
Calfman Japan Season17　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 加藤 大地 男 22 神奈川県 国士舘大学 51 三島 雅世 女 25 大阪府 電建・チームブレイブ／兵庫

2 山田 敦大 男 22 広島県 広島大学 52 長藤 宏美 女 20 大阪府 大谷大学

3 岡本 空知 男 18 京都府 四條畷学園高等学校・AS京都／京都 53 山内 麻代 女 34 大阪府 大阪府トライアスロン協会

4 林田 悠希 男 16 京都府 同志社高等学校・AS京都／京都 54 長島 実桜 女 20 京都府 同志社大学

5 川村 好平 男 35 滋賀県 滋賀県トライアスロン協会 55 田村 光 女 23 神奈川県 東海大学

6 吉村 彰記 男 32 愛知県 岐阜県トライアスロン連合 56 国弘 果桜 女 20 京都府 立命館大学

7 坂野 裕樹 男 20 神奈川県 日本大学

8 大石 一博 男 22 愛知県 中部大学

9 石橋 健志 男 31 大阪府 大阪府トライアスロン協会

10 壁谷 華太 男 22 愛知県 名古屋大学

11 高田 光 男 18 愛知県 愛知県トライアスロン協会

12 隈本 主計 男 20 神奈川県 日本大学

13 吉永 晃 男 21 神奈川県 国士舘大学

14 本田 浩輝 男 22 岡山県 川崎医療福祉大学

15 牧野 巧 男 24 東京都 東京都トライアスロン連合

16 賀川 尚樹 男 22 千葉県 早稲田大学

17 青木 嶺 男 20 東京都 国士舘大学

18 川久保 直希 男 31 奈良県 奈良県トライアスロン協会

19 白藤 大輝 男 19 京都府 立命館大学

20 吉村 暢高 男 21 京都府 関西大学

21 小泉 諒太 男 20 神奈川県 東海大学

22 謝名堂 敬 男 22 千葉県 東京農業大学

23 湯淺 智也 男 23 滋賀県 立命館大学

24 藤澤 爽太 男 22 京都府 京都産業大学

【エイジ男子】 【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 前田 尚輝 男 17 大阪府 504 山田 正人 男 52 兵庫県 Tyrell-Kagawa Racing

102 仲尾 瞭平 男 18 京都府 保津川トライアスロン俱楽部 505 西澤 正志 男 52 滋賀県 N2アスリート

103 森田 柊司 男 19 神奈川県 トライアスロンチームbombers 506 大熊 隆太 男 52 京都府

201 辻 汰佑 男 20 大阪府 大阪体育大学トライアスロン部 507 橋本 真一 男 53 兵庫県

202 畑 玲音 男 20 大阪府 関西大学 infinity 508 藤澤 道彦 男 53 京都府

203 馬場 至温 男 21 東京都 国士舘大学トライアスロン部 509 本井 慶一 男 55 岡山県 チームRGI

204 橋本 悠輝 男 21 大阪府 近畿大学体育会トライアスロン部 510 入江 賢 男 59 京都府 鉄人くらわんか

205 中村 大和 男 21 大阪府 チームブレイブ 601 柘植 孝之 男 60 愛知県 セントラル小牧

206 廣瀬 良 男 21 兵庫県 関西大学infinity 602 本田 日出男 男 63 大阪府 つうばいつう・八尾AC

207 佐野 陽生 男 21 大阪府 日本学生トライアスロン連合 603 石橋 剛 男 66 大阪府 吹田市トライアスロン教室

208 鎌野 渓太 男 22 大阪府 INFINITY

209 正下 文太郎 男 23 京都府

210 加野 拓海 男 23 兵庫県 近畿大学体育会トライアスロン部

211 竹田 慎吾 男 24 愛知県

212 小塚 豊大 男 27 岐阜県

213 大槻 恒太 男 27 兵庫県 三菱重工神戸

214 山本 幸大 男 28 愛知県

301 植田 恒平 男 34 兵庫県 ウオズミサイクル 【エイジ女子】

302 畠山 重仁 男 36 滋賀県 ストラーダトライアスロンクラブ bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属

