
CalfMan Japan Season14　最終戦 チャンピオンシップ
～スタートリスト～

(2017年2月21日現在)

【エリート男子】 【エリート男子】
Bib 氏名 学生 年齢 都道府県 所属 Bib 氏名 学生 年齢 都道府県 所属

1 深浦 祐哉 38 東京都 Go up / 杉沢歯科医院（東京） 41 渡邊 哲也 ☆ 21 東京都 中央大学／学連

2 中村 祐輔 ☆ 23 神奈川県 明治大学／学連 42 原 昇平 ☆ 21 千葉県 東京工業大学／学連

3 安松 青葉 ☆ 20 東京都 日本体育大学／学連 43 金辻 大輝 ☆ 23 京都府 立命館大学／学連

4 三須 龍一郎 ☆ 21 東京都 明治大学／学連 44 佐藤 雄大 ☆ 21 埼玉県 明治大学／学連

5 田中 文也 26 神奈川県 湘南ベルマーレ（神奈川） 45 大林 巧実 ☆ 22 東京都 明治大学／学連

6 栗原 正明 30 山梨県 チームエース（山梨） 46 江口 大聖 ☆ 20 埼玉県 立教大学／学連

7 北條 巧 ☆ 21 神奈川県 日本体育大学（学連） 47 田中 航希 ☆ 21 京都府 立命館大学／学連

8 肥後 巧 ☆ 21 神奈川県 東海大学（学連） 48 竹内 友哉 ☆ 22 大阪府 同志社大学／学連

9 尾関 駿介 ☆ 21 神奈川県 神奈川大学／学連 49 小田原 道人 30 大阪府 大阪府トライアスロン協会

10 久山 司 ☆ 21 東京都 慶應義塾大学／学連 50 野崎 雄太 ☆ 21 京都府 同志社大学／学連

11 青木 威澄 19 大阪府 保津川トライアスロン倶楽部（大阪） 51 熊井 善之 ☆ 21 神奈川県 明治大学／学連

12 山岸 穂高 ☆ 20 千葉県 明治大学／学連 52 成田 健悟 23 愛知県 愛知県トライアスロン協会

13 渡部 晃大朗 23 千葉県 博慈会（東京） 53 小池 貴裕 ☆ 20 千葉県 慶應義塾大学／学連

14 池田 康智 ☆ 21 東京都 中央大学／学連 54 塩野 貴史 24 愛知県 愛知県トライアスロン協会

15 稲葉 大友 ☆ 22 京都府 同志社大学／学連 55 渡嘉敷 佑允 ☆ 23 大阪府 同志社大学／学連

16 川村 好平 32 滋賀県 滋賀県トライアスロン協会 56 飯田 健太 ☆ 21 東京都 日本体育大学／学連

17 清水 孝一郎 26 東京都 東京都トライアスロン連合 57 浅見 拓音 ☆ 21 神奈川県 日本体育大学／学連

18 山本 春海 ☆ 21 宮城県 東北大学／学連

19 武部 紘平 ☆ 22 神奈川県 法政大学／学連

20 齋藤 恵介 ☆ 21 千葉県 明治大学／学連

21 吉岡 大志 ☆ 20 神奈川県 早稲田大学／学連

22 佐山 拓海 ☆ 19 宮城県 東北大学／学連 【エリート女子】
23 木村 祐貴 ☆ 21 東京都 中央大学／学連 Bib 氏名 学生 年齢 都道府県 所属

