
CalfMan Japan Duathlon Grand Prix
Season 10～北関東ステージ 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 34 男 東京都 ﾊﾘｱｰｽﾞ/新宿ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ

2 藤崎 直哉 29 男 神奈川県 G.A.M/CODE  BIKE

3 立花 勝 31 男 静岡県 御殿場ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

4 高橋 泰夫 46 男 岡山県 みずほ食品Win-NOZAKI

5 栗原 正明 26 男 東京都 BODY TUNE/GOLD WIN

6 今井 隆生 23 男 東京都

7 大野 剛 24 男 東京都 ｴｽﾌｫﾙﾀ/COMPRESSPORT

8 井上 亮 29 男 京都府

9 安田 一行 27 男 神奈川県 チームY

10 田中 文也 22 男 神奈川県 日本体育大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

11 浅海 健太 19 男 神奈川県 川崎市立橘高等学校

12 山本 康貴 17 男 京都府 チームケンズ京都

13 稲井 勇仁 18 男 京都府 チームケンズ京都

14 若杉 恵夢 24 男 神奈川県 湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

15 長谷川 友祐 21 男 埼玉県 早稲田大学

16 泉地 平良 23 男 神奈川県

17 吉田 茂樹 25 男 埼玉県 LOTTE

18 丸茂 昌寛 21 男 東京都 明治大学

19 市川 勝 31 男 東京都

20 渡利 雄太 21 男 東京都 早稲田大学

21 神山 和哉 21 男 宮城県 東北大学学友会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

22 坂本 憲彦 50 男 東京都

23 阿部 嵩大 19 男 東京都

24 徳永 吉彦 36 男 長野県 ｲﾝｻｳﾄﾞｱｳﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

25 吉野 順久 20 男 東京都

26 田中 勇希 24 男 宮城県 NTTドコモ

27 池添 敦 21 男 宮城県 東北大学学友会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

28 堀 雄太 22 男 茨城県 筑波大学体育会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

29 寺澤 光介 19 男 神奈川県

30 水谷 渉 25 男 埼玉県

31 森 裕之 22 男 神奈川県 ボンバーズ

32 木坂 敢 38 男 石川県 金沢AC

33 福永 晃樹裕 21 男 東京都 日本大学

34 佐柄 遼 21 男 東京都 早稲田大学

35 稲田 祐輝 28 男 東京都

36 狩野 佑輔 20 男 神奈川県

37 嶋村 充宏 20 男 神奈川県

38 水野 諒太郎 27 男 東京都

39 安藤 佑介 21 男 神奈川県

40 原 恭平 21 男 神奈川県

41 井上 賢吾 22 男 東京都 東海大学

42 阿部 幹也 20 男 神奈川県 国士舘大学

43 勝目 理 21 男 神奈川県 トライアスロン部

44 奥脇 健太 23 男 東京都

45 藤沼 勇輝 19 男 神奈川県

46 芝 幸久 20 男 東京都 芝 省三

47 立道 国一 25 男 長野県 BIKE RANCH

48 小島 靖弘 38 男 東京都 KⅡ‐Lab

49 齊藤 史明 28 男 東京都 東京消防庁

50 佐藤 行徳 40 男 岡山県 TEAM-WIN-NOZAKI

51 神田 侑也 20 男 東京都 国士舘大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

52 大島 仁 22 男 鹿児島県 鹿児島大学

【エリート女子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

1 加後 美咲 17 女 京都府 チームケンズ京都

2 高橋 夏美 23 女 東京都 国士舘大学

3 遠藤 有希 21 女 東京都

4 奥脇 早織 22 女 神奈川県 日本体育大学

5 忽滑谷 英美 21 女 埼玉県

【エイジクラス男子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

101 岩本 敏 17 男 鳥取県 チームエフォーツ

201 根本 正人 22 男 神奈川県 東海大学ボンバーズ

202 上瀧 豊 22 男 東京都 ☆NYAN☆

203 宮井 貴之 23 男 東京都

204 佐藤 敬哉 26 男 栃木県 じてんしゃの杜

205 山田 達郎 27 男 神奈川県

【エイジクラス男子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

206 田実 誠 27 男 東京都

207 田島 英 27 男 栃木県 ■TCC■

208 徳 厚洋 27 男 東京都 カミトラ

209 水柿 康一 27 男 神奈川県 ウォーターパーシュモン

210 細谷 亮祐 27 男 神奈川県

211 荒井 崇 27 男 千葉県

212 山元 一史 29 男 東京都 Team TRION

213 山口 雄大 29 男 東京都

301 太田 祐介 30 男 岐阜県

302 大畑 亮介 31 男 東京都 team trion

303 内田 惇一 31 男 神奈川県 azb:RC

304 雑賀 大輔 32 男 千葉県 Blanche

305 柏 教之 32 男 埼玉県

306 佐久間 純 32 男 福島県

307 鈴木 匡嘉 32 男 東京都 azb:RC

308 長塚 昌平 32 男 東京都

309 谷川 延久 33 男 兵庫県

310 安藤 望 33 男 東京都

311 小菅 賢太朗 33 男 東京都 三菱商事ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ同好会(T

