
CalfMan Japan Season16 チャンピオンシップ
～スタートリスト～

2019/3/14 12:00現在

【エリート男子】 【エリート女子】
Bib. 氏名 性別 年齢 所属 Bib. 氏名 性別 年齢 所属

1 安松 青葉 男 22 日本体育大学（学連） 51 佐々木 彩乃 女 21 日本体育大学（東京）

2 深浦 祐哉 男 40 Go up!/杉沢歯科医院（東京） 52 熊谷 碩子 女 22 東京女子体育大学／学連

3 田中 文也 男 28 湘南ベルマーレ（神奈川） 53 三島 雅世 女 24 武庫川女子大学／学連

4 渡部 晃大朗 男 25 カンパニオ（千葉） 54 沢田 愛里 女 39 ティーバイティーガレージ（北海道）

5 末岡 瞭 男 29 東京都トライアスロン連合 55 加藤 裕実 女 21 東京女子体育大学／学連

6 鋤崎 隆也 男 25 さわかみホールディングス（千葉）

7 原 昇平 男 23 東京工業大学（学連）

8 佐山 拓海 男 21 東北大学／学連

9 加藤 大地 男 21 国士舘大学／学連

10 岩井 優也 男 28 岩手県トライアスロン協会

11 山田 敦大 男 21 広島大学／学連

12 古川 勝也 男 21 神奈川大学／学連

13 木元 悠太 男 21 東北大学／学連

14 藤澤 爽太 男 21 京都産業大学／学連

15 谷本 凜 男 21 法政大学／学連

16 長田 朝陽 男 20 筑波大学／学連

17 高田 光 男 17 愛知県トライアスロン協会

18 八島 裕哉 男 21 東北大学／学連

19 川村 好平 男 34 滋賀県トライアスロン協会

20 星野 輝 男 22 順天堂大学／学連

21 柴田 大輔 男 22 神奈川大学／学連

22 紙本 英悟 男 20 神奈川大学／学連

※年齢は2019年12月31日時点の年齢を基準とする



CalfMan Japan Season16 チャンピオンシップ
～スタートリスト～

2019/3/14 11:00現在

【エイジ男子】 【エイジ女子】
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

201 岡本 空知 男 17 京都府 AS京都 701 工藤 椰己 女 17 山形県 東海大山形女子陸上部

202 菅原 楽人 男 18 山形県 702 遊佐 和香菜 女 22 宮城県 東北大学学友会トライアスロン部

203 甲斐 瑠夏 男 19 東京都 日本体育大学トライアスロン部 703 小倉 香 女 36 神奈川県 Athlete Works

204 馬場 至温 男 20 東京都 国士舘大学 704 大志田 紀子 女 42 岩手県 (株)システムエイド

205 吉永 晃 男 20 神奈川県 国士舘大学トライアスロン部 705 若林 陽子 女 45 長野県 BIKE RANCH

206 洲上 幹太 男 20 千葉県 706 中村 薫 女 45 東京都 葛飾区トライアスロン連合

207 杉山 篤拓 男 21 埼玉県 707 篠原 三陽 女 47 神奈川県 KⅡ-Lab

208 八巻 健治 男 21 千葉県 708 山本 真紀恵 女 53 千葉県 SUNNY FISH

209 丸小野 永寿 男 21国士舘大学／学連 関西大学 709 千葉 小百合 女 55 東京都

210 新田 翼 男 22 千葉県 順天堂大学

211 橋本 有広 男 22 千葉県

212 野口 剛 男 22 東京都 【リレー】
213 牧野 巧 男 23 東京都 金町トライアスロンクラブ Bib. 担当 氏名

214 和間 雄司 男 23 茨城県 筑波大学体育会トライアスロン部 901 第1ラン 菊池 秀敏

215 松﨑 大典 男 23 茨城県 バイク 最知 孝文

216 嘉瀬 峻介 男 24 山形県 山形大学トライアスロン部 第2ラン 菊池 秀敏

217 近藤 聖也 男 26 愛知県 テックスポーツカミハギ 902 第1ラン 松原 由起夫

218 大槻 恒太 男 26 兵庫県 三菱重工神戸 バイク 荻野 喜恵

219 齊藤 彰悟 男 27 東京都 チームエース 第2ラン 林田 聡一

220 高木 健太郎 男 27 埼玉県

221 我妻 侑和 男 28 埼玉県

301 立道 国一 男 31 長野県 BIKE RANCH 【ビギナー】
302 冨野 真吾 男 35 茨城県 GO!田村 Bib. 氏名 性別 年齢 都道府県 所属

