
CalfMan Japan Duathlon Grand Prix
Season 7～南関東ステージ スタートリスト ～

【エリート男子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

1 深浦 祐哉 31 男 東京都 ﾊﾘｱｰｽﾞ/新宿ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ

2 栗原 正明 23 男 東京都 HEAD/国士舘大学ｴｰｽ

3 篠崎 友 27 男 神奈川県 SUNNY FISH

4 藤崎 直哉 26 男 神奈川県 茅ヶ崎消防

5 富田 将茂 22 男 宮城県 東北大学学友会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

6 三木 琢矢 40 男 兵庫県 AINA　AC

7 益田 大貴 30 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

8 藤原 拓 24 男 東京都

9 安田 一行 24 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

10 中田 崇志 31 男 東京都 関東RC/ﾏﾗｿﾝ完走ｸﾗﾌﾞ

11 椿 浩平 19 男 埼玉県 チームブレイブ村上塾

12 青山 智哉 21 男 東京都 国士舘大学

13 八木 哲也 36 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

14 若杉 摩耶文 24 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

15 水野 諒太郎 24 男 東京都 TeamJ.

16 阿部 有希 17 男 福島県

17 堤 啓 19 男 東京都

18 佐藤 陽介 20 男 東京都 日本大学

19 佐藤 秀樹 20 男 宮城県 仙台大学トライアスロン部

20 北原 和樹 20 男 埼玉県 ｳﾙﾄﾗﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾁｰﾑ

21 澤井 友貴 20 男 神奈川県 日体トライアスロン

22 三村 弘一 20 男 京都府 同志社大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

23 泉地 平良 20 男 神奈川県 日本体育大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

24 河本 将治 20 男 広島県 広島大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

25 熊谷 貴成 20 男 神奈川県 日本体育大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

26 今井 隆生 20 男 東京都 日本体育大学

27 芝原 大樹 20 男 大阪府 同志社大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

28 笠井 拓馬 20 男 京都府 同志社大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

29 亀井 潤 20 男 宮城県 東北大学トライアスロン部

30 宮井 貴之 20 男 京都府 dutc

31 田頭 朗央 20 男 宮城県 東北大学学友会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

32 竹田 京平 20 男 宮城県 東北大学学友会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

33 坂本 正春 20 男 宮城県 東北大学トライアスロン部

34 今村 高志 21 男 神奈川県 国士舘大学

35 有冨 弘朗 21 男 神奈川県 日大ｳﾙﾄﾗﾄﾗｲｱｽﾛﾝｴｰｽ(予

36 井辻 祐太郎 21 男 千葉県 東海大学

37 小林 歩 21 男 広島県 広島大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部Gulls

38 安田 巧 21 男 大阪府 近畿大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

39 佐藤 一樹 21 男 神奈川県

40 細川 慧 21 男 宮城県 仙台大学トライアスロン部

41 大曽根　悠太 21 男 埼玉県 ノースウエスト

42 樋口 知哉 21 男 大阪府 関西大学

43 大野 剛 21 男 神奈川県

44 上野 祐太朗 21 男 京都府 同志社大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

45 中川 竜哉 21 男 広島県 広島大学トライアスロン部

46 高松 辰雄 21 男 神奈川県 日本体育大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

47 高橋 充 21 男 兵庫県

48 木野 貢造 22 男 東京都

49 神谷 佳祐 22 男 東京都 日本体育大学

50 渡邊 義智 22 男 神奈川県 日本体育大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

51 安井 大樹 22 男 大阪府 関西大学

52 山田 達也 22 男 神奈川県 東海大学Bombers

53 兼子 慎平 22 男 大阪府 近畿大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

54 鰐川 巧 22 男 神奈川県 国士舘大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

55 上村 昌志 22 男 宮城県 仙台大学トライアスロン部