24 淺野 雄大 ☆ 23 宮城県 東北大学／学連 61 佐藤 千佳 31 神奈川県 湘南ベルマーレ（神奈川）

25 望月 満帆 17 山梨県 チームM&M（山梨） 62 岸本 新菜 ☆ 22 神奈川県 日本体育大学（学連）

26 池谷 拓馬 ☆ 21 宮城県 東北大学／学連 63 沢田 愛里 37 北海道 ティーバイティーガレージ（北海道）

27 川上 躍人 ☆ 21 東京都 国士舘大学／学連 64 佐々木 彩乃 ☆ 19 東京都 日本体育大学／学連

28 武田 直樹 ☆ 25 東京都 東京工業大学／学連 65 阿間見 眸 ☆ 21 神奈川県 日本体育大学／学連

29 関根 悠太 ☆ 22 埼玉県 大東文化大学／学連 66 前田 乙乃 ☆ 20 愛知県 東海学園大学／学連

30 板橋 弘人 ☆ 22 宮城県 仙台大学／学連 67 稲葉 明子 ☆ 24 神奈川県 明治大学／学連

31 平原 卓磨 ☆ 23 宮城県 東北大学／学連 68 植松 美晴 ☆ 21 大阪府 同志社大学／学連

32 加藤 将弘 ☆ 20 神奈川県 国士舘大学／学連 69 野村 彩夏 ☆ 20 東京都 日本体育大学／学連

33 平松 幸紘 34 愛媛県 日本食研（愛媛） 70 細矢 祐香 ☆ 21 京都府 立命館大学／学連

34 佐藤 錬 ☆ 22 東京都 神奈川大学／学連 71 市川 愛唯 ☆ 20 埼玉県 日本女子体育大学／学連

35 高橋 正俊 25 大阪府 大阪府トライアスロン協会 72 安藤 雪乃 ☆ 23 東京都 早稲田大学（学連）

36 有島 愛葵 ☆ 21 東京都 日本体育大学／学連

37 大倉 拓也 23 大阪府 大阪府トライアスロン協会

38 浦山 大智 ☆ 22 東京都 東海大学／学連

39 岩瀬 大周 18 山梨県 チームケンズ山梨（山梨） ☆　は学生選手権対象者
40 古家 光 ☆ 21 東京都 日本体育大学／学連
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【エイジクラス男子】 【エイジクラス男子】
Bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 Bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属

