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Bib. 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 Bib. 氏名 性別 年齢 都道府県 所属

1 安松 青葉 男 22 東京都 日本体育大学（学連） 305 荻野 仁志 男 32 東京都 CWS吉祥寺

2 深浦 祐哉 男 40 東京都 Go up・杉沢歯科医院（東京） 306 中澤 健太郎 男 32 埼玉県

3 末岡 瞭 男 29 東京都 東京都トライアスロン連合 307 川端 佳憲 男 33 群馬県

4 細田 雄一 男 35 千葉県 博慈会（千葉） 308 小島 裕貴 男 33 千葉県 Flowers

5 加藤 大地 男 21 神奈川県 国士舘大学／学連 309 立山 宏一 男 33 栃木県

6 岩井 優也 男 28 岩手県 岩手県トライアスロン協会 310 清田 広輝 男 33 神奈川県 川崎市トライアスロンクラブ

7 中塚 貴文 男 29 神奈川県 神奈川県トライアスロン連合 311 田中 友歩 男 34 神奈川県 Go up!/ MAESTRO

8 井上 惇之 男 24 東京都 成蹊大学／学連 312 石松 宏章 男 34 東京都

9 伊藤 航 男 20 茨城県 筑波大学／学連 313 中嶋 友也 男 34 長野県

10 坂野 裕樹 男 19 神奈川県 日本大学／学連 314 渡邉 忠幸 男 34 群馬県 上州AC

11 大野 剛 男 30 神奈川県 神奈川県トライアスロン連合 315 冨野 真吾 男 35 茨城県 GO!田村

12 小林 祐也 男 20 東京都 日本大学／学連 316 泉山 浩志 男 38 群馬県 COWGUMMA

13 尾島 航基 男 22 埼玉県 慶応義塾大学／学連 317 清水 隆夫 男 38 埼玉県

14 市川 裕圭 男 21 東京都 東京大学／学連 318 金 承會 男 39 神奈川県 MAESTRO

15 杉山 篤拓 男 21 埼玉県 国士舘大学／学連 401 石田 真啓 男 40 東京都

16 粟津 一貴 男 21 京都府 同志社大学／学連 402 盛 晋作 男 41 神奈川県

17 藤部 武文 男 20 神奈川県 日本体育大学／学連 403 猪口 琢哉 男 41 埼玉県

18 野崎 雄大 男 22 神奈川県 大東文化大学／学連 404 古野 裕一 男 42 神奈川県 TeamOyajiAsaren

19 長谷川 健 男 38 東京都 山形県トライアスロン協会 405 南島 康一 男 43 東京都 本門寺カレー

20 高田 光 男 17 愛知県 愛知県トライアスロン協会 406 小倉 慎太郎 男 43 神奈川県 Athlete Works

21 齋藤 光 男 20 茨城県 筑波大学／学連 407 廣谷 徳永 男 43 千葉県

408 髙橋 信 男 44 栃木県

409 森山 岳 男 45 埼玉県 チーム サムライ

Bib. 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 410 上橋 教裕 男 45 東京都

51 佐々木 彩乃 女 21 東京都 日本体育大学（学連） 411 富永 充昭 男 46 神奈川県 teamSHIDO

52 沢田 愛里 女 39 北海道 ティーバイティーガレージ（北海道） 412 水谷 耕久 男 46 埼玉県 SPECIALIZED T.C.

