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２０１７ 第３１回ハスカップトライアスロン大会ｉｎ勇払　選手名簿
日：日本選手権北海道予選

＜一般男子の部＞ 学：学生選手権北海道予選

ｾﾞｯｹﾝ 氏　　名　　 年齢 住　　所 所　　　属 　選手権
1 岡元　琢史 18 札幌市北区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
2 多田　謙輔 18 札幌市中央区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
3 上田　高雅 18 札幌市西区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
4 神　和希 18 札幌市北区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
5 北島 雄人 19 札幌市北区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
6 大嶋 理聖 19 札幌市東区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
7 菊谷 壮 19 札幌市北区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
8 山上　万輝 19 札幌市北区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
9 松本 皓太 20 札幌市北区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学

10 渡部 健太 20 札幌市白石区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
11 野村 公平 20 札幌市北区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
12 舟橋 広高 20 札幌市北区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
13 阿部 拓希 21 札幌市北区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
14 藤井 勇樹 21 函館市 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
15 橋本 拓 21 札幌市北区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
16 古謝 孝明 22 札幌市西区 スポーツスウェット 日 学
17 後藤 大空 22 札幌市北区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
18 上田 暁之 22 札幌市西区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
19 大友　貴之 22 函館市 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
20 長沼 拳 23 札幌市手稲区 酪農学園大学
21 嶋村 純 24 札幌市西区
22 木村 聡汰 25 稚内市
23 久保埜 一輝 26 勇払郡むかわ町 スウェット/胆振東部消防組合
24 工藤 駿 26 札幌市西区
25 岡部 仁 26 福岡県福岡市
26 木田 泰寛 27 札幌市中央区
27 川原 翔太 27 札幌市中央区 F-SAP
28 星 貴薫 28 札幌市 札幌徳洲会病院
29 能登 康行 28 登別市 登別市
30 北崎 英晃 29 札幌市西区
31 田和 竜太 29 札幌市東区
32 清治 翔伍 30 札幌市中央区
33 矢野 洋平 30 札幌市中央区 武田トライアスロン部
34 小形 博也 30 帯広市 帯トラ
35 渡辺 祐樹 31 札幌市 タイガー 日
36 遠藤 大介 31 士別市 ニッテン士別 日
37 小笠原 良仁 31 札幌市豊平区
38 下山 修平 31 札幌市東区 のぼり坂
39 塩崎 亮宗 31 札幌市中央区 NBI
40 清水 紘明 32 札幌市西区 帯広トライアスロンクラブ
41 郷田 善亮 32 岩見沢市
42 近藤 提 32 富良野市
43 藤田 智文 33 砂川市 鉄人未遂
44 高野 優希 33 苫小牧市 苫小牧トライアスロン協会
45 安藤 健太 33 札幌市中央区 武田トライアスロン部
46 廣瀬 允也 33 札幌市厚別区 札幌市役所 日
47 北川 健 33 愛知県豊明市 旭医
48 島本 史也 33 札幌市西区
49 鈴木　健司 33 千歳市
50 松田 直幸 34 富良野市 十勝岳サイクリングクラブ
51 石中 隆之 34 函館市 藤商事RC
52 渡辺 祐介 34 北見市 Roar
53 松本 匠 34 札幌市豊平区 日
54 赤間 史章 34 旭川市 Aスタイル
55 竹内 拓雄 35 函館市 HCRC
56 水野 貴紀 35 札幌市豊平区
57 宇井 宏晃 35 札幌市中央区
58 福田 俊介 35 札幌市中央区



