
CalfMan Japan Duathlon Grand Prix
Season 10～近畿ステージ 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 森 正 40 男 三重県 宮川医療少年院ﾃﾞｭｱｽﾛﾝｸﾗ

2 三木 琢矢 43 男 兵庫県 AINA/AC

3 高橋 泰夫 46 男 岡山県 みずほ食品Win-NOZAKI

4 中塚 貴文 23 男 京都府 同志社大学大学院

5 安田 一行 27 男 神奈川県 チームY

6 小田原 道人 26 男 大阪府 関西大学

7 山本 康貴 17 男 京都府 チームケンズ京都

8 木坂　敢 38 男 石川県 金沢AC

9 森田 芳彦 21 男 広島県 広島大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部Gulls

10 北居 潤 23 男 広島県 広島市立大学

11 野々脇 晃司 25 男 広島県 マツダTC

13 小林 輝之 29 男 大阪府 大阪府トライアスロン協会

14 中西 洋一 36 男 愛知県 トヨタスポーツマンクラブ

15 山口 祐太 25 男 大阪府 日本学生ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合

【エリート女子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

1 松本 文佳 18 女 京都府 チームケンズ京都

2 坂口 聖香 17 女 兵庫県 Ready Go Japan

【エイジクラス男子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

101 岡田 晃太郎 19 男 岡山県

201 蔭山　大樹 20 男 京都府 保津川ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ倶楽部

202 大塩 竣也 22 男 大阪府

203 小林　洋祐 24 男 京都府

204 藤本 翔 25 男 兵庫県

205 吉川 雄也 26 男 大阪府 TEAM EDOBORI

206 矢野 透 26 男 京都府 京都市消防局ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｻｰｸ

207 今井 基裕 26 男 大阪府 大阪大学自転車競技部

208 吉住 広夢 26 男 大阪府

209 古平 慶太 27 男 大阪府 TEAM EDOBORI

210 浜田 慎平 27 男 三重県 MaxSpeed’97

211 富岡 賢司 27 男 兵庫県

212 脇田 聡志 28 男 京都府

213 服部　考志 28 男 兵庫県 ユニバーＳＣ

214 草香 和裕 28 男 広島県

215 西田 亮太 29 男 大阪府 ｼﾙﾍﾞｽﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

216 黒山 二郎 29 男 兵庫県 黒山レーシング運動部

217 瀧 敬士 29 男 広島県 マツダTC

301 太田 祐介 30 男 岐阜県

302 山田 祥二 30 男 滋賀県 ストラーダRC

303 鈴木 雄策 30 男 兵庫県 ★HCUTC-OB★

304 及川 伸 30 男 大阪府

305 和田 賢幸 30 男 兵庫県 伊織アスリート部

306 馬場 正輝 31 男 兵庫県 伊織アスリート部

307 大西 智広 32 男 大阪府

308 増田 真吾 33 男 兵庫県 伊織アスリート部

309 青木 亮治 33 男 大阪府 TEAM EDOBORI

310 松畑 幸治 33 男 大阪府

311 多良 真之介 34 男 兵庫県

312 二川 浩司 35 男 香川県 讃岐やいの會

313 城内 泰造 35 男 滋賀県 滋賀医科大学

314 黒山 健一 35 男 兵庫県 黒山レーシング運動部

315 清水 博仁 35 男 兵庫県

316 飯島 光祐 36 男 兵庫県 TEAM EDOBORI

317 阪井 祐介 37 男 兵庫県

318 栗山 和之 37 男 兵庫県

319 三宅 康夫 37 男 広島県

320 松原 宏樹 37 男 山口県

321 梅津　剛裕 38 男 徳島県

322 今村 邦弘 38 男 兵庫県

323 本田 淳貴 38 男 大阪府 MTC

324 林 岳 38 男 大阪府 NASU FAN CLUB

325 梅原 猛 39 男 大阪府

326 島田 英樹 39 男 大阪府

327 那須　慶太郎 39 男 兵庫県 リブロング神戸

401 鈴木 宏 40 男 大阪府 ｼﾙﾍﾞｽﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