56 野村 卓矢 22 男 京都府 関西大学

57 露木 俊 23 男 神奈川県 慶應義塾大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

58 岡本 直也 23 男 千葉県 淑徳大学

59 米田 敬 23 男 東京都 慶應義塾大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

60 小田原 道人 23 男 大阪府 関西大学トライアスロン

61 井上 皓史 24 男 愛知県 近畿大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

62 河村 吉弘 26 男 東京都 チームアオヤマ

【エリート男子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

63 新條 康隆 27 男 神奈川県 超初心者トライアスロン

64 須賀 圭一 27 男 東京都 NEC

65 郷 建介 28 男 東京都

66 長谷川 健 29 男 山形県 Sunny Fish

67 小林 博幸 29 男 千葉県 オッティモ

68 阿部 吉貴 30 男 東京都 PISPORT

69 野口 之男 32 男 埼玉県 チームゴリラ

70 植田 勝巳 36 男 兵庫県

71 渡邊 聡 38 男 神奈川県

72 山本 浩一 40 男 埼玉県

88 松崎　良樹 17 男 神奈川県 明星高校トライアスロン部

89 中村 亮太 18 男 東京都 明星高校トライアスロン部

90 大井 隆太郎 18 男 東京都 明星高校トライアスロン部

【エリート女子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

73 矢島 ルリ子 48 女 熊本県 チーム　ルりん子

74 武友 麻衣 28 女 福岡県 福岡県連合

75 菊池 日出子 24 女 栃木県 チームブレイブ村上塾

76 井上 恵理香 35 女 神奈川県 湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

77 佐藤 千佳 24 女 神奈川県 湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

78 播田実 友香 24 女 東京都 東京ヴェルディ

79 齋藤 磨実 33 女 神奈川県 エアル・ファースト

80 塩野 絵美 30 女 東京都 東京ヴェルディ

81 配島 亜美 21 女 埼玉県

82 中川 裕子 21 女 東京都 国士舘大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

83 森田 絵梨子 21 女 大阪府 関西大学

84 石井 麻実 22 女 神奈川県 日体大トライアスロン部

85 吉田 真理可 22 女 東京都 日本体育大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

86 田口 恵理 24 女 静岡県 富士トライアスロンクラブ

87 枳穀 智恵 32 女 神奈川県 湘南ベルマーレ

【エイジクラス男子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

201 Tyrie Daniel 16 男 東京都

202 堀尾 尚之 19 男 東京都 Afro-Q

203 山崎 裕太 20 男 東京都

204 高橋 啓悟 20 男 広島県 広島大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部Gulls

205 田口 大 20 男 神奈川県 BEXISOYA/ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

206 鍋田 一生 20 男 広島県 広島大学トライアスロン部

207 大谷 一悟 20 男 神奈川県 横浜国立大学 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

208 伊藤 史成 20 男 東京都 日本大学ｳﾙﾄﾗﾄﾗｲｱｽﾛﾝ

209 菊池 瞬 20 男 東京都

210 伏野 拓道 21 男 東京都 国士舘大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

211 星 慎太郎 23 男 東京都 東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾄﾗｲｱｽﾛﾝｾｯｼｮﾝ

213 鈴木 将司 23 男 千葉県

214 村瀬 幸司 23 男 神奈川県

215 中島 裕次郎 24 男 神奈川県 横浜国立大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

216 小島 裕貴 24 男 千葉県 オッティモ

217 飯島 勇太 24 男 千葉県

218 根本 康行 24 男 東京都 法政大学アフロQ

219 高橋 航 25 男 東京都 TPB

220 楠 直人 25 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

221 並木 勝義 26 男 千葉県 オッティモ

222 中山 裕介 26 男 埼玉県

223 伊藤 尚志 26 男 東京都

224 川島 正太 26 男 東京都

225 荒井 志朗 27 男 東京都 Team Product (RED)

226 伊藤 明 27 男 千葉県

227 柘植 航大 27 男 東京都

228 赤尾 邦和 27 男 東京都 ICUランナーズ

229 坂野 圭一郎 27 男 神奈川県

230 大橋 誠 27 男 東京都
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【エイジクラス男子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

