
Calfman Japan Season16　近畿スプリントステージ
～　スタートリスト　～

【エリート男子】 【エリート女子】

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 51 佐々木 彩乃 女 21 東京都

2 三須 龍一郎 男 23 神奈川県 明治大学 52 沢田 愛里 女 39 北海道 ティーバイティーガレージ

3 加藤 大地 男 21 神奈川県 53 松本 文佳 女 24 京都府 ニュードライバー教習所

4 澤瀉 大樹 男 29 兵庫県 54 中山 菜々美 女 19 大阪府 AS京都

5 吉岡 大河 男 21 神奈川県 ノースウエスト 55 加後 美咲 女 23 京都府 AS京都

6 山本 康貴 男 23 京都府 AS京都 56 安藤 朋恵 女 34 香川県

7 徳山 哲平 男 17 京都府 AS京都 57 三島 雅世 女 24 大阪府 チームブレイブ

8 本多 晴飛 男 19 兵庫県 チームブレイブ 58 野村 彩夏 女 22 東京都 日本体育大学

9 大谷 友哉 男 17 愛知県 チーム ゴーヤー アクアヴィータ 59 山田 真希 女 22 大阪府 大阪体育大学トライアスロン部

10 小林 歩 男 30 広島県 ONOMICHI U2/GIANT 60 川合 みなみ 女 21 京都府 同志社大学

11 山田 敦大 男 21 広島県 トライアスロン部

12 長田 朝陽 男 20 茨城県 筑波大学体育会トライアスロン部

13 高橋 正俊 男 27 大阪府 NSIトライアスロンスクール

14 村中 大輔 男 34 京都府 保津川トライアスロンクラブ

15 仲尾 俊祐 男 22 京都府 保津川トライアスロン俱楽部

16 秋野 匠真 男 20 石川県 AS京都

17 藤澤 爽太 男 21 京都府 AS京都

18 野田頭 優作 男 21 神奈川県

19 坂野 裕樹 男 19 神奈川県

20 石橋 健志 男 30 大阪府 Try Gottsu

21 米谷 哲 男 24 神奈川県 桜美林大学

22 吉永 晃 男 20 神奈川県 国士舘大学トライアスロン部

23 坪倉 浩一 男 22 大阪府

24 賀川 尚樹 男 21 千葉県

25 古川 勝也 男 21 神奈川県 神奈川大学トライアスロン部

26 中塚 貴文 男 29 神奈川県

27 原口 大空 男 20 京都府 同志社大学・AS京都

28 八巻 健治 男 21 千葉県 国士舘大学トライアスロン部

29 中濱 洸来 男 20 奈良県

30 甲斐 瑠夏 男 19 東京都 トライアスロン部

31 安藤 勘太 男 18 岡山県

32 杉山 篤拓 男 21 埼玉県

33 大倉 拓也 男 25 大阪府 virtuso

34 川村 好平 男 34 滋賀県

35 前田 隼矢 男 31 大阪府 NSIトライアスロンスクール

36 岡本 達也 男 20 京都府

37 吉村 暢高 男 20 京都府 関西大学トライアスロンサークinfinity

38 近藤 玖伸 男 18 愛媛県 宇和島南中等教育学校陸上部

39 川久保 直希 男 30 奈良県 王寺R.C.

