
2020/02/19　13:00　　時点

【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 高濱 寛太 男 20 愛知県 名古屋大学トライアスロン部 801 三上 和海 女 18 愛知県 トライアスロンクラブ アルファ

202 佐野 文哉 男 21 東京都 明治大学 802 氏田 実玖 女 21 福岡県

203 有山 宜衡 男 21 愛知県 愛知大学 803 竪本 優 女 30 東京都 Go up!

204 加藤 登 男 22 愛知県 804 直下 典子 女 39 石川県

205 木山 雄平 男 23 大阪府 Innocent 805 沢田 愛里 女 40 北海道 ティーバイティーガレージ

206 佐藤 洋良 男 25 三重県 806 中塚 裕美 女 44 愛知県 Azzurri

207 守田 亮介 男 25 静岡県 807 新谷 望恵 女 44 福井県 そうごスイミングクラブ

208 潮 明良 男 26 静岡県 STC 808 中村 薫 女 46 東京都 葛飾区トライアスロン連合

209 大槻 恒太 男 27 兵庫県 三菱重工神戸 809 篠原 三陽 女 48 神奈川県 KⅡ-Lab

210 神谷 拓図 男 27 岐阜県 810 遠松 純子 女 51 愛知県 DESTRA

211 稲葉 佑典 男 28 愛知県

212 山本 幸大 男 28 愛知県 【学生OPEN】
301 岡田 健士朗 男 30 愛知県 はぁ?のんきだね Bib. 氏名 性別 年齢 都道府県 所属

302 早川 朋宏 男 30 愛知県 901 森田 柊司 男 19 神奈川県 トライアスロンチームbombers

303 辻 和基 男 30 静岡県 STC 902 外山 雅大 男 19 神奈川県

304 立道 国一 男 32 長野県 BIKERANCH 903 春山 岳雄 男 19 千葉県 国士舘大学

305 岡戸 聡 男 33 静岡県 STC 904 松村 望央 男 20 神奈川県

306 中嶋 友也 男 35 長野県 905 有村 尚輝 男 20 神奈川県 国士舘大学トライアスロン部

307 石田 航介 男 35 静岡県 906 齋藤 陽之助 男 20 神奈川県 神奈川大学

308 牧野 健太郎 男 35 愛知県 907 岩尾 健吾 男 20 福岡県

309 柳川 心 男 37 大阪府 908 青木 嶺 男 20 東京都 国士舘大学

310 柳田 正人 男 38 愛知県 909 紺野 涼太 男 20 神奈川県 東海大学BOMBERS

311 IEIRI ROBERTO 男 38 愛知県 Team 58 910 奥村 悠平 男 20 福島県 日本体育大学トライアスロン部

312 古山 幹朗 男 39 愛知県 あすたま 911 木内 悠斗 男 20 東京都

313 近藤 高弘 男 39 愛知県 912 岸本 翔太 男 20 東京都

314 亀井 健太 男 39 神奈川県 湘南ベルマーレトライアスロン 913 小松 宗平 男 21 広島県 広島大学トライアスロン部

315 梅谷 安雄 男 39 兵庫県 914 神山 友宏 男 21 埼玉県 国士舘大学トライアスロン部

401 岸田 賢吾 男 40 鹿児島県 915 繁澤 快 男 21 東京都 日本体育大学トライアスロン部

402 齋藤 求 男 40 三重県 チーム・フェニックス 916 竹内 新 男 22 東京都 慶應義塾大学

403 渡辺 聡太郎 男 41 三重県 917 益田 大誠 男 20 広島県 広島大学トライアスロン部

404 田端 克臣 男 42 三重県 918 馬場 至温 男 21 東京都 国士舘大学

405 古野 裕一 男 43 神奈川県 TeamOyajiAsaren 919 齋藤 光 男 21 茨城県

406 吉田 拓也 男 43 愛知県 あすたま 920 志田 俊平 男 21 東京都 慶應義塾大学

407 平松 健 男 45 東京都 56サイクル 921 愛波 剛太 男 21 埼玉県 明治大学

408 村澤 哲 男 45 長野県 922 鈴木 丈瑠 男 21 東京都 明治大学

409 山崎 新悟 男 47 岐阜県 923 田中 知徳 男 23 千葉県

410 川村 龍太郎 男 48 愛知県 924 坂本 宏樹 男 24 広島県