303 柳川 心 男 37 大阪府 701 杉本 瑞夏 女 19 京都府 AS京都

304 清水 哲平 男 38 大阪府 702 那須 子々花 女 20 大阪府 大阪体育大学トライアスロン部

401 井上 剣正 男 41 愛媛県 703 小阪 はるな 女 43 兵庫県 芦屋浜AC

402 清水 俊貴 男 42 兵庫県 芦屋浜AC 704 中塚 裕美 女 44 愛知県 Azzurri

403 中島 慎介 男 43 大阪府 東大阪医療センター 705 中村 薫 女 46 東京都 金町トライアスロンクラブ

404 古野 裕一 男 43 神奈川県 TeamOyajiAsaren 706 高田 勝子 女 46 奈良県 王寺ランナーズ

405 浅井 教夫 男 44 鳥取県

406 井手 伸一 男 44 大阪府

407 西尾 純二 男 45 大阪府 清滝友の会

408 唐木 誠 男 46 福岡県 宗像トライアスロンクラブ

409 梶本 二郎 男 46 愛知県

410 冨松 正宏 男 48 愛知県 あすたま名古屋

411 平松 一人 男 49 奈良県

412 岡本 篤樹 男 49 京都府

501 新井 孝史 男 50 大阪府 Virtuso(ビルトーゾ)

502 嶋谷 圭司 男 50 大阪府

503 上野山 努 男 52 大阪府

※年齢は2020 年12 月31 日時点の年齢を基準とする
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【ビギナー】 【キッズ（小学生）】

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 垣尾 聡太 男 16 兵庫県 1001 伊藤 輝聖 男 小1 京都府 AS京都

3002 室山 雅哉 男 28 大阪府 1002 中野 壮二郎 男 小1 兵庫県

3003 嶋谷 宣子 女 56 大阪府 1003 野口 幸誠 男 小1 大阪府

1004 白井 陽都 男 小2 大阪府

1005 米澤 潤 男 小2 和歌山県 Stash Support 和歌山

【ジュニア（中学生）】 1006 佐野 将麻 男 小2 愛知県 THRAPPY

bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 1007 若林 泰基 男 小2 兵庫県 UJS

2001 鈴木 聖也 男 中1 鳥取県 1008 芳田 誉弥 男 小2 滋賀県 B&G今津

2002 先山 逢宣 男 中1 兵庫県 うはらジュニアスクール 1009 渡邉 龍之介 男 小2 大阪府 チーム天晴

2003 七枝 直 男 中2 大阪府 AS京都 1010 清水 初音 女 小2 大阪府

2004 林田 青空 女 中2 京都府 AS京都 1011 中居 詩 女 小2 兵庫県

2005 山下 甘紅香 女 中3 鳥取県 チーム エフォーツ 1012 井畑 圭一郎 男 小3 大阪府 兎原ジュニアスクール

2006 田辺 琉愛 女 中3 大阪府 1013 伊藤 隆聖 男 小3 京都府 AS京都

1014 中野 仁太郎 男 小3 兵庫県

1015 白井 廉太朗 男 小4 大阪府

1016 佐野 凌麻 男 小4 愛知県 THRAPPY

1017 中家 隆之介 男 小4 京都府 AS京都

1018 村社 春希 男 小4 兵庫県 チームブレイブ

1019 小阪 琉碧 男 小4 兵庫県

1020 入江 椿 女 小4 滋賀県 B&G今津

1021 中島 大晴 男 小5 大阪府 チームなかしま

1022 前田 莉奈 女 小5 大阪府

1023 澤木 竣 男 小5 大阪府 Choose to Fight!!

1024 井手 勘太 男 小5 大阪府

1025 出田 嵩弥 男 小6 兵庫県 石飛教室

1026 山下 市太郎 男 小6 兵庫県 チ-ムブレイブ

1027 本田 愛琉 女 小6 兵庫県 ウハラジュニア

1028 若林 明音 女 小6 兵庫県 UJS

1029 入江 花 女 小6 滋賀県 B&G今津

1030 金井 悠真 男 小6 兵庫県

1031 寺本 陽香 女 小6 和歌山県 Stash  Support和歌山

※年齢は2020 年12 月31 日時点の年齢を基準とする


