎりあうひきがえる



655 西村 純平 20 順天堂大学 てぃーむちーちー、てぃーむちーちーくび。
656 野村 佳光 19 順天堂大学 てぃーむちーちー、てぃーむちーちーくび。
657 新谷 大騎 19 順天堂大学 てぃーむちーちー、てぃーむちーちーくび。
658 森下 陸朗 20 近畿大学 デダチャイなめんなよ!？
659 山崎 拓冬 19 近畿大学 デダチャイ舐めんなよ!？
660 内海 景太 19 近畿大学 デタチャイ舐めんなよ！？
661 酒井 勇輔 22 明治大学 ドードリオ
662 丸茂 昌寛 22 明治大学 ドードリオ
663 竹谷 真 22 明治大学 ドードリオ
664 藤木 大貴 18 近畿大学 ネギ星人
665 豊田 直樹 19 近畿大学 ネギ星人
666 高藤 友穂 19 近畿大学 ネギ星人
667 森 亮太 20 筑波大学 ヨコテマソ・横手マン
668 髙橋 明日翔 19 筑波大学 ヨコテマソ・横手マン
669 横手 生成 20 筑波大学 ヨコテマソ・横手マン
670 東野 悠太 21 東京工業大学 ラボ畜田中と世界の東野と翔太君のいたずら
671 伊藤 翔太 24 東京工業大学 ラボ畜田中と世界の東野と翔太君のいたずら
672 田中 宏朋 23 東京工業大学 ラボ畜田中と世界の東野と翔太君のいたずら
673 折原 駿一 19 国士舘大学 ラン♪ラン♪ラン♪
674 田中 佑桐 20 国士舘大学 ラン♪ラン♪ラン♪
675 吉野 順久 21 国士舘大学 ラン♪ラン♪ラン♪
676 飯塚 諒 21 東北大学 一休さんと取り巻きたち
677 井村 周平 21 東北大学 一休さんと取り巻きたち
678 神谷 拓図 21 東北大学 一休さんと取り巻きたち
679 前田 祐輝 22 関西大学 河内のオッSUN
680 春名 柾局 23 関西大学 河内のオッSUN
681 辻野 元大 21 関西大学 河内のオッSUN
682 中森 円 22 近畿大学 虚弱体質
683 木口 僚 22 近畿大学 虚弱体質
684 木村 文也 22 近畿大学 虚弱体質
685 金子 貴裕 23 筑波大学大学院 金子、膝痛いってよ。
686 藤田 康平 24 東北大学 金子、膝痛いってよ。
687 堀 雄太 23 筑波大学 金子、膝痛いってよ。
688 向田 真 20 明治大学 元球児bose
689 藤井 大地 21 明星大学 元球児bose
690 榊原 龍之介 21 明星大学 元球児bose
691 宮澤 裕晃 20 東北大学 元主将・元副将・元イケメン
692 黒島 勇人 20 東北大学 元主将・元副将・元イケメン
693 志野 嘉紀 21 東北大学 元主将・元副将・元イケメン
694 高橋 広樹 20 近畿大学 広島東洋カープ
695 福田 紘太 18 近畿大学 広島東洋カープ
696 石村 広海 18 近畿大学 広島東洋カープ
697 細川 和哉 22 関西外国語大学 三大学連合～紳士の会～
698 寺浦 志将 20 関西大学 三大学連合～紳士の会～
699 土肥 裕史 25 京都大学大学院 三大学連合～紳士の会～
700 弘実 翔 21 法政大学 思い出のザーニー
701 佐藤 晴男 21 法政大学 思い出のザーニー
702 高山 雅史 22 中央大学 思い出のザーニー
703 手塚 達也 19 慶應義塾大学 手塚、Team J.やめるってよ
704 佐々木 俊祐 22 慶應義塾大学 手塚、Team J.やめるってよ
705 横田 和磨 21 慶應義塾大学 手塚、team j.やめるってよ
706 北居 潤 24 広島市立大学 出世株
707 高橋 啓悟 23 広島大学 出世株
708 徳丸 雄一 23 広島大学大学院 出世株
709 野崎 雄太 18 同志社大学 小峠
710 竹内 友哉 18 同志社大学 小峠
711 井池 祐貴 19 同志社大学 小峠
712 根本 正人 23 東海大学 小林、関カレパンクしたってよ
713 斉藤 彰仁 22 東海大学 小林、関カレパンクしたってよ



714 小林 浩佳 22 東海大学 小林、関カレパンクしたってよ
715 赤澤 勇人 20 明治大学 人狼は誰だ!？
716 國枝 洸希 22 明治大学 人狼は誰だ!？
717 吉藤 勇人 21 明治大学 人狼は誰だ!？
718 山添 昌人 19 筑波大学 続ラーメン つけ麺 僕つるけん!
719 鶴山 健 20 筑波大学 続ラーメン つけ麺 僕つるけん!
720 重澤 遼 20 筑波大学 続ラーメンつけ麺僕つるけん!
721 小寺 悠介 22 明治大学 大御所とドヤっている哀れな男達
722 松崎 卓也 21 明治大学 大御所とドヤっている哀れな男達
723 溝渕 正輝 22 明治大学 大御所とドヤっている哀れな男達
724 谷本 惇一 23 東北大学 天空の城 アオバヤマ
725 頭川 天洋 20 東北大学 天空の城 アオバヤマ
726 藤本 健人 21 東北大学 天空の城 アオバヤマ
727 小口 雅徳 21 神奈川大学 倒壊大学(爆破予告で休講ヒャッハー!)
728 加賀 瑞穂 23 神奈川大学 倒壊大学(爆破予告で休講ヒャッハー!)
729 松井 健介 21 東海大学 倒壊大学(爆破予告で休講ヒャッハー!)
730 山田 大祐 23 明治大学 二代目チーム学連
731 相川 雄慎 21 明治大学 二代目チーム学連
732 新井 雅人 23 早稲田大学 二代目チーム学連
733 吉川 昌慶 22 中部大学 涙の完走目指します!2014俺たちの夏
734 羽生 幸人 21 中部大学 涙の完走目指します!2014俺たちの夏
735 楠 裕二 20 中部大学 涙の完走目指します!2014俺たちの夏
736 加納 侑士 21 立命館大学 老害と愉快な老害たち
737 大塚 裕貴 21 立命館大学 老害と愉快な老害たち
738 中鉢 達也 22 立命館大学 老害と愉快な老害たち
739 井上 大志 22 東北大学 嗚呼、俺様の東京スカイツリー
740 神山 和哉 21 東北大学 嗚呼、俺様の東京スカイツリー
741 谷山 航一朗 21 東北大学 嗚呼、俺様の東京スカイツリー