231 和田 一輝 28 男 千葉県 TEAM　ARI　

232 天沼 智広 28 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

233 飯島 悠史 28 男 千葉県 Swacchi

234 村田 洋之 28 男 東京都 東京消防庁

235 穂垣 周三 28 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

236 中瀬 智也 28 男 神奈川県

237 大畑 亮介 28 男 東京都

238 山岡 政陽 29 男 東京都 湘南ベルマーレ

239 渡邉 聡一 29 男 静岡県 御殿場市役所

240 橋口 仁哉 20 男 神奈川県 横浜国立大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部P

241 本間 宏志 27 男 神奈川県 BEX　ISOYA

242 荒井 健作 28 男 千葉県 FLOWERS

301 木村 信彦 30 男 東京都

302 金 承會 30 男 東京都 南蛮連合

303 板垣 佑輔 31 男 埼玉県

304 油井 謙太 31 男 東京都 BARCAFOSSATO

305 石井 隆雄 31 男 神奈川県 SUT INT.

306 間嶋 健 31 男 東京都 Adipo-Shakers

307 箕田 晴之 31 男 東京都

308 藤崎 宗春 31 男 埼玉県

309 池田 啓 31 男 東京都 BARCA FOSSATO

310 Jenkins Peter 32 男 東京都

311 八子 健 32 男 東京都 チーム乳酸蓄積

312 橋本 未来 32 男 神奈川県 明爺

313 南 修二 32 男 東京都 チーム乳酸蓄積

314 磯貝 光晴 32 男 神奈川県

315 岩井 健志 32 男 千葉県 オッティモ

316 諏訪 学顕 33 男 千葉県 Swacchi

317 茜ヶ久保 公二 33 男 東京都 SAWA Tax and Account

318 中村 聡史 33 男 東京都 ﾁｰﾑｵｰﾊﾞｰﾘｱｸｼｮﾝ

319 鳥居 祐樹 33 男 千葉県 オッティモ

320 江内田 直樹 33 男 東京都 チーム乳酸蓄積

321 武下 博紀 33 男 東京都

322 木村 健二 33 男 神奈川県 ヤマダレーシング

323 森島 浩二 33 男 東京都 ハリアーズ

324 野見山 聡 33 男 千葉県

325 奥崎 隆司 34 男 千葉県

326 廣谷 徳永 34 男 千葉県

327 森田 達也 34 男 東京都 内科健診異常アリ。

328 澤部 慶 34 男 茨城県 オッティモ

329 三野 芳基 34 男 千葉県

330 伊芸 秀一 34 男 神奈川県 厚木市立病院

331 根本 清彦 34 男 東京都

332 八木 茂雄 34 男 埼玉県 ADEKA

333 松本 悟史 34 男 東京都 A-STYLE

334 山田 亨 34 男 茨城県

335 石垣 俊和 34 男 東京都 チームフィールズ

336 伊藤 耕介 34 男 東京都 TeamPUNCS

337 高田 靖彦 34 男 東京都

338 Slaymaker Jam 35 男 東京都

339 三浦 健司 35 男 埼玉県

340 千葉 拓史 35 男 東京都 くるくる

341 浅野 亘 35 男 埼玉県

342 伊藤 孝典 35 男 東京都 Catteni

343 バルデリ マイケ 35 男 東京都

344 木代 雅彦 35 男 東京都 ｻｲｸﾙ急便･ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｽﾃﾑ

345 藤田 具和 35 男 千葉県 第334高射中隊

346 比嘉 幸嗣 36 男 東京都 Team C.R.S

347 矢崎 祐司 36 男 東京都 ｻｲｸﾙ急便･ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｽﾃﾑ

348 竹内 隆 36 男 神奈川県 おこげさん

349 遠藤 崇典 36 男 神奈川県 MUUR ZERO

350 神野 敦雄 36 男 東京都

【エイジクラス男子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

351 関根 洋 36 男 埼玉県 せせらぎ倶楽部

352 山階 光将 36 男 東京都

353 大峰 健太郎 36 男 東京都 さわ税務会計事務所ｻｲｸﾘﾝ

354 高橋 大祐 37 男 東京都

355 小暮 恒介 37 男 東京都 Swacchi

356 渡邉 和哉 37 男 埼玉県

357 瀬戸 幸正 37 男 神奈川県 ベーグルワン

358 楠田 克典 37 男 千葉県

359 桂川 直也 37 男 埼玉県 第一生命・FT

360 田中 良次 37 男 埼玉県 TEAM-Y

361 吉田 圭佑 37 男 東京都 青梅若草

362 三栗 一紀 37 男 東京都

363 石井 豪 37 男 茨城県 オッティモ

364 高木 圭一 38 男 東京都

365 生井 和平 38 男 東京都 さわ税務会計事務所

366 小西 教昭 38 男 静岡県 エノトラ

367 西澤 義治 38 男 東京都 ATC

368 Rasberry Christ 38 男 神奈川県

369 佐藤 雄一郎 38 男 東京都 超トラ

370 渡辺 泰行 38 男 神奈川県 PISPORT

371 小野 嘉之 38 男 東京都 Team C.R.S

372 和倉 大輔 38 男 千葉県

373 櫻田 亮介 38 男 東京都

374 岡田 貴志 38 男 埼玉県 Banana of JoyToy

375 大河内 貴央 39 男 神奈川県 第一生命

376 篠木 智之 39 男 東京都

377 曽我 聡 39 男 神奈川県 YOUCAN大磯

378 鹿島田 信一 39 男 東京都 湘南ベルマーレ

379 佐藤 慎祐 39 男 神奈川県

380 蛭子 直和 39 男 東京都

381 吉川 浩史 39 男 東京都 Harriers

382 水落 祐二 39 男 東京都 SUNNY FISH

383 河崎 智 39 男 埼玉県

384 田村 昌義 39 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

385 石川 喜規 39 男 愛知県 BAC

386 辻本 春寿 39 男 埼玉県

387 中川 和男 39 男 東京都 NKロケッツ!

388 上野 洋訓 31 男 神奈川県

389 松田 幸生 33 男 東京都

390 矢澤 弘路 33 男 千葉県 FLOWERS

391 伊藤 泰英 33 男 神奈川県

392 浅見 義彦 35 男 千葉県 Swacchi

401 東 誠 40 男 東京都 SUNNY FISH

402 島中 弘輔 40 男 東京都 Adipo-Shakers

403 田原 義夫 40 男 東京都 渋谷トライアスロン連合

404 谷 鉄也 40 男 東京都

405 折原 利行 40 男 千葉県 swacchi

407 城下 晃 40 男 神奈川県

408 岡田 靖久 40 男 東京都 チームチョビ e-tri

409 渡部 豊 40 男 新潟県 佐渡トライアスロンクラブ

410 田中 邦典 40 男 神奈川県 アル中

411 佐々木 嘉成 40 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

412 松島 聡 41 男 東京都 シーオス

413 嶋田 吉将 18 男 東京都 明星高校トライアスロン部

414 正木 隆 41 男 東京都 駒井鉄工 ㈱

415 楠 富治 41 男 埼玉県

416 金井 フミオ 41 男 東京都 月の家

417 皆川 均 41 男 東京都

418 綾野 啓司 41 男 東京都 なし

419 佐々田 倫太郎 42 男 東京都

420 水谷 陽 42 男 埼玉県 アヤトトライアスロン

421 堤 裕二郎 42 男 東京都
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【エイジクラス男子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

422 小山 治郎 42 男 東京都 Vitesse/あざみ会/幸浦雷撃

423 Cobee Vincent 42 男 東京都

424 小杉 新 42 男 東京都

425 後藤 誠 43 男 宮城県 宮城トヨタRC

426 菅原 明広 43 男 神奈川県 Team Lights

427 店橋 敏途 43 男 東京都 チ―ムフィールズ

428 加藤 昌博 43 男 神奈川県

429 塙 勝宏 43 男 千葉県 Swacchi

430 中込英夫 43 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

431 菊地 栄紀 43 男 東京都 アヤトTS

432 中村 高歩 43 男 神奈川県

433 増井 慶成 43 男 神奈川県 東京ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｱｶﾃﾞﾐｰ

434 三瓶 亨 43 男 神奈川県 コナエイド

435 酒井 幸男 44 男 千葉県 オッティモ

436 五島 和彦 44 男 神奈川県 セサミ大船

437 佐瀬 勝洋 44 男 東京都

438 岡崎 宏昭 44 男 神奈川県 Banana of JoyToy

439 須藤 永力 45 男 埼玉県

440 藤井 浩一 45 男 東京都 Ultra soul

441 佐々木 通孝 45 男 千葉県 さわ税務会計事務所TC

442 荒川 聡 45 男 神奈川県 YOU CAN大磯

443 井上 雅可 45 男 東京都

444 石田 力 45 男 東京都

445 中島 靖弘 45 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

446 谷山 史仁 45 男 神奈川県 チームHALEO

447 Tyrie James 45 男 東京都

448 竹内 真一郎 45 男 千葉県 オッティモ

449 光野 正三 45 男 神奈川県

450 内田 康之 46 男 神奈川県 アヤトTS

451 DEPUS LAURE 46 男 東京都 ベルゴ

452 一石　英昭 46 男 神奈川県

453 楠野　泰之 46 男 東京都 オッティモ

454 石岡 学 46 男 東京都

455 山川 雅之 46 男 東京都

456 須貝 悌一 46 男 東京都 TFTC

457 小池 正彦 46 男 東京都 アラコムRC

458 鈴木 潤 46 男 東京都 ｱﾔﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝｽｸｰﾙ

459 橋本 祐一 47 男 埼玉県 かけっこ倶楽部

460 的場 清 47 男 東京都

461 荒木 登 47 男 群馬県 hotstaff

462 牧部 豊 47 男 静岡県 P.D-FLY

463 三隅 俊郎 48 男 神奈川県

464 下村 直 48 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

465 ノルマン ジル 48 男 東京都

466 千田 茂雄 48 男 群馬県 負け組

467 徳永 律 48 男 神奈川県 聖ヶ丘RC

468 金 俊黙 48 男 東京都

469 鷲津 雅広 48 男 東京都

470 星野 義孝 49 男 神奈川県 いそや友の会

471 山崎 裕二 49 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

472 渡邊 智昭 49 男 神奈川県 いそや友の会

473 小河 幸雄 49 男 神奈川県

474 横田 衛 49 男 群馬県 群馬トヨタ

475 須藤 努 42 男 東京都

476 長友 秀憲 43 男 岡山県

477 中島 秀彰 47 男 東京都 ハリアーズ

478 門倉 義幸 41 男 神奈川県

501 菅谷 豊明 50 男 東京都

502 ミアーズ ケレン 50 男 東京都 南蛮連合

503 月村 篤志 50 男 東京都

504 森 岩人 51 男 神奈川県 湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

505 中村 浩一 51 男 東京都 チーム青山

【エイジクラス男子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

506 田中 等 51 男 埼玉県

507 古川 正敏 51 男 東京都 東京ヴェルディセッション

508 石地 尚興 52 男 東京都

509 風間 誠史 52 男 東京都 相模女子大学

510 齋藤 徹 53 男 東京都 チームケンズ

511 河野 忠栄 53 男 東京都

512 中田 誠 53 男 神奈川県 team TAKKA

513 藤井 健 54 男 神奈川県 幸浦雷撃隊

514 山岸 哲 56 男 東京都

515 福島 克巳 57 男 東京都

516 桐生 英明 58 男 千葉県 オッティモ

517 田中 辰夫 58 男 神奈川県 明走会トライアスロン部

518 堀井 健司 58 男 東京都

519 大西 喜代一 59 男 東京都 KFC

520 原 広志 59 男 東京都 KFC

601 岡本 正夫 61 男 神奈川県

602 西原 格男 63 男 東京都

603 高橋 豊 64 男 神奈川県

604 渋谷 武志 65 男 神奈川県

605 木下 元 66 男 千葉県 オッティモ

606 堀内 匡 69 男 神奈川県

607 松尾 巖 68 男 神奈川県

701 髙橋 紘三 70 男 千葉県 オッティモ

702 山本 武志 70 男 東京都 板橋スキークラブ

【エイジクラス女子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

801 藪内 里美 21 女 千葉県 オッティモ

802 白井 真澄 25 女 埼玉県 FLOWERS

803 山田 佳代子 26 女 東京都 BARCA FOSSATO

804 ORTIZ KEILA 27 女 東京都

805 小坂 太紀惠 30 女 神奈川県

806 曽我 江里子 35 女 神奈川県

807 今福 明希 36 女 埼玉県 トライ・ビート

808 中川 美樹 37 女 東京都 NKロケッツ!