59 対馬 悠太 36 小樽市 TTC 日
60 渡邉 祐司 36 札幌市豊平区 北海道トライアスロン連合
61 志田 和仁 37 札幌市白石区 みなそら
62 ハッフォード ルーク 37 富良野市 鉄人未遂
63 梅澤 和功 37 札幌市西区 ライド ファクトリー プロジェクト
64 村上 拓馬 37 天塩郡幌延町 幌延RC
65 中家 佑太 38 小樽市 BE-club
66 湊川 英樹 38 札幌市北区 Team sweat
67 狩野 師尚 38 網走郡美幌町 女満別UMC・チームのぼり坂
68 岡山 太一 38 室蘭市
69 小林 喜明 38 東京都江戸川区 マン☆プク
70 増井 伸高 39 札幌市東区
71 菅原 誠一 39 札幌市手稲区 Team.S 日
72 谷内 智和 39 札幌市東区 武田トライアスロン部
73 沢本 圭悟 39 札幌市中央区 札幌医大救急AC
74 吉田 拓也 39 愛知県尾張旭市 あすたま
75 多田 智哉 39 札幌市東区
76 宇部 博基 39 札幌市北区
77 白石 将毅 39 札幌市中央区 札幌医科大学
78 福島 正晴 39 沙流郡日高町 日
79 田中 茂宜 39 帯広市 帯広トライアスロン
80 尾山 直大 39 広島県広島市
81 平川 賢治 40 札幌市西区 もん
82 廣川 俊明 40 北見市 チームのぼり坂
83 五十嵐 耕太 40 函館市 チームSPEED
84 Yamanishi Rota 40 函館市
85 中西 康之 40 函館市 チームしまざき
86 杉林 武洋 40 札幌市白石区 WOOD PLUS
87 中静　一棋 40 札幌市白石区 チームぷっ
88 山村 洋志明 41 愛知県名古屋市
89 森 昌也 41 札幌市豊平区 WOODPLUS
90 日下部 和宏 41 函館市 函館トライアスロンクラブ
91 有地 景治郎 41 札幌市中央区 武田健康45
92 山脇 工 41 帯広市大正本町
93 杉田 智宏 41 河東郡音更町 帯広トライアスロンクラブ
94 佐藤 光博 41 室蘭市 ノルディカ北海道
95 上野 泰雄 41 札幌市中央区
96 大洞 篤志 41 小樽市
97 佐々木 剛 41 登別市
98 小林 英一郎 41 札幌市中央区 Super shuffle
99 渡邉 大輔 41 札幌市東区

100 佐藤 隆広 41 千歳市 千歳ATC
101 竹内 敬司 42 札幌市東区
102 石川 将行 42 美唄市
103 柴田 和宏 42 苫小牧市 苫小牧トライアスロン協会
104 渡部 拓 42 札幌市北区 Iomare martillo 日
105 林 孝彦 42 札幌市西区 のりりんクラブ
106 金石 裕啓 42 札幌市白石区 TZTB AC
107 布施 秀実 42 函館市
108 竹内 貴 42 函館市 ↓→P+K+G
109 大西 弘晃 42 旭川市
110 岡本 暢 43 札幌市清田区 京都トライアスロンクラブ
111 土橋 学 43 苫小牧市 苫小牧トライアスロン協会
112 相場 諭 43 岩見沢市 DAC
113 辻村 渉 43 札幌市東区 Team3in1
114 田口 信仁 43 札幌市中央区
115 多湖 健太郎 43 石狩郡当別町
116 今井 忍 43 根室市
117 田中 智登 43 北見市 ナチュラル ウィンズ
118 笠井 浩貴 44 札幌市北区 JR札幌病院
119 豊島 洋祐 44 札幌市東区 T-WAVE(Tri-Works)
120 林 貴大 44 札幌市北区
121 高森 政隆 44 北広島市 Team sweat
122 渡辺 淳也 44 札幌市中央区 恵和ビジネス



