
CalfMan Japan Duathlon Grand Prix
Season10•@チャンピオンシップ・年齢別選手権

【エリート男子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

1 深浦 祐哉 34 男 東京都 ﾊﾘｱｰｽﾞ･新宿ﾊﾟｰｸ(東京)

2 飯干 守道 32 男 福岡県 ｳｨﾝｸﾞｽTC･G.A.M(宮崎)

3 森 正 40 男 三重県 宮川医療少年院ﾃﾞｭｱｽﾛﾝｸﾗ

4 高橋 泰夫 46 男 岡山県 みずほ食品ｳｨﾝﾉｻﾞｷ(岡山)

5 川村 好平 28 男 滋賀県 ﾁｰﾑｹﾝｽﾞ京都･かわ重(京都

6 立花 勝 31 男 静岡県 御殿場ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ(静岡)

7 井上 亮 29 男 京都府 京都府立医科大学/学連

8 今井 隆生 23 男 東京都 日本体育大学/学連

9 大野　剛 24 男 東京都 東京都連合

10 中塚 貴文 23 男 京都府 同志社大学/学連

11 渡利 雄太 21 男 東京都 早稲田大学/学連

12 安田 一行 27 男 神奈川県 神奈川県連合

13 小田原 道人 26 男 滋賀県 滋賀県協会

14 栗原 正明 26 男 山梨県 ﾎﾞﾃﾞｨﾁｭｰﾝ･ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ(山梨)

15 水谷 淳 23 男 宮城県 東北大学/学連

16 藤崎 直哉 29 男 神奈川県 ｺｰﾄﾞﾊﾞｲｸ･G.A.M(神奈川)

17 阿部 嵩大 19 男 東京都 日本体育大学/学連

【エリート女子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

1 宮澤 恵理 27 女 愛知県 スクワードタクヤ(愛知)