40 畑 吉樹 男 21 大阪府 同志社大学

41 山下 琢馬 男 23 滋賀県 同志社大学トライアスロン部

42 大石 一博 男 21 愛知県 中部大学トライアスロン部

43 粟津 一貴 男 21 京都府 同志社大学

44 井池 祐貴 男 24 大阪府 兵庫県立大学

45 山本 昌孝 男 38 神奈川県 味の素株式会社

46 吉岡 大志 男 22 神奈川県 ノースウエスト

47 赤松 大輝 男 25 東京都

48 竹村 哲平 男 21 広島県 トライアスロン部 Gulls

49 高田 光 男 17 愛知県 TCアルファ

50 山下 優太郎 男 22 京都府 同志社大学

※年齢は2019 年12 月31 日時点の年齢を基準とする



Calfman Japan Season16　近畿スプリントステージ
～　スタートリスト　～

【エイジ男子】

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

101 仲尾 瞭平 男 17 京都府 保津川トライアスロン俱楽部 506 本井 慶一 男 54 岡山県 チームRGI

102 岡本 空知 男 17 京都府 AS京都 507 千葉 公介 男 55 東京都 クラブさゆちゃん/ピッツキューブ

103 辻 汰佑 男 19 大阪府 大阪体育大学トライアスロン部 508 岡 央 男 56 岐阜県 MRK

201 廣瀬 良 男 20 兵庫県 infinity 509 冨岡 敏憲 男 57 広島県 マツダトライアスロンクラブ

202 佐野 陽生 男 20 大阪府 INFINITY 510 入江 賢 男 58 京都府 鉄人くらわんか

203 仲元寺 孝行 男 21 京都府 同志社大学 601 本田 日出男 男 62 大阪府 つうばいつう・八尾AC

204 坂本 凱哉 男 21 大阪府 INFINITY 602 川崎 潔 男 66 大阪府

205 鎌野 渓太 男 21 大阪府 INFINITY

206 松浦 達也 男 22 広島県

207 岡 功一郎 男 23 徳島県 【エイジ女子】

208 岡本 涼 男 24 大阪府 bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属

209 石川 正章 男 24 兵庫県 シルベストサイクル 701 三上 和海 女 17 愛知県 トライアスロンクラブ アルファ

210 松尾 拓海 男 24 兵庫県 TEAM  PPS 702 林 日向子 女 18 兵庫県

211 大友 貴之 男 25 北海道 北海道大学水産学部トライアスロン部RER 703 小林 乃愛 女 20 東京都

212 近藤 聖也 男 26 愛知県 テックスポーツカミハギ 704 徳岡 数寿 女 20 兵庫県 大阪体育大学トライアスロン部

213 知花 友 男 26 大阪府 TEAM Una Corda 705 吉田 由真 女 26 京都府 きゅうべえSports

214 中井 純平 男 28 奈良県 706 高橋 佳那 女 28 大阪府

215 森本 丈士 男 28 兵庫県 707 山内 麻代 女 33 大阪府

216 木戸 大展 男 28 兵庫県 708 渕上 記理子 女 41 大阪府 シルベストサイクル

217 貫見 優太 男 29 大阪府 709 中塚 裕美 女 43 愛知県 Azzurri

218 木村 朋宏 男 29 大阪府 チームアクオード 710 香月 晶 女 44 大阪府 SYHHP

301 野津 侑輝 男 31 島根県 ベルベロン 711 中村 薫 女 45 東京都 葛飾区トライアスロン連合

302 山﨑 徹 男 34 大阪府 シルベストサイクル 712 松本 華奈 女 46 島根県

303 西橋 雅人 男 35 大阪府

304 月輪 浩之 男 35 島根県 ベルベロン

305 柳川 心 男 36 大阪府

306 清水 哲平 男 37 大阪府

307 田川 淳一 男 38 岡山県 田川AC

401 荒島 健太郎 男 40 兵庫県

402 中川 浩充 男 40 兵庫県 シルベストサイクル

403 二川 浩司 男 41 香川県 讃岐やいの會

404 清水 俊貴 男 41 兵庫県

405 中島 慎介 男 42 大阪府 ちーむなかしま

406 年梅 敦 男 43 大阪府 Ambitious Triathlon

407 浅井 教夫 男 43 鳥取県

408 井手 伸一 男 43 大阪府

409 釈迦野 亮 男 44 福岡県

410 矢野 知章 男 45 兵庫県 石飛教室

411 歳内 文太 男 46 兵庫県 チームブレイブ

412 名越 秀国 男 46 広島県 マツダTC

413 福元 哲郎 男 47 広島県 福山健康舎・八天堂

414 林 丈裕 男 48 兵庫県

415 今井 敦 男 48 静岡県

416 嶋谷 圭司 男 49 大阪府

417 青木 幸則 男 49 愛知県

501 山田 徹 男 50 福岡県

502 東風谷 寛 男 51 大阪府

503 西澤 正志 男 51 滋賀県 N2アスリート

504 山田 正人 男 51 千葉県 Tyrell-Kagawa Racing

505 吉岡 純一 男 52 兵庫県 芦屋浜AC

※年齢は2019 年12 月31 日時点の年齢を基準とする



Calfman Japan Season16　近畿スプリントステージ
～　スタートリスト　～

【ビギナー】 【ジュニア（中学生）】

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

3001 増田 晃悠 男 17 奈良県 陸上 2001 七枝 直 男 中1 大阪府 AS京都

3002 今村 海月 女 20 兵庫県 大阪体育大学トライアスロン部 2002 北岡 マリア 女 中1 石川県

3003 奥山 耕太郎 男 20 三重県 2003 林田 青空 女 中1 京都府 AS京都

3004 熊谷 和樹 男 21 徳島県 カプチーノ 2004 正垣 水梨 女 中2 兵庫県

3005 法貴 駿介 男 22 京都府 京都府立医科大学 2005 若竹 葵礼 男 中2 鳥取県 チームエフォーツ

3006 池田 昌平 男 23 大阪府 個人 2006 野口 花音 女 中2 兵庫県 チームブレイブ

3007 岡 泰平 男 24 大阪府 2007 山下 甘紅香 女 中2 鳥取県 チーム エフォーツ

3008 室山 雅哉 男 27 大阪府 2008 林田 悠希 男 中3 京都府 AS京都

3009 足立 俊樹 男 28 大阪府 2009 近藤 浄士 男 中3 愛媛県 宇和島南中等教育学校陸上部

3010 Nazlica Sedat Aybars 男 29 大阪府

3011 内田 龍一 男 31 兵庫県

3012 渡邊 紘史 男 32 京都府 【キッズ（小学生）】

3013 村田 悠歩 男 33 大阪府 シマノドリンキング bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属