123 小嶋 一 44 札幌市手稲区 チームスウェット
124 北田 順也 44 旭川市 TZTB AC
125 清水 雅之 44 岩見沢市
126 井村 光孝 44 札幌市豊平区 マン☆プク
127 山田 信孝 44 札幌市西区 CYCLES WAKASA
128 村口　誠 44 函館市 函館トライアスロンクラブ
129 小迫 伸也 45 旭川市
130 田口 昌弘 45 札幌市北区 マン☆プク
131 馬渡 俊夫 45 函館市
132 北村 雅則 45 広尾郡大樹町 チーム大樹
133 加治 央行 45 網走市 日商プロパン石油(株)
134 野呂 俊裕 45 帯広市 帯広トライアスロンチーム
135 工藤 政年 46 虻田郡洞爺湖町 洞爺湖AC 日
136 大島 達也 46 函館市 函館トライアスロン
137 佐藤 一 46 札幌市豊平区
138 山口 晃弘 46 恵庭市 TEAM SWEAT
139 牧野 星 46 東京都大田区 TEAM SWEAT
140 東野 浩士 46 札幌市西区
141 小林 久晃 46 旭川市 (株)日興ジオテック
142 木原 将 46 苫小牧市 チーム緑ガメ
143 伊藤 仁浩 46 上川郡新得町 新得・伊藤産業
144 泉沢 秀樹 46 苫小牧市 苫小牧トライアスロン協会
145 笠井 強 46 札幌市西区 チームMNY
146 笠井 雄二 46 札幌市西区
147 片岡 道彦 47 札幌市中央区 遊岳荘レーシングチーム
148 布施 倫宏 47 函館市 函館トライアスロンクラブ
149 堤 敏文 47 札幌市南区 Team3in1
150 宮畑 信吾 47 札幌市豊平区
151 高野 博勝 47 帯広市
152 原田 一暁 47 旭川市 バンカーズ
153 柚原 洋一 47 札幌市西区
154 大久保 直哉 47 千歳市 帯広トライアスロンクラブ
155 藤原 真 47 小樽市 ChampionSystemJapan 日
156 木野 征一郎 48 恵庭市 ナイアガラMC
157 中島 泰志 48 札幌市北区
158 鈴木 敏文 48 室蘭市 第一鉄鋼
159 東出 智宏 48 新冠郡新冠町 東出電設工業㈱
160 泰地 達彦 48 野付郡別海町
161 相原 賢一 48 札幌市厚別区 Sports Sweat
162 高田 一寛 49 札幌市豊平区 Tri-Works
163 高橋 知孝 49 長野県安曇野市 有酸素運動親父会
164 木村 陽一郎 49 札幌市中央区 日
165 らおくす じぇふ 49 札幌市東区
166 高橋 賢一 49 札幌市豊平区
167 渋谷 展 50 札幌市豊平区 Zip-RC
168 足達 松太郎 50 千葉県鎌ケ谷市 FLEET
169 二口 裕司 50 小樽市 BE-CLUB
170 竹次 善弘 50 函館市
171 井上 聡 50 札幌市北区 Team Triathlon Trip
172 正岡 幸数 50 江別市 石田軍団
173 加藤 和英 50 苫小牧市 加藤動物病院
174 辻 剛一 50 函館市 函館トライアスロン
175 大野 博之 50 釧路市 NCコインロッカーF
176 坂本 哲昭 50 河東郡音更町 帯広トライアスロンクラブ
177 中川 健 51 函館市
178 加藤 均 51 千歳市 Hi-RIDGE
179 松田 英三 51 石川県金沢市 有酸素運動親父会
180 小林 洋 51 札幌市中央区 チームホアロハ
181 金山 禎久 51 札幌市北区 TEAM Y
182 上野 恭慶 51 旭川市 ふらっと
183 坂本 末治 51 千歳市
184 橋本 朋和 51 札幌市中央区 タケダ健康45
185 佐藤 晴彦 52 網走郡美幌町
186 太田 伸一 52 札幌市中央区 有酸素運動親父会



187 苫米地 哲 52 函館市 函館トライアスロンクラブ
188 佐藤 俊一 52 江別市 TZTB AC
189 中川 並樹 52 川上郡標茶町 帯広トライアスロンクラブ
190 福島 直 52 札幌市南区 Hoaloha Sapporo
191 廣田 寧之 52 河東郡音更町