411 原田 修一 男 48 静岡県 STC 951 石井 汐里 女 22 千葉県 明治大学

412 三田村 達也 男 49 石川県 1002 江成 みなみ 女 21 神奈川県 日本体育大学

501 三木 琢也 男 50 兵庫県

502 吉川 進一 男 51 長野県 BIKE RANCH

503 山田 正人 男 52 兵庫県 Tyrell-Kagawa Racing

504 西澤 正志 男 52 滋賀県 N2アスリート

505 石井 秀明 男 52 静岡県 スズキTC

506 大熊 隆太 男 52 京都府

507 高橋 泰夫 男 53 岡山県 豊和(株)NOZAKI

508 藤澤 道彦 男 53 京都府

601 柘植 孝之 男 60 愛知県 セントラル小牧

602 栗原 義英 男 61 千葉県 TATSUMI

603 古川 正敏 男 61 東京都

604 本田 日出男 男 63 大阪府 つうばいつう・八尾AC

1001 本木 颯人 男 18 東京都 トライアスロン部

1003 藤城 健 男 60 愛知県 トライアスロンステーション

Calfman Japan Season17 チャンピオンシップ　～スタートリスト～　【エリートを除く】

※年齢は2020年12月31日時点の年齢を基準とする



【ビギナー】 【キッズ】
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

47 冨澤 壮太 男 17 愛知県 ST 1 稲垣 楓花 女 小1 奈良県

48 宮脇 迅 男 39 滋賀県 2 齋藤 遥 女 小1 三重県 チーム・フェニックス

49 大渕 稔 男 41 愛知県 安城快足AC 3 新谷 暁 男 小1 福井県 そうごスイミングクラブ

50 鈴木 智恵 女 41 愛知県 4 宇野 奎舟 男 小1 福井県 そうごスイミングクラブ

51 大石 智康 男 45 静岡県 STC 5 木村 仁毘 男 小1 愛知県 Tohma Tokai

52 家田 倫作 男 45 岐阜県 クロスロード 6 井野 雫 女 小1 愛知県 ST

53 藤井 裕大 男 49 愛知県 7 佐野 将麻 男 小2 愛知県 ZERO

54 岡本 篤樹 男 49 京都府 8 白井 陽都 男 小2 大阪府

55 古井 佳雄 男 61 愛知県 継続水泳会 9 吉川 悠真 男 小2 福井県 そうごスイミングクラブ

10 川森 ひなの 女 小2 三重県 △ミサイル

【ジュニア】 11 木村 孔南 男 小2 愛知県 Tohma Tokai

Bib. 氏名 性別 学年 都道府県 所属 12 柴田 光恩 女 小3 愛知県 ST

41 今濱 克己 男 中1 愛知県 チームゴーヤ名古屋 13 鈴木 レオナルド 男 小3 愛知県 チームゴーヤ

42 知名 透真 男 中1 愛知県 ST 14 亀井 さくら 女 小3 神奈川県 湘南ベルマーレトライアスロン

43 藤井 昂我 男 中1 愛知県 15 酒井 楓斗 男 小3 福井県 そうごスイミングクラブ

44 鈴木 茉莉亜 女 中1 愛知県 スポーツボックス豊川 16 渡邉 瑠泉 男 小3 愛知県 アルファ

45 村澤 治人 男 中1 長野県 17 佐野 凌麻 男 小4 愛知県 ZERO

46 本木 蔵人 男 中2 東京都 18 大渕 要 男 小4 愛知県

19 白井 廉太朗 男 小4 大阪府

20 知名 瑛汰 男 小4 愛知県 ST

21 岸端 優汰 男 小4 愛知県 サイクルピッド

22 新谷 天 男 小4 福井県 そうごスイミングクラブ

23 鈴木 暁翔 男 小4 福井県 そうごスイミングクラブ

24 横井 渓吾 男 小4 愛知県 チームゴーヤー名古屋

25 王生 有咲 女 小4 岐阜県 チームゴーヤ名古屋

26 横倉 つぼみ 女 小5 茨城県

27 藤井 友我 男 小5 愛知県

28 藤井 陽汰 男 小5 愛知県 ST

29 林 星凪 男 小5 愛知県 ST

30 杉山 朝飛 男 小6 愛知県 ST

31 我彦 孝征 男 小6 愛知県 ST

32 山田 真生流 男 小6 愛知県

33 新城 希空 男 小6 愛知県 ST

34 太田 歩夢 男 小6 愛知県 アルファ

※年齢は2020年12月31日時点の年齢を基準とする