3014 藤川 真章 男 33 大阪府 1001 永田 海晴 男 小1 京都府

3015 森本 玄達 男 34 岡山県 Elite Test Team 1002 齋藤 結陽 女 小1 京都府

3016 小林 尚子 女 35 兵庫県 1003 渡邉 龍之介 男 小1 大阪府 新庄小学校

3017 木崎 義紘 男 35 兵庫県 KSK家 1004 佐野 将麻 男 小1 愛知県 THRAPPY

3018 山口 佳孝 男 36 大阪府 TEAM WHITE &GSJ RUN部 1005 若林 泰基 男 小1 兵庫県 うはらジュニアスクール

3019 渡邉 賢二 男 38 大阪府 1006 森本 貴汐 男 小1 大阪府

3020 成田 善彦 男 40 大阪府 1007 吉岡 哲平 男 小2 大阪府

3021 吉岡] 篤志 男 41 大阪府 1008 木村 蕾翔 男 小2 京都府

3022 武田 正樹 男 41 大阪府 1009 松井 暖々 女 小2 京都府 伏見港Jr.トライアスロン

3023 河野 君典 男 42 大阪府 1010 井畑 圭一郎 男 小2 大阪府 ウハラジュニアトライアスロン

3024 岩城 大士 男 43 大阪府 1011 木崎 大斗 男 小2 兵庫県

3025 年梅 一愛 女 43 大阪府 1012 武田 有正 男 小2 大阪府

3026 三本 純平 男 44 大阪府 エムキカク 1013 植村 菜々子 女 小2 京都府

3027 高坂 朝子 女 44 大阪府 1014 坪井 飛俐 男 小3 大阪府

3028 北村 友 男 44 大阪府 Team まんま 1015 坪井 飛來 男 小3 大阪府

3029 坂原 夕子 女 44 大阪府 1016 松本 万 男 小3 大阪府 堺さいくるキッズクラブ

3030 櫟本 誠 男 45 大阪府 1017 村社 春希 男 小3 兵庫県 チームブレイブ

3031 村田 貴浩 男 45 大阪府 1018 西根 瑛太郎 男 小3 京都府 AS京都

3032 中村 佳明 男 45 大阪府 TEAM WHITE 1019 小阪 琉碧 男 小3 兵庫県 菟原ジュニアスクール

3033 砂原 峰男 男 45 大阪府 1020 寺本 ゆうき 男 小3 和歌山県

3034 中西 浩一 男 45 大阪府 KYOTO CX CLUB 1021 横井 侑希 女 小3 京都府 AS京都

3035 島田 智美 女 45 大阪府 1022 佐野 凌麻 男 小3 愛知県 THRAPPY

3036 甲斐 雅敏 男 47 兵庫県 1023 江口 舞 女 小3 兵庫県 ウハラジュニアスクール

3037 岡本 篤樹 男 48 京都府 1024 高田 真音 男 小4 京都府 保津川トライアスロン倶楽部

3038 櫻井 ひとみ 女 50 大阪府 1025 澤木 竣 男 小4 大阪府

3039 三上 千草 女 51 愛知県 1026 歳内 王太 男 小4 兵庫県 チームブレイブ

3040 藤澤 道彦 男 52 京都府 1027 木崎 友結 女 小4 兵庫県

3041 三上 智春 男 52 愛知県 走!兄弟 1028 井手 勘太 男 小4 大阪府

3042 林 淳子 女 54 兵庫県 1029 中島 大晴 男 小4 大阪府 ちーむなかしま

3043 山本 英朗 男 54 愛知県 1030 秋山 志々大 男 小4 京都府 保津川トライアスロン倶楽部

3044 高橋 美也子 女 54 大阪府 TRI6West 1031 松井 寧々 女 小5 京都府 伏見港Jr.トライアスロン

3045 宮下 裕史 男 55 大阪府 オトコマエ倶楽部 1032 山下 市太郎 男 小5 兵庫県 チームブレイブ

3046 濱田 智一 男 56 高知県 RTU 1033 植村 裕太朗 男 小5 京都府

3047 鈴木 聖一郎 男 56 大阪府 1034 江口 遥都 男 小5 兵庫県 菟原ジュニアスクール

1035 若林 明音 女 小5 兵庫県 うはらジュニアスクール

1036 八尾 桂奨 男 小5 京都府 AS京都

1037 若竹 慶育 男 小5 鳥取県 チームエフォーツ

1038 下関 創大 男 小6 鳥取県 チームエフォーツ

1039 先山 逢宣 男 小6 兵庫県

1040 松井 麟太郎 男 小6 京都府 伏見港Jr.トライアスロン

※年齢は2019 年12 月31 日時点の年齢を基準とする


