
CalfMan Ja pan Duathlon Grand Prix
Season 11～近畿ステージ スタートリスト ～

【【エイジクラス男子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

201 村岡 慶一 21 男 大阪府

202 吉田 隼人 21 男 千葉県 順天堂大学

203 岡田 航 24 男 大阪府 TEAM  EDOBORI

204 小林 洋祐 25 男 京都府

205 片山 草太 25 男 大阪府 シマノドリンキング

206 野々脇 晃司 26 男 広島県 マツダTC

207 岳下 誠 26 男 兵庫県

208 古平 慶太 28 男 大阪府 TEAM EDOBORI

209 濱田 慎平 28 男 三重県 MAX SPEED 97

210 高橋 和哉 28 男 大阪府 シマノドリンキング

211 長瀬 大典 28 男 大阪府

212 脇田 聡志 29 男 京都府

213 今村 拓 29 男 奈良県

214 服部 考志 29 男 兵庫県 ユニバーSC

215 高木 将臣 29 男 兵庫県

301 西田 亮太 30 男 大阪府 ｼﾙﾍﾞｽﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

302 黒山 黒山 30 男 兵庫県

303 國府 諒一 30 男 福岡県

304 立松 俊洋 32 男 愛知県

305 馬場 正輝 32 男 兵庫県 伊織

306 重森 堅士 32 男 東京都

307 高岡 良昌 32 男 兵庫県 Team 居酒屋伊織

308 森尾 晃吉 33 男 兵庫県

309 角南 裕 33 男 岡山県 Team-WIN-Nozaki

310 斉藤 弘祥 34 男 大阪府

311 松畑 幸治 34 男 大阪府

312 多良 真之介 35 男 兵庫県

313 飯島 光祐 37 男 兵庫県 TEAM EDOBORI

314 大石 敏夫 37 男 兵庫県 グランデパール播磨

315 梶谷 明直 38 男 岡山県 三菱化学TC

316 阪井 祐介 38 男 兵庫県

317 栗山 和之 38 男 兵庫県

318 浜内 早統 38 男 岡山県

319 松原 宏樹 38 男 山口県

320 福永 健一 39 男 兵庫県

321 林 岳 39 男 大阪府 NASU FAN CLUB

401 尾田 貴雄 40 男 兵庫県

402 島田 英樹 40 男 大阪府

403 那須 慶太郎 40 男 兵庫県 リブロング神戸

404 山之内 一成 40 男 大阪府 team SONIC

405 名越 秀国 41 男 広島県 マツダTC

406 澤 直樹 42 男 兵庫県 芦屋浜AC

407 藤戸 努 42 男 大阪府

408 井上 祐 42 男 大阪府 TEAM EDOBORI

【エイジクラス男子】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

409 冨松 正宏 42 男 愛知県 行雲FC名古屋

410 宮田 敬一 43 男 岡山県 アミーゴ倉敷

411 厚味 武夫 43 男 大阪府

412 廣瀬 直樹 43 男 京都府

413 小野 良太 43 男 兵庫県 Sonic-Racing

414 手操 秀樹 43 男 兵庫県

415 織田 真人 44 男 兵庫県

416 築比地 修 44 男 和歌山県

417 前田 邦男 44 男 岡山県 三菱化学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

418 山上 達也 44 男 兵庫県

419 榎 公博 44 男 徳島県

420 梶浦 義顕 44 男 京都府 西京都病院

421 福成 忠 44 男 兵庫県 ASICS

422 神本 博勝 45 男 兵庫県 トレック神戸六甲

423 岡元 明 45 男 大阪府

424 眞弓 勝志 45 男 大阪府

425 宮脇 隆 45 男 香川県

426 中野 治 45 男 岡山県 たぬきアスリートクラブ

427 林田 耕次 46 男 兵庫県 TEAM EDOBORI

428 西澤 正志 46 男 滋賀県 N2アスリート

429 福田 孝彦 47 男 鳥取県 ShoLow’s

430 藤井 靖幸 47 男 岡山県

431 吉岡 純一 47 男 兵庫県 芦屋浜AC

432 三宅 正一 48 男 兵庫県

433 松本 龍哉 48 男 大阪府