192 山田　直樹 52 岩見沢市

193 薄田 直哉 53 札幌市清田区
194 竹山 真 53 函館市 函館トライアスロンクラブ
195 井上 裕士 53 日高郡新ひだか町 日
196 谷本 哲 54 札幌市中央区 東大セミナー札幌 日
197 松坂 純 54 東京都台東区
198 加藤 浩克 54 室蘭市 喜むら鮨RC
199 鈴木 浩之 54 千歳市 千歳消防
200 安念 抱一 55 札幌市中央区
201 益井 基 55 函館市 チームマスイ益井東洋治療院 日
202 名取 俊介 55 富良野市 鉄人未遂
203 原 敬一 55 札幌市白石区 チームエッジ
204 粟津 伸二 56 神奈川県横須賀市
205 佐賀井 徹 56 函館市 函館トライアスロンクラブ
206 鎌田 幹博 56 北見市 TEAM-MAPPA
207 藤澤 孝浩 56 札幌市中央区
208 八木 孝二 57 札幌市西区 ラフネス走遊会
209 土赤 能史 57 北見市 チームのぼり坂
210 叶田 洋一 57 釧路市 釧路マラソンクラブ
211 山下 豊 58 函館市 函館トライアスロンクラブ
212 松浦 光政 58 苫小牧市 苫小牧トライアスロン協会
213 浜田 毅 58 札幌市手稲区 ネイチャー倶楽部
214 山田 祐司 58 札幌市東区 3丁目クラブ
215 鳥越和人 58 標津郡標津町 中標津十二楽走
216 北村　浩一 58 北見市
217 小林 保 59 札幌市手稲区 札幌TT
218 山下 修 59 岩見沢市
219 佐々木 敏也 59 札幌市清田区
220 宮本 眞二 60 札幌市東区 北海道マラソンクラブ
221 八鍬 環 60 札幌市豊平区
222 中嶋 豊 61 茨城県日立市
223 赤浜 浩二 61 函館市 hamax
224 穴田 有一 63 江別市 苫小牧トライアスロン
225 高木 正人 63 大阪府吹田市 吹田トライアスロン
226 松本 昌樹 64 札幌市中央区 帯広トライアスロンクラブ
227 中目 明德 64 札幌市豊平区 FMアップル
228 永幡 肇 64 江別市 江別T
229 沖村 政則 64 東京都新宿区
230 安藤 晴樹 64 釧路市 釧路トライアスロンクラブ
231 海老原 寛 65 茨城県龍ケ崎市 霞ヶ浦TC
232 坪井 美樹 65 札幌市中央区
233 尾坂 康一 65 河東郡音更町 帯広トライアスロンクラフ゛
234 須永 道明 65 北見市 ちいむ のぼり坂
235 中西 新一 66 函館市 函館トライアスロンクラブ
236 青柳 洋一 67 札幌市豊平区 TEAM SWEAT
237 草間 直樹 67 室蘭市
238 三宅 正文 67 旭川市 チームハンゾ
239 白川 春雄 67 札幌市豊平区 帯広トライアスロンクラブ
240 槇本 深 68 函館市 函館トライアスロンクラブ 日
241 奈良 兼義 68 亀田郡七飯町 七飯大沼RC
242 後藤 眞 68 札幌市東区 ナンクルナイサ
243 成田 實 69 函館市 函館トライアスロン