201 蜂矢 涼 男 17 愛知県 Triathlon Club Alpha 401 吉田 涼二 男 40 三重県

202 福山 昇吾 男 17 愛知県 TCアルファ 402 上嶋 秀太郎 男 40 東京都

203 前田 能宜 男 18 愛知県 403 熊 英次 男 40 愛知県 チームゴーヤー名古屋

204 加藤 登 男 19 愛知県 愛知大学トライアスロン部 404 小倉 慎太郎 男 41 神奈川県 Athlete Works

205 小杉 拓也 男 19 愛知県 405 川村 考弘 男 41 三重県

206 小幡 紘平 男 20 愛知県 406 萩原 英樹 男 42 滋賀県 大垣ピストンズ

207 松本 大知 男 20 神奈川県 SBC横浜戸塚 407 磯野 栄一 男 43 岐阜県

209 谷口 泰史 男 20 三重県 408 原 義寛 男 43 愛知県

208 有賀 哉人 男 20 愛知県 中部大学トライアスロン部 409 上阪 輝威 男 43 岐阜県 自転車のウエサカ@大垣CSC

210 新田 夏暉 男 21 東京都 東京大学Doo-up 410 本多 裕介 男 44 京都府 KTC

211 金銅 誠人 男 21 京都府 411 山本 英永 男 45 神奈川県 横浜ブルトレ

212 枡田 貴理丸 男 21 愛知県 中京大学 412 川村 龍太郎 男 45 愛知県

213 山本 芽張 男 21 愛知県 中部大学トライアスロン部 413 石川 喜規 男 46 愛知県 SUPER Z/豚速

214 藤木 大貴 男 22 奈良県 近畿大学トライアスロン部 414 佐藤 源信 男 47 愛知県 あすたま

215 今村 栞路 男 22 大阪府 近大 415 青木 幸則 男 47 愛知県

216 松宮 賢人 男 25 滋賀県 ロコレーシング 416 千種 繁樹 男 48 愛知県 あすたま

217 我妻 侑和 男 26 東京都 ADVANCE 417 安田 徳基 男 48 兵庫県

218 石川 剛士 男 27 愛知県 BHMC 418 西澤 正志 男 49 滋賀県

219 フェラーリ シモン 男 28 兵庫県 419 山口 健児 男 49 愛知県

220 吉村 彰記 男 29 愛知県 チーム ゴーヤ名古屋 420 山田 正人 男 49 千葉県 Tyrell-Kagawa CT

221 星 大樹 男 29 神奈川県 501 佐藤 博司 男 50 三重県 大垣ピストンズ

301 中村 亮平 男 30 神奈川県 落武者トライアスリート 502 高橋 泰夫 男 50 岡山県 豊和(株)BOMA

302 植田 恒平 男 31 兵庫県 ウオズミサイクル 503 山本 慈朗 男 52 千葉県 チバポンズ

303 水柿 康一 男 31 神奈川県 川崎市トライアスロンクラブ 504 兼子 進 男 53 愛知県

304 嶋崎 善文 男 32 愛知県 505 冨岡 敏憲 男 55 広島県 マツダトライアスロンクラブ

305 藤井 雅之 男 32 岐阜県 506 西川 達夫 男 55 愛知県

306 村中 大輔 男 32 京都府 保津川トライアスロンクラブ(海自23航空隊) 507 柘植 孝之 男 57 愛知県 セントラル小牧

307 柳川 心 男 34 大阪府 601 本田 日出男 男 60 大阪府 つうばいつう・八尾AC

308 太田 祐介 男 34 岐阜県 602 小島 久直 男 64 愛知県 尾張トライアスロンクラブ

309 柳田 正人 男 35 愛知県 603 沖村 政則 男 64 東京都

310 松岡 慎司 男 35 愛知県 604 松岡 信夫 男 67 富山県 TTR

311 梅谷 安雄 男 36 兵庫県 701 川端 晃 男 70 岡山県 Team-Win-NOZAKI

312 亀井 健太 男 36 神奈川県 湘南ベルマーレ

313 近藤 高弘 男 36 愛知県 【エイジクラス女子】
314 吉川 英一 男 37 愛知県 Bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属

315 岡本 浩之 男 37 愛知県 801 荒川 舞 女 20 東京都 国士舘大学トライアスロン部

316 戸田 琢 男 38 愛知県 釈迦力/RisePassion 802 宮澤 萌衣 女 20 愛知県 中部大学

317 斎藤 渉 男 38 山梨県 803 田中 麻優 女 20 愛媛県 日本食研

318 三嶋 隆司 男 38 静岡県 804 坂本 芽生 女 25 鹿児島県

319 土田 洋平 男 38 岐阜県 ライズパッション 805 秋山 香 女 34 神奈川県 Athlete Works

320 平山 英樹 男 38 三重県 806 武田 紗由巳 女 38 神奈川県 SBC横浜戸塚

321 伊藤 恵介 男 39 岐阜県 807 中塚 裕美 女 41 兵庫県 Azzurri

808 篠原 三陽 女 45 神奈川県 KⅡ-Lab

809 遠松 純子 女 48 愛知県 DESTRA
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【学生OPEN男子】 【ビギナークラス】
Bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 Bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属

901 飯塚 亮 男 19 東京都 国士舘大学トライアスロン部 43 佐野 雄一 男 38 静岡県

902 泉妻 郁哉 男 19 神奈川県 明治大学 44 北嶋 幸治 男 43 富山県

903 古川 徳人 男 19 京都府 同志社大学 45 西野 寿 男 45 愛知県

904 多賀谷 光 男 20 神奈川県 国士舘トライアスロン部 46 王生 淳子 女 45 岐阜県

905 知識 嵩瑛 男 20 愛知県 名古屋大学 47 藤井 裕大 男 46 愛知県

906 山川 大佑 男 20 東京都 明治大学

907 神邑 優輔 男 20 宮城県 東北大学学友会トライアスロン部 【ジュニアクラス】
908 伊藤 友哉 男 20 愛知県 名古屋大学トライアスロン部 Bib 氏名 性別 学年 都道府県 所属

