
Calfman Japan Duathlon Grand Prix Season10    クラブ対抗戦
Harriers

1 深浦 祐哉 エリート男子
32 金子 久美 ビギナークラス
39 柴田 佳代子 ビギナークラス
45 田島 豊子 ビギナークラス
51 錦織 由美子 ビギナークラス
59 西山 博之 エリート男子
59 広瀬 ひろみ ビギナークラス

333 中島 秀彰 エイジクラス男子
353 岩渕 成祐 エイジクラス男子
392 木村 紀子 エイジクラス女子
395 江夏 直子 エイジクラス女子
398 近藤 裕子 エイジクラス女子
403 高橋 千晶 エイジクラス女子
414 島村 りさ エイジクラス女子
415 手塚 洋子 エイジクラス女子
416 伊藤 美保 エイジクラス女子
417 土屋 智恵美 エイジクラス女子
418 久米 美香 エイジクラス女子
450 廣澤 木綿子 シチズンクラス
569 赤川 竜一 エイジクラス男子
630 Delmar Nigel エイジクラス男子
636 小川 哲男 エイジクラス男子
646 井上 良康 エイジクラス男子
758 新津 桂一郎 エイジクラス男子
773 大多和 昌彦 エイジクラス男子

青山トライアスロン倶楽部
69 鶴田 耕基 ジュニアクラス

237 岡沢 洋介 エイジクラス男子
256 高瀬 誠 エイジクラス男子
307 片岡 臣     エイジクラス男子
320 谷川 一樹 エイジクラス男子
342 小西 裕二 エイジクラス男子
352 沼田 真清 エイジクラス男子
358 小林 明郎 エイジクラス男子
387 小林 千枝 エイジクラス女子
396 野田 由美 エイジクラス女子
411 宮武 美果 エイジクラス女子
612 内田 卓 エイジクラス男子
621 小林 祐太 エイジクラス男子
651 大澤 勇人 エイジクラス男子
654 池田 勉 エイジクラス男子
670 横溝 勇 エイジクラス男子
703 段原 一聽 エイジクラス男子
709 関口 秀之 エイジクラス男子
719 青中 伸一 エイジクラス男子
759 来栖 哲 エイジクラス男子

BIKE&HIKE
44 松田 航介 エリート男子
87 西村 智仁 キッズクラス

291 高木 泰平 エイジクラス男子
296 福家 朋 エイジクラス男子
322 須藤 岳彦 エイジクラス男子
326 的場 清 エイジクラス男子
393 安田 智子 エイジクラス女子

BIKE&HIKE
401 長田 康恵 エイジクラス女子
437 石井 良 シチズンクラス
456 遠藤 崇典 シチズンクラス
465 中川 達也 シチズンクラス
485 関 貴教 シチズンクラス
490 竹内 正昭 エイジクラス男子
743 宮坂 和宜 エイジクラス男子
745 長田 浩彦 エイジクラス男子

チームケンズ京都
14 山本 康貴 エリート男子
21 稲井 勇仁 エリート男子
35 杉原 賞紀 エリート男子
64 中山 菜々美 ジュニアクラス
72 橋本 紗英 ジュニアクラス
77 加後 賢太郎 ジュニアクラス
96 松本 文佳 エリート女子
98 加後 美咲 エリート女子

102 中島 帆波 エリート女子
104 恒川 由衣 エリート女子

Swacchi
76 木綿 速人 ジュニアクラス

254 長谷川 幸央 エイジクラス男子
293 浅見 義彦 エイジクラス男子
313 山崎 武範 エイジクラス男子
627 小暮 恒介 エイジクラス男子
629 星 秀明 エイジクラス男子
740 増田 具正 エイジクラス男子
757 木綿 正秋 エイジクラス男子

アヤト TS
49 新堀 隆章 ビギナークラス

329 渡辺 恭一 エイジクラス男子
367 山崎 博之 エイジクラス男子
434 新堀 利章 シチズンクラス
624 百瀬 信吾 エイジクラス男子
730 菊地 栄紀 エイジクラス男子
777 鈴木 潤 エイジクラス男子

Dualo Running Club
10 落合 利江 ビギナークラス
42 山本 祥子 ビギナークラス
55 河田 雅子 ビギナークラス

334 水垣 聡 エイジクラス男子
354 大谷 真樹 エイジクラス男子
639 佐藤 俊樹 エイジクラス男子
768 八木 健司 エイジクラス男子

Team ARI
373 山岸 哲 エイジクラス男子
458 山口 玲央 シチズンクラス
645 保高 洋 エイジクラス男子
647 青木 文伸 エイジクラス男子
680 各務 亨 エイジクラス男子
763 油谷 充彦 エイジクラス男子

稲毛インター
34 高梨 翔太 エリート男子
99 上田 藍 エリート女子

105 伊藤 喜志子 エリート女子
107 加藤 友里恵 エリート女子
314 森田 翼 エイジクラス男子
744 尾上 宜隆 エイジクラス男子

湘南ベルマーレトライアスロンクラブ
27 若杉 恵夢 エリート男子
38 戸原 開人 エリート男子

108 佐藤 千佳 エリート女子
332 高橋 和宏 エイジクラス男子
343 伊藤 直樹 エイジクラス男子
344 納富 活成 エイジクラス男子
368 花井 哲 エイジクラス男子
609 楠 直人 エイジクラス男子
653 鹿島田 信一 エイジクラス男子
665 田村 昌義 エイジクラス男子
690 木村 航士 エイジクラス男子
729 中込 英夫 エイジクラス男子

SUNNY FISH
20 長谷川 健 エリート男子
43 柳井 賢太 エリート男子
50 平松 弘道 エリート男子
51 廣澤 克壽 エリート男子

321 山階 光将 エイジクラス男子

横浜鉄人クラブ
317 石川 智浩 エイジクラス男子
336 奈良島 信泰 エイジクラス男子
407 藤田 千華 エイジクラス女子
579 柳田 優樹 エイジクラス男子
769 岩田 聖市 エイジクラス男子

東京ヴェルディ
49 阿部 吉貴 エリート男子

365 古川 正敏 エイジクラス男子
370 波江野 正 エイジクラス男子
408 有賀 礼子 エイジクラス女子
582 星 慎太郎 エイジクラス男子

IRON UNIT
250 白井 孝幸 エイジクラス男子
253 柊木野 正崇 エイジクラス男子
484 末廣 慶太 エイジクラス男子
619 奥木 常允 エイジクラス男子

チーム 山梨
33 森田 裕見子 ビギナークラス
35 森田 鉄舟 ビギナークラス
81 森田 幸史郎 キッズクラス
99 森田 克馬 キッズクラス
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モンスタートライアスロンクラブ
347 梅本 登 エイジクラス男子
355 福士 幸彦 エイジクラス男子
696 國枝 秀行 エイジクラス男子
701 西村 隆之 エイジクラス男子

日本ろう自転車競技協会
242 峰 武史 エイジクラス男子
300 曽我 匡 エイジクラス男子
338 古川 英夫 エイジクラス男子
658 一条 厚 エイジクラス男子

保津川トライアスロン倶楽部
36 蔭山 大樹 エリート男子
65 飯尾 寛太 ジュニアクラス
71 青木 威澄 ジュニアクラス
98 佐々木 工海 キッズクラス

チーム乳酸蓄積
3 小島 聡 ビギナークラス

264 成繁 新治 エイジクラス男子
271 江内田 直樹 エイジクラス男子

Team-Win-NOZAKI
2 高橋 泰夫 エリート男子

379 川端 晃 エイジクラス男子
394 久保木 美代子 エイジクラス女子