809 広川 美紀 38 女 東京都

810 鮎澤 亜希子 38 女 神奈川県 BAC

811 Zadro Francesc 39 女 東京都

812 高橋 千晶 40 女 東京都 harriers

813 蛯澤 こずえ 40 女 東京都

814 東海 香 41 女 神奈川県 PISPORT

815 水本 瑞代 41 女 千葉県 チームひとり

816 有賀 礼子 42 女 東京都

817 中村 加代子 43 女 神奈川県 ヴィドフランス町田

818 東海林 美佳 44 女 東京都 南蛮連合

819 大西 眞理 45 女 東京都 KFC

820 手塚 洋子 46 女 東京都 ハリアーズ

821 丹 三枝子 46 女 神奈川県

822 土屋 智恵美 48 女 東京都 Harriers

823 並木 雪美 48 女 東京都

824 斎川 由美 49 女 千葉県 フラワーズ

825 竹田 祐子 50 女 東京都 いそや友の会

826 尾形 和美 52 女 神奈川県 古澤塾

827 瀬々井 ハル子 60 女 熊本県 チーム ルリん子

828 野上 ジエラル 61 女 東京都 南蛮連合

829 宮川　ゆり子 46 女 東京都 ハリアーズ

【ビギナークラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

1 海沼 慶明 17 男 千葉県

2 和田 貴史 27 男 東京都

3 板垣 香里 28 女 東京都

4 兼近 良美 28 女 東京都
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【ビギナークラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