434 中塚 修一 48 男 兵庫県 ｼﾙﾍﾞｽﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

435 Jurkowski Paul 49 男 兵庫県

501 来田 一夫 50 男 大阪府 シルベストトライアスロン

502 青木 辰裕 50 男 兵庫県 ｼﾙﾍﾞｽﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

503 鬼頭 一郎 51 男 大阪府

504 久野 康夫 51 男 大阪府 ｼﾙﾍﾞｽﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

505 石川 修二 51 男 兵庫県 チボリBC

506 窪内 節雄 52 男 兵庫県 TEAM EDOBORI

507 冨岡 敏憲 52 男 広島県

508 鳥越 秀樹 52 男 岡山県

509 浜口 義一 52 男 大阪府

510 中尾 明彦 53 男 兵庫県

511 入江 賢 53 男 京都府 鉄人くらわんか

512 宮本 忠広 53 男 岡山県

513 伊藤 耕治 55 男 岡山県 チームままかり

514 吉村 元明 57 男 兵庫県 VW-SIERRA

601 川崎 潔 61 男 大阪府 芦屋浜AC

602 伊藤 誠規 64 男 兵庫県

603 清水 和義 64 男 兵庫県 ギルガメッシュ

604 住友 明 67 男 兵庫県 神戸PIJC

605 川端 晃 67 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 藤原 結実 25 女 兵庫県

702 岡 智美 28 女 大阪府

703 吉福 理恵 29 女 兵庫県 TEAM EDOBORI

704 高野 紀子 36 女 兵庫県 芦屋浜アスリートクラブ

705 中本 綾美 38 女 兵庫県 芦屋浜AC

706 中塚 裕美 38 女 兵庫県 ｼﾙﾍﾞｽﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

707 久保木 美代子 41 女 岡山県 Team-win-NOZAKI

708 筒井 伊都子 42 女 兵庫県

709 榎 亜子 43 女 徳島県

710 木下 智恵 44 女 愛知県 team58_758

711 川谷 陽子 44 女 愛知県 チームゴーヤー名古屋

712 久野 淳子 51 女 兵庫県 芦屋浜AC

713 中野 しのぶ 55 女 和歌山県

714 脇本 正子 58 女 兵庫県 芦屋浜AC

715 瀬々井 ハル子 64 女 熊本県

【リレー】

【エリート男子】

Bib 氏名 年齢 都道府県 所属

1 森 正 41 三重県 宮川医療少年院デュアスロンクラブ(三重)

2 高橋 泰夫 47 岡山県 寅壱Win-NOZAKI（岡山）

3 山本 康貴 18 京都府 チームケンズ京都（京都）

4 田中 修一 37 兵庫県 兵庫県協会

5 三木 琢矢 44 兵庫県 兵庫県協会

6 蔭山 大樹 21 京都府 京都府協会

7 大島 仁 23 鹿児島県 鹿児島県協会

8 萱岡 洋人 21 広島県 広島県協会

9 岡 公記 27 大阪府 大阪府協会

10 堀内 保大 21 京都府 同志社大学／学連

11 北條 優治 23 大阪府 同志社大学／学連

12 前田 祐輝 22 大阪府 関西大学／学連

13 渡嘉敷 佑允 20 大阪府 同志社大学／学連

14 武内 基真 20 大阪府 関西大学／学連

15 徳丸 雄一 23 広島県 広島大学／学連

16 佐藤 行徳 41 岡山県 岡山県協会

【エリート女子】

Bib 氏名 年齢 都道府県 所属

1 松本 文佳 19 京都府 チームケンズ京都（京都）

2 小原 すみれ 18 京都府 チームケンズ京都（京都）

3 中島 帆波 18 福井県 チームケンズ京都（福井）

Bib チーム名 第１ラン氏名 性別 年齢 バイク氏名 性別 年齢 第２ラン氏名 性別 年齢

3001 JRCパパさんず 森本 智 男 44 藤原 和弘 男 34 森本 智 男 44

ISHII
テキストボックス
年齢は2014年12月31日現在の表記となります10/31版スタートリスト



CalfMan Japan Duathlon Grand Prix
Season 11～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