402 谷　英行 40 男 大阪府

【エイジクラス男子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

403 木曽 智崇 40 男 大阪府

404 細見 敦史 41 男 京都府

405 平井 智之 41 男 大阪府

406 松本 慎一 41 男 兵庫県 NASU FAN CLUB

407 井上 祐 41 男 大阪府 TEAM EDOBORI

408 好井 利典 42 男 兵庫県

409 山崎　正義 42 男 徳島県 963-12-07602

410 中田 知紀 42 男 大阪府

411 小野 良太 42 男 兵庫県 Sonic-Racing

412 奥 崇 42 男 兵庫県

413 織田　真人 43 男 兵庫県 チームしらさぎ

414 岡嶋 悟 43 男 大阪府

415 山上 達也 43 男 兵庫県

416 長谷川 竜也 43 男 三重県

417 神本 博勝 44 男 兵庫県

418 西垣 文正 44 男 大阪府 JFKプレジデント

419 平松　茂 44 男 奈良県

420 片岡 正人 44 男 兵庫県 伊織アスリート部

421 安次富 孝雄 44 男 大阪府

422 宮脇 隆 44 男 香川県 たどつ山一鉄工所

423 矢野 敦 45 男 大阪府

424 林田 耕次 45 男 兵庫県 TEAM EDOBORI

425 中島　健 45 男 兵庫県

426 岩本 力 46 男 岐阜県 チームエフォーツ

427 柘植 康成 46 男 兵庫県 伊織アスリート部

428 柳本 徹 46 男 大阪府

429 高橋 和宏 46 男 兵庫県

430 三宅 正一 47 男 兵庫県

431 松本 龍哉 47 男 大阪府

432 植村 潤二 48 男 京都府

433 福井 孝次 48 男 大阪府 D-ef

434 谷口 博哉 49 男 徳島県 チームNao

435 来田 一夫 49 男 大阪府 ｼﾙﾍﾞｽﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

436 青木 辰裕 49 男 兵庫県 ｼﾙﾍﾞｽﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

437 楠田　修 49 男 兵庫県 チームしらさぎ

501 鬼頭 一郎 50 男 大阪府

502 久野 康夫 50 男 大阪府 ｼﾙﾍﾞｽﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

503 窪内 節雄 51 男 兵庫県 TEAM EDOBORI

504 冨岡 敏憲 51 男 広島県

505 鳥越 秀樹 51 男 岡山県

506 浜口 義一 51 男 大阪府

507 宮本 忠広 52 男 岡山県

508 伊藤　耕治 54 男 岡山県 チームままかり

509 吉村　元明 56 男 兵庫県 VW-SIERRA

510 大橋 好夫 58 男 大阪府 ブル陸上部

601 伊藤　誠規 63 男 兵庫県

602 住友 明 66 男 兵庫県 神戸PIJC

603 川端 晃 66 男 岡山県 Team-Win-NOZAKI

4001 川崎 潔 60 男 大阪府

4002 中村 琢哉 28 男 兵庫県 兵庫県トライアスロン協会

【エイジクラス女子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

701 坂口 楓華 16 女 兵庫県 Ready Go Japan

702 長谷川 稚奈 25 女 大阪府 ティップネス梅田

703 中塚 裕美 37 女 兵庫県 ｼﾙﾍﾞｽﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

704 筒井 伊都子 41 女 兵庫県

【リレー】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

3001 今村 陽子 43 女 兵庫県 ノボリニメッポウヨワイ

3002 出原 拓二 43 男 広島県 チームノブヒコ

3003 大熊 秀和 44 男 大阪府 チームケンジ

3004 中嶋 章好 51 男 兵庫県 帰宅会

【ビギナークラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

801 植田　和輝 20 男 京都府

802 三野 哲矢 26 男 大阪府

803 高橋 弘敬 30 男 兵庫県
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CalfMan Japan Duathlon Grand Prix
Season 10～近畿ステージ スタートリスト ～

【ビギナークラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

804 山下 大介 32 男 兵庫県

805 飯島 高善 32 男 兵庫県 伊織アスリート部

806 野村 篤 33 男 大阪府

807 長谷川 武男 34 男 京都府

808 清澤　芳寛 34 男 兵庫県

809 井畑 修司 34 男 大阪府

810 三木 政和 36 男 兵庫県

811 苗村　隆志 36 男 大阪府

812 栄 直樹 38 男 兵庫県

813 山崎 貴志 38 男 大阪府

814 三木 雅幸 38 男 兵庫県

815 荻野 貴稔 39 男 兵庫県

816 田邊 誠 39 男 大阪府 チーム

817 大西 勝也 41 男 兵庫県

818 岩井　和昭 42 男 兵庫県

819 那須　みゆき 42 女 兵庫県 リブロング神戸

820 片桐　なつみ 46 女 岡山県

821 中辻 勇志 47 男 大阪府

822 竹内 由紀子 47 女 兵庫県

823 向　敏史 48 男 兵庫県

824 河野 純子 49 女 兵庫県

825 高松　陽一郎 50 男 大阪府

826 石川 修二 50 男 兵庫県

827 金屋　元三 50 男 兵庫県

828 竹内 浩之 51 男 兵庫県

829 向井 裕昭 51 男 兵庫県

830 雑賀　律子 51 女 兵庫県

831 岡田 清治 56 男 大阪府

【ジュニアクラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

2001 大浦 涼雅 中1 男 兵庫県 SSRT自転車部

2002 飯尾 寛太 中1 男 大阪府 保津川ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ倶楽部

2003 金屋　祥太郎 中1 男 兵庫県

2004 戸羽　凌亮 中1 男 大阪府

2005 西垣 怜奈 中1 女 大阪府 JFK

2006 西垣 亜美 中1 女 大阪府 JFK

2007 青木 威澄 中2 男 大阪府 保津川ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ倶楽部

2008 山上 知輝 中2 男 兵庫県

2009 佐々木 政史 中3 男 京都府 保津川ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ倶楽部

【キッズクラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

1001 田中　良弥 小4 男 鳥取県

1002 栗山 透弥 小4 男 兵庫県 SUN加西

1003 谷 直樹 小4 男 大阪府

1004 天野　玲 小4 男 大阪府

1005 安藤 大知 小4 男 岐阜県 team OKSS

1006 寺田　圭吾 小4 男 大阪府

1007 平井 良杏 小4 男 大阪府

1008 佐々木 工海 小4 男 京都府 保津川ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ倶楽部

1009 山本 喬太 小4 男 兵庫県

1010 藪さこ ローアン 小4 男 大阪府

1011 赤穂 泰斗 小5 男 兵庫県

1012 林 日向子 小5 女 兵庫県 チームAN3

1013 岡井 結優 小5 女 兵庫県

1014 佐藤　大 小5 男 兵庫県

1015 内田　真樹 小5 女 兵庫県

1016 福田 晴吾 小5 男 島根県

1017 田中　秀磨 小5 男 鳥取県

1018 二井 範子 小5 女 兵庫県

1019 伊藤　仁 小5 男 大阪府 ＮＳＩトライアスロン

1020 正垣 木梨 小6 女 兵庫県

1021 田口 鮎之 小6 男 大阪府 JFK

1022 山本 晏美 小6 女 大阪府 NSIﾄﾗｲｱｽﾛﾝｽｸｰﾙ

1023 小野 彩 小6 女 兵庫県 Sonic-Racing

1024 安藤 里奈 小6 女 岐阜県 team OKSS

1025 大谷 雄剛 小6 男 大阪府 NSIﾄﾗｲｱｽﾛﾝｽｸｰﾙ

1026 細田 悠太 小6 男 大阪府

【キッズクラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

1027 大塚 優希 小6 女 大阪府 NSIﾄﾗｲｱｽﾛﾝｽｸｰﾙ

1028 本多 晴飛 小6 男 兵庫県 チームブレイブ
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