5 高久 大輔 30 男 千葉県 オッティモ

6 青木 一晃 30 男 神奈川県

7 源元 正 30 男 神奈川県

8 南 真実 31 女 東京都 チーム乳酸蓄積

9 友清 理天 31 男 神奈川県 湘南ベルマーレ

10 堤 大和 31 男 東京都

11 渡辺 賢晃 31 男 埼玉県

12 須藤 航 32 男 神奈川県

13 古野 裕一 33 男 神奈川県

14 木村 紀子 34 女 東京都 チームZERO

15 織田 康宏 37 男 神奈川県

16 小林 一希 37 男 神奈川県

17 藤田 隆史 37 男 埼玉県

18 橋本 昇 38 男 北海道

19 土田 潤一 39 男 埼玉県

20 吉田 美菜子 39 女 東京都 ねこけろ

21 猪木 孝悦 40 男 神奈川県 avanade

22 野本 千寿子 41 女 東京都

23 雨宮 千夏 41 女 山梨県

24 土田 貞和 42 男 東京都

25 今井 美紀子 42 女 東京都

26 門口 尚子 43 女 東京都

27 藤原 裕 43 男 山梨県 Team-Lonely Rolly

28 泉 幸男 43 男 埼玉県

29 阿部 浩三 44 男 東京都

30 篠田 浩史 45 男 千葉県 Swacchi

31 樋山 彰子 46 女 東京都

32 雨宮 孝 46 男 山梨県

33 村上 克己 51 男 東京都

34 石川 稔 55 男 東京都

35 小林 良雄 58 男 千葉県

36 岩崎 博 59 男 東京都

37 倉林 伸介 60 男 神奈川県 CANALE7

【ジュニアクラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

38 仲子 大起 中１ 男 東京都 SUNNY　FISH

39 井上 虎之介 中１ 男 東京都

40 阿部 駿風 中１ 男 東京都

41 山本 悠太 中1 男 東京都

42 藤井 凌 中2 男 東京都 Ultra soul

【キッズクラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

43 吉田 佳代 小1 女 東京都

44 平井 健太郎 小1 男 東京都

45 吉川 陽山 小1 男 埼玉県

46 樋山 圭祐 小1 男 東京都

47 高本 亮太 小1 男 東京都

48 奥富 勇人 小1 男 埼玉県

49 鮎澤 諒 小2 男 神奈川県 BAC

50 篠原 新史 小2 男 神奈川県

51 鬼頭 大河 小2 男 埼玉県

52 川野 碧己 小2 男 東京都 Team-K

53 堤 愛理 小2 女 東京都

54 吉田 吏江 小2 女 東京都

55 井上 祐里 小2 男 神奈川県 sunny fish, 西浜SLSC,

56 市村 竜樹 小2 男 埼玉県 草加ジュニア陸上

57 浜 魁人 小2 男 神奈川県 コスモスファクトリー

58 広川 遥 小3 女 東京都

59 辻田 洸希 小3 男 東京都 M×PHITS×M

60 玉井 綾 小3 男 群馬県 中沢健康ランド

61 木綿 渡来 小3 男 千葉県 Swacchi

【キッズクラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

62 石田 剛 小3 男 東京都

63 藤原 輝海 小3 男 東京都

64 野上 渚 小3 女 神奈川県

65 川名 優輝 小3 女 東京都

66 河本 悠希 小3 男 東京都

67 吉川 恭太郎 小3 男 埼玉県

68 福原 幸成 小４ 男 神奈川県

69 野本 将平 小4 男 東京都

70 野本 純平 小4 男 東京都

71 篠原 凪沙 小4 女 神奈川県

72 鶴田 耕基 小4 男 東京都

73 藤井 恭平 小5 男 東京都 Ultra soul

74 玉崎 稜也 小5 男 千葉県 千葉ブレイブ安藤塾

75 横島 公平 小5 男 栃木県 宇都宮ブレイブ村上塾

76 木綿 速人 小５ 男 千葉県 Swacchi

77 島村 浩平 小6 男 神奈川県

78 鶴田 雄大 小6 男 神奈川県 SUNNY FISH

79 野上 輝 小６ 男 神奈川県

81 中込 大裕 小２ 男 神奈川県



チーム対抗戦

湘南ベルマーレ

7 益田 大貴 エリート男子

9 安田 一行 エリート男子

9 友清 理天 ビギナークラス

13 八木 哲也 エリート男子

14 若杉 摩耶文 エリート男子

76 井上 恵理香 エリート女子

87 枳穀 智恵 エリート女子

220 楠 直人 エイジクラス男子

232 天沼 智広 エイジクラス男子

235 穂垣 周三 エイジクラス男子

238 山岡 政陽 エイジクラス男子

378 鹿島田 信一 エイジクラス男子

384 田村 昌義 エイジクラス男子

411 佐々木 嘉成 エイジクラス男子

430 中込英夫 エイジクラス男子

445 中島 靖弘 エイジクラス男子

464 下村 直 エイジクラス男子

471 山崎 裕二 エイジクラス男子

504 森 岩人 エイジクラス男子

オッティモ