312 宮村 和宏 33 男 東京都

313 峰 武史 34 男 埼玉県

314 信耕 森生 34 男 東京都 IEI-CRT

315 岩間 健司 34 男 千葉県

316 國分 俊幸 34 男 栃木県 じてんしゃの杜

317 藤崎 宗春 34 男 千葉県

318 池田 啓 34 男 東京都 BARCA FOSSATO

319 長谷川 幸央 35 男 千葉県 Swacchi

320 大橋 純 35 男 東京都 BARCA FOSSATO

321 蓑輪 昌幸 35 男 神奈川県 Team3S

322 千田 航平 35 男 東京都

323 諏訪 学顕 36 男 千葉県 Swacchi

324 北村 真介 36 男 東京都 キタムラン

325 櫛野 英治 36 男 埼玉県 ADventures

326 中村 聡史 36 男 東京都 ﾁｰﾑｵｰﾊﾞｰﾘｱｸｼｮﾝ

327 小西 幸洋 37 男 神奈川県

328 南島 康一 37 男 東京都 チョモランマ池上

329 長岡 正之 37 男 埼玉県 IEI-CRT

330 西井 宏彰 37 男 東京都 Team MILANO

331 古沢 元揮 37 男 東京都

332 伊芸 秀一 37 男 神奈川県

333 渡邉 龍寿 37 男 栃木県 かねこクリニックAC

334 浅見 義彦 38 男 千葉県 Swacchi

335 若松 武史 38 男 栃木県 じてんしゃの杜

336 笹沼 恒人 38 男 千葉県

337 矢野 太郎 38 男 東京都

338 福谷 公宏 38 男 神奈川県 航空自衛隊

339 望月 健太郎 38 男 東京都 T3

340 岡崎 和彦 39 男 埼玉県 スズパワーとら組み

341 山崎 武範 39 男 埼玉県 Swacchi

342 小嶋 知洋 39 男 神奈川県

343 須藤 恭弘 39 男 東京都 Team 3S

344 山階 光将 39 男 東京都 サニーフィッシュ

345 森山 岳 39 男 埼玉県

401 小暮 恒介 40 男 東京都 Swacchi

402 星 秀明 40 男 千葉県 swacchi

403 古田 健二 40 男 埼玉県 徒RUN’o者

404 Delmar Nigel 40 男 東京都

405 坂入 和徳 40 男 東京都 NAS

406 内田 博文 40 男 栃木県 チームTCC

407 国定 俊明 40 男 群馬県 パワーキッズ伊勢崎店

408 佐藤 為 41 男 東京都 たっちゃんのおとうさん

409 柴本 靖史 41 男 埼玉県 Swacchi

410 稲 寛彰 41 男 東京都

411 河北 英明 42 男 東京都 CWS

412 鹿島田 信一 42 男 東京都 湘南ベルマーレ

413 いまだ としかず 42 男 東京都

414 長坂 剛 42 男 東京都 チームMTT

415 山本 卓也 43 男 新潟県 MRC/POJ
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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