910 遠藤 一馬 男 20 宮城県 東北大学学友会トライアスロン部 28 大蔵 こころ 女 中1 長野県 ホ゛ンシャンス・ユース+赤穂中陸上部

911 野口 剛 男 20 東京都 日本体育大学トライアスロン部 29 荒川 翔太 男 中1 愛知県 トライアスロンクラブアルファ

912 茂山 友樹 男 20 大阪府 立命館大学 30 平泉 真心 女 中1 愛知県 チームゴーヤ名古屋

909 桜井 悠 男 20 東京都 明治大学 31 藤井 大我 男 中1 愛知県

913 菅井 雅浩 男 20 東京都 32 中嶋 千紗都 女 中1 群馬県

916 山村 俊樹 男 21 神奈川県 国士舘大学トライアスロン部 33 川島 愛美 女 中1 和歌山県

917 石川原 光太郎 男 21 宮城県 東北大学学友会トライアスロン部 34 北嶋 桂大 男 中2 富山県

918 岡田 航明 男 21 東京都 国士館大学 35 堀田 俊嘉 男 中2 愛知県 チームゴーヤー名古屋

919 傍島 大詞 男 21 京都府 同志社大学 36 高田 光 男 中2 愛知県 TCアルファ

920 石川 輝 男 21 東京都 37 仲尾 瞭平 男 中2 京都府 保津川トライアスロン&#20465;楽部

914 大山 裕也 男 21 神奈川県 慶応義塾大学トライアスロン部team.j 38 三上 和海 女 中2 愛知県 TC アルファ

921 東 勇次郎 男 21 大阪府 同志社大学 39 浜北 遼平 男 中2 三重県

922 神田 和磨 男 21 東京都 40 佐々木 工海 男 中2 京都府 保津川トライアスロン倶楽部

915 西塔 心路 男 21 宮城県 東北大学学友会トライアスロン部 41 藤田 黎明 男 中2 兵庫県 Team BRAVE

923 鴫原 孝亮 男 21 東京都 国士舘大学トライアスロン部 42 王生 やまと 男 中3 岐阜県 チームゴーヤ名古屋

924 澤口 光 男 21 滋賀県 立命館大学

925 太田 航生 男 21 愛知県 【キッズクラス】
926 荒井 俊亮 男 21 神奈川県 個人 Bib 氏名 性別 学年 都道府県 所属

928 中嶋 克修 男 21 東京都 日本体育大学 1 王生 有咲 女 小1 岐阜県 チームゴーヤ名古屋

927 郷田 知宏 男 21 東京都 明治大学 2 村社 春希 男 小1 兵庫県 チームブレイブ

929 北條 孝樹 男 22 愛知県 名古屋大学 3 高田 真音 男 小2 京都府 保津川トライアスロン倶楽部

930 奥村 悠樹 男 22 滋賀県 同志社大学 4 藤井 友我 男 小2 愛知県

931 井池 祐貴 男 22 大阪府 同志社大学 5 松山 海司 男 小2 兵庫県

932 大倉 一敏 男 22 大阪府 6 嶋村 海城 男 小2 三重県

933 大城 渉 男 23 東京都 明治大学 7 丹羽 歩夢 男 小2 愛知県 スクワットTAKUYA

934 眞嶌 建 男 23 千葉県 8 佐野 陽向 男 小3 静岡県

9 太田 歩夢 男 小3 愛知県 SQUAD TAKUYA

10 植村 裕太朗 男 小3 京都府

11 岩松 紘 男 小3 滋賀県

【学生OPEN女子】 12 伊藤 芳 男 小3 岐阜県

Bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 13 大河内 花音 女 小3 愛知県 蟹江AC

951 川合 みなみ 女 19 京都府 同志社大学 14 斉藤 千奈 女 小4 愛知県 チームゴーヤー名古屋

952 久島 明日香 女 21 東京都 明治大学 15 小石原 舞 女 小4 愛知県

953 田村 彩夏 女 21 兵庫県 同志社大学 16 古川 耕己 男 小4 愛知県

17 大蔵 悟生 男 小5 長野県 ホ゛ンシャンス・キッス゛+駒ヶ根中沢RC

18 平泉 心穂 女 小5 愛知県 チームゴーヤ名古屋

19 竹中 希春 女 小5 京都府

20 大野 真広 男 小5 三重県 チームゴーヤー名古屋

21 近藤 大智 男 小6 愛知県 TCアルファ

22 萩原 大和 男 小6 滋賀県 大垣ピストンズ

23 服部 海紀 男 小6 愛知県 一番★星

24 長谷川 菜奈 女 小6 群馬県

25 斉藤 大豪 男 小6 愛知県 チームゴーヤー名古屋

26 千種 元気 男 小6 愛知県 TCアルファ

27 茶木 輝夏太 男 小6 滋賀県 チームエース
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