5 高久 大輔 ビギナークラス

67 小林 博幸 エリート男子

216 小島 裕貴 エイジクラス男子

221 並木 勝義 エイジクラス男子

315 岩井 健志 エイジクラス男子

319 鳥居 祐樹 エイジクラス男子

328 澤部 慶 エイジクラス男子

363 石井 豪 エイジクラス男子

435 酒井 幸男 エイジクラス男子

448 竹内 真一郎 エイジクラス男子

453 楠野　泰之 エイジクラス男子

516 桐生 英明 エイジクラス男子

605 木下 元 エイジクラス男子

701 髙橋 紘三 エイジクラス男子

801 藪内 里美 エイジクラス女子

Swacchi

30 篠田 浩史 ビギナークラス

61 木綿 渡来 キッズクラス

76 木綿 速人 キッズクラス

233 飯島 悠史 エイジクラス男子

316 諏訪 学顕 エイジクラス男子

355 小暮 恒介 エイジクラス男子

392 浅見 義彦 エイジクラス男子

405 折原 利行 エイジクラス男子

429 塙 勝宏 エイジクラス男子

ハリアーズ

1 深浦 祐哉 エリート男子

323 森島 浩二 エイジクラス男子

381 吉川 浩史 エイジクラス男子

477 中島 秀彰 エイジクラス男子

812 高橋 千晶 エイジクラス女子

818 東海林 美佳 エイジクラス女子

820 手塚 洋子 エイジクラス女子

822 土屋 智恵美 エイジクラス女子

829 宮川　ゆり子 エイジクラス女子

日本体育大学

21 澤井 友貴 エリート男子

23 泉地 平良 エリート男子

25 熊谷 貴成 エリート男子

26 今井 隆生 エリート男子

46 高松 辰雄 エリート男子

49 神谷 佳祐 エリート男子

50 渡邊 義智 エリート男子

84 石井 麻実 エリート女子

85 吉田 真理可 エリート女子

SUNNY FISH

3 篠崎 友 エリート男子

38 仲子 大起 ジュニアクラス

55 井上 祐里 キッズクラス

66 長谷川 健 エリート男子

78 鶴田 雄大 キッズクラス

382 水落 祐二 エイジクラス男子

401 東 誠 エイジクラス男子

国士舘大学

2 栗原 正明 エリート男子

12 青山 智哉 エリート男子

34 今村 高志 エリート男子

54 鰐川 巧 エリート男子

82 中川 裕子 エリート女子

210 伏野 拓道 エイジクラス男子

関西大学

42 樋口 知哉 エリート男子

51 安井 大樹 エリート男子

56 野村 卓矢 エリート男子

60 小田原 道人 エリート男子

83 森田 絵梨子 エリート女子

広島大学

24 河本 将治 エリート男子

37 小林 歩 エリート男子

45 中川 竜哉 エリート男子

204 高橋 啓悟 エイジクラス男子

206 鍋田 一生 エイジクラス男子

東北大学

5 富田 将茂 エリート男子

29 亀井 潤 エリート男子

31 田頭 朗央 エリート男子

32 竹田 京平 エリート男子

33 坂本 正春 エリート男子

アヤトTS

420 水谷 陽 エイジクラス男子

431 菊地 栄紀 エイジクラス男子

450 内田 康之 エイジクラス男子

458 鈴木 潤 エイジクラス男子

チーム乳酸蓄積

8 南 真実 ビギナークラス

311 八子 健 エイジクラス男子

313 南 修二 エイジクラス男子

320 江内田 直樹 エイジクラス男子

明星高校トライアスロンチーム

88 松崎　良樹 エリート男子

89 中村 亮太 エリート男子

90 大井 隆太郎 エリート男子

413 嶋田 吉将 エイジクラス男子

FLOWERS

242 荒井 健作 エイジクラス男子

390 矢澤 弘路 エイジクラス男子

802 白井 真澄 エイジクラス女子

KFC

519 大西 喜代一 エイジクラス男子

520 原 広志 エイジクラス男子

819 大西 眞理 エイジクラス女子

Ultra soul

42 藤井 凌 ジュニアクラス

73 藤井 恭平 キッズクラス

440 藤井 浩一 エイジクラス男子

横浜国立大学

207 大谷 一悟 エイジクラス男子

215 中島 裕次郎 エイジクラス男子

240 橋口 仁哉 エイジクラス男子

近畿大学

38 安田 巧 エリート男子

53 兼子 慎平 エリート男子

61 井上 皓史 エリート男子

仙台大学

19 佐藤 秀樹 エリート男子

40 細川 慧 エリート男子

55 上村 昌志 エリート男子

東京ヴェルディ

80 塩野 絵美 エリート女子

211 星 慎太郎 エイジクラス男子

507 古川 正敏 エイジクラス男子

同志社大学

22 三村 弘一 エリート男子

27 芝原 大樹 エリート男子

28 笠井 拓馬 エリート男子

南蛮連合

302 金 承會 エイジクラス男子

502 ミアーズ ケレン エイジクラス男子

828 野上 ジエラルデ エイジクラス女子

日本大学

18 佐藤 陽介 エリート男子

35 有冨 弘朗 エリート男子

208 伊藤 史成 エイジクラス男子