女子チームTT選手権
RACENO 氏名 年齢 学校名 チーム名

801 佐藤 佳澄美 20 順天堂大学 順天堂大学
802 高橋 舞 20 順天堂大学 順天堂大学
803 北井 萌 21 順天堂大学 順天堂大学
804 小峰 彩夏 22 東京女子体育大学東京女子体育大学
805 福家 真理那 20 東京女子体育大学東京女子体育大学
806 西山 優 18 東京女子体育大学東京女子体育大学トライアスロン部
807 石ヶ谷 侑季 20 東北大学 東北大学
808 宮成 静 19 東北大学 東北大学
809 三浦 祐未 19 東北大学 東北大学
810 岸本 新菜 18 日本体育大学 日本体育大学
811 孫崎 虹奈 20 日本体育大学 日本体育大学
812 川添 美佳 21 日本体育大学 日本体育大学
813 有薗 早優 18 日本大学 日本大学
814 福田 慶 22 日本大学 日本大学
815 冨澤 明日歩 21 日本大学 日本大学
816 佐々木 智穂 20 明治大学 明治大学
817 工藤 恭子 21 明治大学 明治大学
818 稲葉 明子 21 明治大学 明治大学
819 松枝 愛子 21 早稲田大学 早稲田大学
820 服部 桃子 21 早稲田大学 早稲田大学
821 安藤 雪乃 19 早稲田大学 早稲田大学

男子チームTT選手権
RACENO 氏名 年齢 学校名 チーム名

822 島田 玲 21 学習院大学 学習院大学
823 安藤 紀幸 21 学習院大学 学習院大学
824 小林 嶺 20 学習院大学 学習院大学



825 武内 基真 19 関西大学 関西大学
826 鈴置 尚平 20 関西大学 関西大学
827 荒賀 航希 18 関西大学 関西大学
828 前田 健登 21 近畿大学 近畿大学体育会トライアスロン部
829 樋口 周作 19 近畿大学 近畿大学体育会トライアスロン部
830 田中 凌 21 近畿大学 近畿大学体育会トライアスロン部
831 森田 芳彦 22 広島大学 広島大学
832 福島 一志 20 広島大学 広島大学
833 大畠 遼 21 広島大学 広島大学生
834 鋤崎 隆也 20 順天堂大学 順天堂大学
835 竹下 知成 19 順天堂大学 順天堂大学
836 鎌形 翼 20 順天堂大学 順天堂大学
837 郷田 光希 20 早稲田大学 早稲田大学
838 飯泉 拳 20 早稲田大学 早稲田大学
839 清本 聖 22 早稲田大学 早稲田大学
840 菊池 優 18 筑波大学 筑波大学
841 山下 勇真 19 筑波大学 筑波大学
842 荒巻 徹 21 筑波大学 筑波大学
843 立松 勇人 20 中京大学 中京大学
844 浅井 健也 22 中京大学 中京大学
845 木下 翔太郎 21 中京大学 中京大学
846 近藤 宏紀 21 中部大学 中部大学
847 早瀬 太朗 20 中部大学 中部大学
848 永井 裕人 21 中部大学 中部大学
849 肥後 巧 18 東海大学 東海大学
850 浅海 健太 20 東海大学 東海大学
851 仲宗根 優幸 20 東海大学 東海大学
852 阪田 暁 19 東京大学 東京大学
853 原島 大樹 24 東京大学 東京大学
854 石黒 峻登 23 東京大学 東京大学
855 須々田 一聖 23 東北大学 東北大学
856 池添 敦 22 東北大学 東北大学
857 川口 浩太郎 21 東北大学 東北大学
858 児玉 庄悟 23 同志社大学 同志社大学
859 堀内 保大 21 同志社大学 同志社大学
860 北條 優治 22 同志社大学 同志社大学
861 原 恭平 22 日本体育大学 日本体育大学
862 阿部 嵩大 20 日本体育大学 日本体育大学
863 藤沼 勇輝 20 日本体育大学 日本体育大学
864 福田 勇希 20 日本大学 日本大学
865 福永 晃樹裕 21 日本大学 日本大学
866 高橋 大貴 21 日本大学 日本大学
867 渡部 晃大朗 20 明治大学 明治大学
868 高村 亮 20 明治大学 明治大学
869 湯原 尚央 20 明治大学 明治大学
870 佐藤 航 19 立命館大学 立命館大学
871 吉野 孝義 21 立命館大学 立命館大学
872 住田 英芳 20 立命館大学 立命館大学