＜一般女子の部＞
ｾﾞｯｹﾝ 氏　　名　　 年齢 住　　所 所　　　属 　選手権

301 長野　琴音 19 札幌市 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
302 山﨑 さくら 20 苫小牧市 苫小牧トライアスロン協会
303 西尾 七海 20 札幌市北区 北大トライアスロン部ちゃらんけ 日 学
304 米津 菜美 22 札幌市中央区 札幌医科大学
305 石本 華奈 24 上川郡東川町
306 杉田 奈穂子 32 河東郡音更町 帯広トライアスロンクラブ
307 半田 道奈 34 大樹町
308 伊藤 真以 35 札幌市西区
309 難波 史帆 35 札幌市豊平区
310 秋山 瑞穂 36 札幌市手稲区
311 石井 友子 36 札幌市手稲区
312 加藤 瞳 37 富良野市 鉄人未遂
313 沢田 愛里 37 札幌市西区 ティーバイティーガレージ 日
314 高野 志保 38 札幌市手稲区 札幌TT
315 豊島 典子 38 札幌市東区 T-WAVE(Tri-Works)
316 越智 純子 39 苫小牧市 苫小牧トライアスロン協会
317 竹内 祥恵 39 函館市 函館トライアスロンクラブ 日
318 八十嶋 春陽 40 千歳市
319 対馬 磨弥 45 帯広市 帯広トライアスロンクラブ
320 石川 加奈子 46 旭川市
321 谷本 千鶴子 46 札幌市中央区 TアスリートC 日
322 外舘 里美 48 苫小牧市 苫小牧トライアスロン協会
323 今井 智美 48 千歳市
324 米田 和美 48 札幌市南区 Cherry Japan 日
325 佐久間 一美 52 札幌市東区 TBRC
326 柏 昌子 52 札幌市豊平区
327 真崎 美穂 53 札幌市北区
328 長沼 千絵 53 札幌市手稲区 K&YDO
329 藤澤 洋子 53 茅部郡森町 函館トライアスロンクラブ
330 名取 受子 53 富良野市 鉄人未遂
331 五十川　智子 54 京都府京都市 京都府ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ協会・ﾅﾁｭﾗﾙｴﾅｼﾞｰ
332 粟津 美樹 54 神奈川県横須賀市
333 安藤 るか 54 室蘭市
334 長野 富美恵 54 帯広市 オビトラ
335 徳田 ゆかり 54 札幌市中央区 帯トラファミリー
336 吉田 こずえ 56 上磯郡木古内町
337 野田 眞由美 57 札幌市北区
338 名和 千洋子 60 川上郡弟子屈町 帯広トライアスロンクラブ
339 草間 美穂子 61 室蘭市
340 槇本 美恵子 64 函館市 函館トライアスロンクラブ 日

＜リレーの部＞
ｾﾞｯｹﾝ 氏　　名　　 年齢 住　　所 所　　　属 　選手権

401 Ｓ　大井 希美 28 旭川市 バンカーズ
401 Ｂ　佐野 雅宣 43 旭川市 バンカーズ
401 Ｒ　鈴木 貴大 39 函館市 バンカーズ
402 Ｓ　菅原 潤 36 帯広市 緑ヶ丘トリオ
402 Ｂ　齋藤 岳人 31 帯広市 緑ヶ丘トリオ
402 Ｒ　青木 孝浩 27 帯広市 緑ヶ丘トリオ
403 Ｓ　中家 里砂 41 小樽市 チームBE-CLUB
403 Ｂ　柳谷　琴美 30 札幌市白石区 チームBE-CLUB
403 Ｒ　二口 翼 24 小樽市 チームBE-CLUB



＜バイク＆ランの部　男子＞
ｾﾞｯｹﾝ 氏　　名　　 年齢 住　　所 所　　　属 　選手権

501 東　昂汰　 16 勇払郡むかわ町 駒澤高校スケート部
502 伊藤　央訓 16 苫小牧市 駒澤高校スケート部
503 杉山　敦郎 16 苫小牧市 駒澤高校スケート部
504 田畑　学士 17 勇払郡むかわ町 駒澤高校スケート部
505 水戸部　寛己 17 沙流郡日高町 駒澤高校スケート部
506 杉山　好太郎 18 苫小牧市 駒澤高校スケート部
507 下山 博 33 夕張市 シチズン夕張
508 神原 篤 46 苫小牧市 膝ボルト
509 亀谷 学 48 苫小牧市 IWHG
510 三谷 渉 49 札幌市厚別区 JayParker
511 百井 元幸 51 札幌市東区 北海道銀行
512 石本 一 55 苫小牧市 出光北海道ランニングクラブ
513 米澤 稔 59 帯広市 帯広トライアスロンクラブ

＜バイク＆ランの部　女子＞
ｾﾞｯｹﾝ 氏　　名　　 年齢 住　　所 所　　　属 　選手権

601 白木 淳子 49 札幌市中央区 チームホアロハ