53 飯塚 唯 女 20 東京都 日本体育大学／学連 413 池田 稔啓 男 46 埼玉県 エコー自動車

54 加藤 裕実 女 21 栃木県 東京女子体育大学／学連 414 小暮 恒介 男 46 東京都

55 大熊 美結 女 20 千葉県 筑波大学／学連 415 諸星 篤志 男 47 埼玉県 HTC

56 宮田 彩花 女 20 東京都 日本体育大学／学連 416 秋山 充二郎 男 48 東京都

57 熊谷 碩子 女 22 東京都 東京女子体育大学／学連 417 矢口 照彦 男 48 神奈川県

418 吉野 功哉 男 48 埼玉県

419 矢口 克栄 男 48 茨城県 ぴーちゃんず

Bib. 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 420 荒木 茂 男 48 山形県

201 本木 颯人 男 17 埼玉県 トライアスロン部 421 影山 健二 男 49 千葉県 Circle Cycleトライアスロン部

202 浜 魁人 男 18 神奈川県 501 吉川 進一 男 50 長野県

203 小河原 宗 男 19 東京都 502 味岡 宏幸 男 50 長野県 ラミリート

204 渡邊 幸樹 男 20 東京都 明治大学トライアスロン部 503 堀篭 宏章 男 50 埼玉県

205 坂戸 大介 男 20 埼玉県 504 浅田 未延 男 50 東京都

206 愛波 剛太 男 20 埼玉県 505 坪口 勇次 男 51 山梨県 YUJI@山梨

207 奥津 大志 男 20 東京都 506 久保 幹夫 男 51 埼玉県 小川健人会

208 竹内 碧海 男 20 東京都 Afro-Q 507 宮崎 幸宏 男 51 東京都

209 皿海 琉 男 20 茨城県 508 八城 国弘 男 51 埼玉県

210 本田 裕大 男 20 東京都 トライアスロン部 509 山田 正人 男 51 千葉県 Tyrell-Kagawa Racing

211 謝名堂 敬 男 21 千葉県 North West 510 今井田 尚文 男 52 東京都

212 松浦 太一 男 22 東京都 Afro-Q 511 佐藤 篤志 男 52 東京都

213 加野 徹 男 23 埼玉県 512 Webb Anthony 男 54 埼玉県

214 高橋 颯太朗 男 23 神奈川県 513 井形 繁雄 男 54 神奈川県

215 鈴木 大斗 男 24 神奈川県 日本体育大学サッカー部 514 山本 慈朗 男 54 千葉県 チバポンズ

216 渡部 剛 男 25 埼玉県 515 小室 博之 男 54 千葉県 Tokyo DAX

217 田所 政毅 男 26 東京都 516 鈴木 謙太 男 55 東京都

218 佐久間 雅明 男 26 茨城県 517 人見 克哉 男 56 埼玉県 べアリスRC

219 原 恭平 男 27 東京都 518 藤倉 充裕 男 56 埼玉県

220 齊藤 彰悟 男 27 東京都 チームエース 519 村瀬 秀也 男 57 千葉県 ザオバ

221 我妻 侑和 男 28 東京都 520 渡辺 吏 男 58 東京都

301 藏俣 光 男 30 埼玉県 時の金 521 菅谷 豊明 男 59 東京都 坂レンジャー

302 山上 翔太郎 男 30 京都府 よしおかクリニック 522 柘植 孝之 男 59 愛知県 セントラル小牧

303 立道 国一 男 31 長野県 BIKE RANCH 601 増田 雄輔 男 60 東京都 青山トライアスロン

304 齋藤 雅英 男 32 東京都 株式会社フォワード 602 西内 秀一 男 68 福島県 浜通りトライアスロンクラブ

【エリート女子】

Calfman Japan 北関東ステージ　～スタートリスト～

【エリート男子】

【エイジ男子】

※年齢は2019 年12 月31 日時点の年齢を基準とする



Bib. 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 Bib. 氏名 性別 学年 都道府県 所属

801 田中 杏実 女 20 東京都 トライアスロン部 1 横倉 つぼみ 女 小4 茨城県 茨城県トライアスロン協会

802 小倉 香 女 36 神奈川県 Athlete Works 2 森下 慶也 男 小4 東京都 青山トライアスロン倶楽部

803 宮澤 さなえ 女 41 長野県 BIKE LANCH 3 関 未優 女 小4 東京都 Cygnet トランポリンクラブ

804 大志田 紀子 女 42 岩手県 (株)システムエイド 4 湯井 修大 男 小4 埼玉県

805 中塚 裕美 女 43 愛知県 Azzurri 5 影山 ゆあ 女 小4 千葉県 Circle Cycleトライアスロン部

806 濱野 裕明子 女 43 神奈川県 6 影山 みあ 女 小4 千葉県 Circle Cycle 浦安

807 若林 陽子 女 45 長野県 BIKE RANCH 7 山川 朔太朗 男 小4 東京都 PRIMERA

808 中村 薫 女 45 東京都 葛飾区トライアスロン連合 8 宮木 裕理恵 女 小4 栃木県 宇都宮村上塾

809 伊藤 あずさ 女 47 千葉県 Laplem 9 新井 伸宙 男 小4 東京都 チームケンズ

810 篠原 三陽 女 47 神奈川県 KⅡ-Lab 10 北村 健人 男 小5 東京都

811 浦野 万里子 女 49 神奈川県 11 田島 綾人 男 小5 埼玉県 #1 PRIMERA

812 卯月 静子 女 60 長野県 12 孫 俐娜 女 小5 東京都

13 孫 伶娜 女 小5 東京都

14 富岡 夏悠 女 小5 神奈川県

Bib. 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 15 渡辺 優衣 女 小5 埼玉県 #1-PRIMERA-

51 大志田 拓馬 男 17 岩手県 16 都丸 藍音 男 小5 群馬県 COW GUMMA

52 星 慎太郎 男 32 群馬県 新潟アルビレックスRC 17 稲延 すずら 女 小5 栃木県 宇都宮村上塾

53 那花 慎平 男 32 埼玉県 18 森下 翔太 男 小6 東京都 青山トライアスロン倶楽部

54 倉林 正和 男 32 神奈川県 19 伊東 文仁 男 小6 千葉県 千葉ブレイブ安藤塾

55 関 雅彦 男 33 東京都

56 竹内 豊 男 35 東京都 Tokio Marine

57 横田 裕之 男 38 栃木県 Bib. 氏名 性別 学年 都道府県 所属

58 住友 淑恵 女 42 東京都 青山トライアスロン倶楽部 31 関口 花 女 中1 埼玉県 PRIMERA

59 高山 一樹 男 43 神奈川県 32 本木 蔵人 男 中1 埼玉県 川島中 陸上部

60 青柳 哲也 男 43 東京都 33 小林 晄己 男 中1 埼玉県 #1-PRIMERA-

61 梅本 智夫 男 43 東京都 34 大室 杏夢 男 中2 埼玉県

62 関口 寛之 男 45 埼玉県 35 下田 優斗 男 中2 東京都 プリメーラ

63 河内 康 男 46 群馬県 36 堀口 稜太 男 中2 群馬県

64 村岡 大輔 男 46 神奈川県 37 荒木 滉生 男 中2 山形県 プラスワンさかた

65 桑島 宏和 男 47 千葉県 38 伊藤 大和 男 中2 千葉県 NASトライアスロンスクール

66 邑中 力 男 47 群馬県 COWGUMMA 39 松本 大知 男 中2 群馬県

67 山内 勝利 男 48 埼玉県 40 邑中 翼 男 中2 群馬県 COWGUMMA

68 浦山 純二 男 48 埼玉県 41 島崎 茉央 女 中2 東京都

69 林 晋太郎 男 48 東京都 42 上條 琉聖 男 中2 埼玉県

70 野尻 信也 男 48 東京都 チームエース 43 青柳 龍斗 男 中3 東京都

71 前田 賢雄 男 51 千葉県

【ジュニア(中学生)】

【エイジ女子】

【ビギナー】

【キッズ(小学生)】

※年齢は2019 年12 月31 日時点の年齢を基準とする