801 赤松 綾 23 女 兵庫県

802 岡本 章宏 35 男 岡山県

803 西川 剛 35 男 兵庫県 がんばれ 838

804 三木 雅幸 39 男 兵庫県

805 西村 康利 40 男 兵庫県

806 山本 弘美 41 女 兵庫県

807 新井 華緒李 45 女 兵庫県

808 細野 英一 57 男 兵庫県 芦屋浜AC

809 西野 克明 59 男 岡山県

【ジュニアクラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

2001 藤戸 美妃 中1 女 大阪府

2002 正垣 木梨 中1 女 兵庫県 チームケンズ京都

2003 藤山 朋紀 中1 男 京都府

2004 山本 晏美 中1 女 大阪府 NSIﾄﾗｲｱｽﾛﾝｽｸｰﾙ

2005 天野 颯太 中1 男 大阪府 CSヤマダ

2006 谷内 拳 中1 男 大阪府

2007 山内 渓太 中1 男 岐阜県 Team-DADDY

2008 細田 悠太 中1 男 大阪府

2009 田中 祐太朗 中1 男 大阪府

2010 宮脇 昌志 中1 男 兵庫県

2011 中山 菜々美 中2 女 大阪府 チームケンズ京都

2012 飯尾 寛太 中2 男 大阪府 保津川ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ倶楽部

2013 昼神 諒 中3 男 大阪府

2014 山上 知輝 中3 男 兵庫県

【キッズクラス】
Bib 氏名 年齢 性別 都道府県 所属

1001 中村 柊也 小4 男 兵庫県

1002 平木 琢眞 小4 男 京都府 チームケンズ京都

1003 田中 大翔 小4 男 岡山県

1004 川村 佳史 小4 男 大阪府 JFK

1005 二井 智央 小4 男 兵庫県

1006 清水 葵 小4 女 兵庫県 チームAN3

1007 高田 玄 小4 男 京都府 保津川ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ倶楽部

1008 道本 和磨 小5 男 岡山県

1009 栗山 透弥 小5 男 兵庫県

1010 天野 玲 小5 男 大阪府

1011 嶋 奏一郎 小5 男 京都府 保津川ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ倶楽部

1012 森本 寛大 小5 男 兵庫県

1013 佐々木 工海 小5 男 京都府 保津川ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ&#20465;楽