303 藤井 雄司 男 35 福島県 31 大志田 拓馬 男 17 岩手県

304 長谷川 健 男 38 東京都 金町トライアスロンクラブ 32 奥田 雄三 男 21 神奈川県

401 秋山 優 男 41 宮城県 33 菅野 央将 男 27 福島県 古河電池

402 上嶋 秀太郎 男 42 東京都 34 中藤 賢吾 男 27 福島県

403 志賀 充 男 42 福島県 35 小林 璃保 女 29 宮城県

404 吉本 雄一 男 42 千葉県 チームWADA 36 菅野 光 男 32 福島県 小高産業技術高校

405 古野 裕一 男 42 神奈川県 TeamOyajiAsaren 37 三浦 裕太郎 男 33 宮城県

406 経澤 耕達 男 42 栃木県 宇都宮村上塾 38 鈴木 隆史 男 37 福島県 クリナップ㈱

407 小倉 慎太郎 男 43 神奈川県 Athlete Works 39 小松 智美 女 38 福島県

408 三浦 優広 男 43 宮城県 岩渕道場 40 紺頼 良彰 男 44 福島県 チームアヴィッド

409 小川 健太郎 男 43 宮城県 OG3 41 庄司 悟 男 46 福島県

410 川村 考弘 男 43 三重県 42 岡本 篤樹 男 48 京都府

411 柳堀 浩克 男 44 福島県 郡山サイクルフレンズ 43 藤澤 道彦 男 52 京都府

412 佐久間 大 男 44 福島県 44 小松 泰浩 男 54 福島県

413 桜庭 信幸 男 45 秋田県 秋田県トライアスロン協会 45 安島 浩 男 55 福島県 平商業

414 福島 一彦 男 45 福島県 サタデー・アーリー・モーニング 46 佐藤 修一郎 男 55 福島県

415 小暮 恒介 男 46 東京都 47 中嶋 千秋 女 61 茨城県

416 秋山 充二郎 男 48 東京都

417 高橋 昭夫 男 49 福島県 サイクルフレンズ 【ジュニア】
501 吉川 進一 男 50 長野県 BIKE RANCH Bib. 氏名 学年 都道府県 所属

502 塚本 勉 男 51 福島県 21 小関 暖土 男 中2 栃木県 宇都宮村上塾

503 山田 正人 男 51 千葉県 Tyrell-Kagawa Racing 22 山澤 蒼太 男 中2 栃木県 宇都宮村上塾

504 市川 善史 男 52 福島県 OG3 23 小澤 太陽 男 中2 福島県

505 簱野 弘昭 男 53 東京都 go up! 24 荒木 滉生 男 中2 山形県 プラスワンさかた

506 山本 慈朗 男 54 千葉県 チバポンズ 25 増渕 日菜 女 中3 栃木県 宇都宮村上塾

507 吉川 博昭 男 54 三重県 ARRT / 自転車道 26 大橋 琉生 男 中3 栃木県 宇都宮村上塾

508 香川 新 男 54 栃木県 Team All 矢板(仮)

509 千葉 公介 男 55 東京都 クラブさゆちゃん/ピッツキューブ 【キッズ】
510 齊藤 和範 男 57 東京都 チームエース Bib. 氏名 性別 学年 都道府県 所属

511 柘植 孝之 男 59 愛知県 セントラル小牧 1 船尾 帆夏 女 小1 茨城県

601 古川 正敏 男 60 東京都 2 紺頼 彰太 男 小1 福島県 チームアヴィッド

602 本田 日出男 男 62 大阪府 つうばいつう・八尾AC 3 江尻 宗市 男 小3 福島県

603 中嶋 豊 男 64 茨城県 4 菊地 虎太郎 男 小3 栃木県 宇都宮村上塾

604 鈴木 文夫 男 66 福島県 郡山サイクルフレンズ 5 大志田 芽依 女 小3 岩手県

605 西内 秀一 男 68 福島県 浜通りトライアスロンクラブ 6 紺頼 希水 女 小4 福島県 チームアヴィッド

7 横倉 つぼみ 女 小4 茨城県 茨城県トライアスロン協会

8 宮木 裕理恵 女 小4 栃木県

9 橋本 志織 女 小5 栃木県 宇都宮村上塾

10 山澤 斗眞 男 小5 栃木県 宇都宮村上塾

11 半谷 彪真 男 小5 福島県

12 稲延 すずら 女 小5 栃木県 宇都宮村上塾

ファイヤー6

チーム名

ベルエキップしびれ隊A

※年齢は2019年12月31日時点の年齢を基準とする