416 折原 利行 43 男 千葉県 Swacchi

417 山本 敦 43 男 東京都

418 穐谷 功 43 男 埼玉県 みさかサイクル

419 平澤 信彦 44 男 東京都

420 金井 富三夫 44 男 東京都 月の家

421 三宅 利洋 44 男 埼玉県

422 田代 秀樹 45 男 栃木県

423 杉山 俊昭 45 男 神奈川県

424 伊藤 茂 45 男 埼玉県

425 岩本 力 46 男 岐阜県 チームエフォーツ

426 塙 勝宏 46 男 千葉県 Swacchi

427 藤野 茂 46 男 埼玉県 ★TOKIO★

428 中村 高歩 46 男 神奈川県 YOUCAN多摩境

429 宮坂 和宜 46 男 東京都 BIKE&HIKE

430 須田 仁 47 男 東京都 カミトラ

431 須藤 永力 48 男 埼玉県

432 小柳 晋一 48 男 東京都 エルニーニョ

433 高橋 朝章 48 男 埼玉県 元気溌剌↑↑

434 WEBB ANTHO 48 男 埼玉県

435 山川 雅之 49 男 東京都

501 人見 克哉 50 男 埼玉県 ベアリスRC

502 三矢 弘幸 51 男 東京都 カミトラ

503 須田 成俊 51 男 埼玉県 ＲＴ野豚

504 和島 知己 51 男 青森県

505 有持 真人 51 男 神奈川県 Team ARI

506 西澤 淳 52 男 東京都

507 福田 義房 53 男 埼玉県 大福屋

508 菅谷 豊明 53 男 東京都 坂レンジャー

509 石川 康広 53 男 福島県 かねこクリニックAC

510 篠崎 剛 53 男 栃木県 TEAM でんでん

511 加藤 幸司 53 男 茨城県 B.T.Dongame

512 小林 茂則 56 男 埼玉県 小川工業土木部

513 古平 善人 57 男 埼玉県 TEAM MILANO

514 安藤 善朗 59 男 東京都 ウエーブス

601 芳賀 眞 60 男 埼玉県

602 小林 靖治 60 男 東京都 TRIREX

603 川崎 潔 60 男 大阪府

604 堀井 健司 61 男 東京都

605 西内 秀一 62 男 福島県 浜通りﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

606 飯島 幸昌 66 男 埼玉県 秩父アスリートクラブ

607 川端 晃 66 男 岡山県 Team-Win-NOZAKI

608 松尾 巖 71 男 神奈川県 F・D・KHRONOS

【エイジクラス女子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

701 木下 涼風 19 女 東京都

702 松枝 愛子 21 女 東京都 ノースウェスト

703 蓑田 真璃 22 女 千葉県

704 川嶋 七彩 24 女 神奈川県

705 安曇 樹香 24 女 茨城県 筑波大学トライアスロン部

706 岸本 美南海 25 女 京都府

707 工藤 桃子 29 女 東京都 カミトラ

708 小出 美穂 30 女 埼玉県

709 林 沙織 33 女 神奈川県 Team 3S

710 堂下 幸代 39 女 東京都 カミトラ

711 和泉 美弥子 40 女 東京都 カミトラ

712 蛯澤 こずえ 43 女 東京都

713 高橋 千和 48 女 埼玉県 元気溌剌↑↑

714 野上 ジェラルデ 64 女 東京都 ハリアース

【リレー】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

3001 倉科 賢 33 男 東京都 Team32

3002 下野 善弘 36 男 神奈川県 AXAﾄﾗｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

【ビギナークラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

801 水柿 隼人 18 男 神奈川県 ウォーターパーシュモン

802 篠崎 愛 22 女 栃木県 TEAM でんでん

【ビギナークラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

803 金子 朗 26 男 東京都

804 畦田 泰洋 26 男 埼玉県 小川町陸協

805 眞田 高歩 28 男 東京都

806 岡安 亮平 28 男 埼玉県

807 田中 祐子 28 女 栃木県 TEAM でんでん

808 岡田 みずえ 30 女 東京都

809 新居 啓志 31 男 東京都

810 岩立 剛 31 男 千葉県 オッティモ

811 宮田 大地 32 男 埼玉県

812 藤 徹也 32 男 神奈川県 LOVEWING

813 石川 光佑 33 男 東京都

814 大貫 恵治 33 男 東京都

815 齋藤 清貴 33 男 栃木県 リベルタス

816 川岸 恵美子 35 女 東京都

817 益子 剛 37 男 栃木県 チームdenden

818 筒木 忍 38 女 東京都 ☆NYAN☆

819 田中 拓也 39 男 東京都

820 山田 康博 40 男 千葉県

821 原 雅樹 40 男 東京都 ☆NYAN☆

822 新川 慎一郎 41 男 埼玉県

823 宮坂 貴志 42 男 千葉県 オッティモ

824 秋山 充二郎 42 男 東京都

825 間瀬 真生 42 男 東京都

826 山内 光 42 女 東京都 ☆NYAN☆

827 田口 一実 43 男 埼玉県

828 千葉 晃 44 男 埼玉県

829 宮内 政雄 45 男 東京都 ATA南行徳

830 冨山 明 46 男 栃木県 TEAM でんでん

831 安藤 和之 47 男 千葉県 オッティモ

832 君塚 尚士 48 男 東京都

833 小林 信之 49 男 東京都

834 熊澤 清隆 50 男 栃木県 チームフリーク

835 前川 俊介 51 男 群馬県 スバル自転車部

【ジュニアクラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

2001 福原 幸成 中1 男 神奈川県

2002 関根 大騎 中1 男 埼玉県

2003 飯塚 唯 中1 女 栃木県 宇都宮村上塾

2004 鶴田 耕基 中1 男 東京都 青山トライアスロン倶楽部

2005 木綿 速人 中2 男 千葉県 Swacchi

【キッズクラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

1001 平井 健太郎 小4 男 東京都

1002 筒木 杏 小4 女 東京都 ☆NYAN☆

1003 原 穂乃香 小4 女 東京都 ☆NYAN☆

1004 高梨 万里王 小5 男 静岡県 チームポテト

1005 関根 翔 小5 男 埼玉県

1006 稲延 夢元 小5 男 栃木県

1007 原田 有彩 小5 女 神奈川県

1008 北 りな 小5 女 東京都

1009 鬼頭 大河 小5 男 埼玉県 荒幡ﾋﾞｶﾞｰｽﾞｻｯｶｰﾁｰﾑ

1010 山内 渚 小5 女 東京都 ☆NYAN☆

1011 玉井 綾 小6 男 群馬県 中沢健康ランド

1012 木綿 渡来 小6 男 千葉県 Swacchi

1013 酒見 琳 小6 女 東京都

1014 小石 友貴 小6 男 東京都

1015 北 圭人 小6 男 東京都

1016 高橋 吹歌 小6 女 埼玉県 元気溌剌↑↑

1017 川口 諒人 小6 男 栃木県
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