1014 昼神 颯太 小5 男 大阪府

1015 山田 穣 小6 男 兵庫県

1016 岡井 結優 小6 女 兵庫県

1017 藤田 真優 小6 女 愛媛県

1018 内田 真樹 小6 女 兵庫県

1019 吉田 亜生 小6 男 岡山県

1020 安藤 勘太 小6 男 岡山県

1021 伊藤 仁 小6 男 大阪府 NSIトライアスロン

1022 二井 範子 小6 女 兵庫県



10/30現在チーム対抗戦リスト

種目 RACENO 氏名 チーム名（現在のコンピュータ文字） チーム対抗戦

キッズクラス 1021 伊藤 仁 NSIトライアスロン 参加する

エイジクラス男子 203 岡田 航 TEAM EDOBORI 参加する

エイジクラス男子 208 古平 慶太 TEAM EDOBORI 参加する

エイジクラス男子 313 飯島 光祐 TEAM EDOBORI 参加する

エイジクラス男子 427 林田 耕次 TEAM EDOBORI 参加する

エイジクラス男子 506 窪内 節雄 TEAM EDOBORI 参加する

エイジクラス女子 703 吉福 理恵 TEAM EDOBORI 参加する

エリート男子 16 佐藤 行徳 Team-win-NOZAKI 参加する

エイジクラス男子 309 角南 裕 Team-win-NOZAKI 参加する

エイジクラス男子 605 川端 晃 Team-win-NOZAKI 参加する

エイジクラス女子 707 久保木 美代子 Team-win-NOZAKI 参加する

エリート男子 2 高橋 泰夫 Team-win-NOZAKI 参加する

エイジクラス男子 410 宮田 敬一 アミーゴ倉敷 参加する

エイジクラス男子 205 片山 草太 シマノドリンキング 参加する

エイジクラス男子 501 来田 一夫 シルベストトライアスロンクラブ 参加する

エイジクラス男子 301 西田 亮太 シルベストトライアスロンクラブ 参加する

エイジクラス男子 434 中塚 修一 シルベストトライアスロンクラブ 参加する

エイジクラス男子 502 青木 辰裕 シルベストトライアスロンクラブ 参加する

エイジクラス男子 504 久野 康夫 シルベストトライアスロンクラブ 参加する

エイジクラス女子 706 中塚 裕美 シルベストトライアスロンクラブ 参加する

エリート男子 3 山本 康貴 チームケンズ京都 参加する

エリート女子 3 中島 帆波 チームケンズ京都 参加する

エリート女子 2 小原 すみれ チームケンズ京都 参加する

ジュニアクラス 2002 正垣 木梨 チームケンズ京都 参加する

ジュニアクラス 2011 中山 菜々美 チームケンズ京都 参加する

エリート女子 1 松本 文佳 チームケンズ京都 参加する

エイジクラス男子 206 野々脇 晃司 マツダTC 参加する

エイジクラス男子 406 澤 直樹 芦屋浜AC 参加する

エイジクラス男子 431 吉岡 純一 芦屋浜AC 参加する

エイジクラス男子 601 川崎 潔 芦屋浜AC 参加する

エイジクラス女子 705 中本 綾美 芦屋浜AC 参加する

エイジクラス女子 712 久野 淳子 芦屋浜AC 参加する

エイジクラス女子 714 脇本 正子 芦屋浜AC 参加する

ビギナークラス 808 細野 英一 芦屋浜AC 参加する

エイジクラス女子 704 高野 紀子 芦屋浜AC 参加する

エイジクラス男子 305 馬場 正輝 伊織 参加する

エリート男子 12 前田 祐輝 関西大学 参加する

エリート男子 15 徳丸 雄一 広島大学Gulls 参加する

エイジクラス男子 315 梶谷 明直 三菱化学トライアスロンクラブ 参加する

エイジクラス男子 417 前田 邦男 三菱化学トライアスロンクラブ 参加する

キッズクラス 1013 佐々木 工海 保津川トライアスロン倶楽部 参加する

エリート男子 6 蔭山 大樹 保津川トライアスロン倶楽部 参加する

ジュニアクラス 2012 飯尾 寛太 保津川トライアスロン倶楽部 参加する

キッズクラス 1007 高田 玄 保津川トライアスロン倶楽部 参加する

チーム名が統一された文字が同一クラブとして登録されます。

コンピュータ処理の都合わずかな字体の違いでも順位が付きません。

3名完走しないと順位が付きません。また3名に満たないクラブは参加資格がありません。

明らかに同一チームと判断できる略称文字や空白文字等は事務局にて修正させて頂きました。

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 以降全て

ポイント 20 15 10 9 8 7 6 5 4 3 1 以降全て

※クラブ対抗戦は3名以上完走したクラブに、各部門の順位に応じたポイントを付与する。

獲得ポイントは以下の順位に設定する。（最下位でも1ポイントを獲得できます） ｴﾘｰﾄ男女別順位、

ｴｲｼﾞ（１０代男女別順位、２０代男女別順位、３０代男女別順位、４０代男女別順位、５０代男女別順位、６０歳以上男女

ﾘﾚｰ総合順位、ｼﾞｭﾆｱ総合順位、ｷｯｽﾞ総合順位、ﾋﾞｷﾞﾅｰ総合順位