2 沢田 愛里 33 女 北海道 JR北海道（北海道）

3 松本 文佳 18 女 京都府 チームケンズ京都（京都）

【エイジクラス男子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

201 大東 泰弘 26 男 愛知県

202 浜田 慎平 27 男 三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

203 小室 淳史 27 男 東京都 東京大学

204 水柿 康一 27 男 神奈川県 ウォーターパーシュモン

205 大東 隆史 28 男 愛知県

301 古畑 真 30 男 埼玉県

302 太田 祐介 30 男 岐阜県

303 宮澤 孝裕 31 男 愛知県 SQUAD TAKUYA

304 後藤　逸斗 32 男 東京都 bebedores

305 清水　友幸 32 男 静岡県 BARCA FOSSATO

306 村上 淳 32 男 東京都

307 福谷 公宏 38 男 神奈川県 航空自衛隊

308 小嶋　知洋 39 男 神奈川県

401 瀬戸 幸正 40 男 神奈川県 ベーグルワン

402 星 秀明 40 男 千葉県 swacchi and sunny

403 小川 哲男 40 男 東京都 Harriers

404 細見 敦史 41 男 京都府 チームケンズ京都

405 柴田 真之 41 男 静岡県 磐田トライアスロンクラブ

406 秋山 充二郎 42 男 東京都

407 白井 克昌 43 男 鹿児島県

408 新井 武志 44 男 静岡県 Mercoledi Ciucchi

409 外山　貴士 44 男 東京都

410 西藤　保 46 男 千葉県

411 前田 慶二 46 男 静岡県 沼津トライアスロンクラブ

412 吉岡 睦 46 男 大阪府

413 保科 晴康 46 男 長野県 FG HARUMA

414 佐野 哲也 47 男 静岡県

415 鵺野 隆治 47 男 東京都 MTC

416 西村 昭俊 48 男 東京都 wachi-rt

417 斎藤 宗樹 48 男 神奈川県

418 藤井 晴彦 49 男 静岡県

501 鳥越 秀樹 51 男 岡山県

502 高島 千秋 51 男 福井県 福井鉄人会

503 和島 知己 51 男 青森県 ビーライン青森

504 北條 伸行 52 男 静岡県 エノトラ

505 加藤 幸司 53 男 茨城県 B.T.Dongame

506 山田 和典 56 男 愛知県 T.R.T. Wood-Note

601 松尾 巖 71 男 神奈川県 F・D・KHRONOS

602 神谷 進五 71 男 愛知県 安城西部RC

603 川崎 潔 60 男 大阪府

604 鈴木 文夫 60 男 福島県 郡山サイクルフレンズ

605 伊藤 誠規 63 男 兵庫県

606 川端 晃 66 男 岡山県 Team-Win-NOZAKI

【エイジクラス女子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

701 岸本 美南海 25 女 京都府 京都府立医科大学

702 小出 美穂 30 女 埼玉県

703 渡邊 京子 32 女 愛知県

704 福谷 真美 37 女 神奈川県

705 芦澤 ひとみ 38 女 東京都

706 久保木 美代子 40 女 岡山県 TEAM-win-NOZAKI

707 吉岡 泉 46 女 大阪府

【ビギナークラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

801 天野 篤史 19 男 愛知県

802 松倉 友樹 31 男 東京都

803 笹原 慎也 35 男 静岡県

804 友野 あづさ 38 女 神奈川県

805 田中　悦郎 40 男 千葉県

806 寺田 秀一 44 男 静岡県 vivace-掛川

807 岩田 龍志 44 男 神奈川県 100miles

808 稲葉 昌広 48 男 静岡県

809 坂口　博之 49 男 神奈川県 100miles

【キッズクラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

1001 野宮 孝介 小4 男 東京都 ﾁｰﾑ BI&HIｼﾞｭﾆｱ

1002 保科 遥香 小4 女 長野県 FG HARUMA

1003 林 文吾 小4 男 東京都 BI&HIジュニア

1004 小寺 妃華莉 小4 女 岡山県

1005 春名 隆 小4 男 東京都 BI&HIジュニア

1006 岩瀬 千朋 小4 女 山梨県 チーム山梨

1007 高梨 千帆里 小4 女 静岡県 チームポテト

1008 橘田　翔 小5 男 山梨県 甲府市立中道北小学校

1009 寺田 吉騎 小6 男 静岡県 VIVACE-掛川

1010 小寺 里沙 小6 女 岡山県

1011 浜 魁人 小6 男 神奈川県

1012 岩瀬 大知 小6 男 山梨県 チーム山梨

1013 高梨 万里王 小6 男 静岡県 チームポテト

【ジュニアクラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

2001 橘田　大河 中1 男 山梨県 甲府市立笛南中学校

2002 岩瀬 大周 中1 男 山梨県 山梨大学教育人間科学部

B|B·B›�»�ë�¢
B|B·B›�
�¸
:ˆ:‡:‡:•�$��:w¢�® BhB~BuBjB¤Bt
:ˆ:‡:‡:•�Ì!°Aí( BhB~BuBjB¤Bt
:ˆ:‡:ˆ:‰�$��:w�"#n BhB~BuBjB¤Bt
:‰:‡:‡:ˆ�Ì!°Aí�"�! BsB B†B]BjB¤Bt
:‰:‡:‡:‰�$��:w�"�_ BsB B†B]BjB¤Bt

B|B·B›BlB®Bu
i1ú
:Š �û�Ä:w�¥
ë BcB¥B·Bƒ�Z�6
:Œ�¹�Û:w�b�� BcB¥B·Bƒ!µ�6
:Ž 
W
�:w
k BcB¥B·Bƒ!µ�6

:‹:‡:‹ &¦-×:w�•�� BcB_BsBjB¤Bt!µ�6

ISHII
テキストボックス
年齢は2013年12月31日現在表記No.05311430No.06012000No.06031800No.06061350




