
プロ№1 女子 5km　(28年度岩手国体に派遣する千葉県選考会)

ｾﾞｯｹﾝ ■高校生の部

1 村田　瑛菜 ﾑﾗﾀ ｴﾅ 東海大学付属浦安高等学校

2 中島　華穂 ﾅｶｼﾏ ｶﾎ 西武台千葉高等学校

3 寒河江　奈央 ｻｶﾞｴ ﾅｵ 市川高等学校

■24歳以下

4 柴原　冴 ｼﾊﾞﾊﾗ ｻｴ 東京都 日本女子体育大学

5 内田　柚菜 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾅ 埼玉県 日本女子体育大学

プロ№2 男子 5km　(28年度岩手国体に派遣する千葉県選考会)

ｾﾞｯｹﾝ ■高校生の部

6 上原　広暉 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｷ 千葉県 千葉明徳OWS

■24歳以下

7 恩田　匠 ｵﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ 神奈川県 東海大学

8 中井　滉 ﾅｶｲ ﾋﾛ 兵庫県 浪速最速劇場

■25～34歳

9 山下　貴之 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾕｷ 千葉県 ルネサンス浦安

10 篠　旭 ｼﾉ ｱｷﾗ 埼玉県 HT

■35～44歳

11 久保　晃弘 ｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ 千葉県 フルティンズ

■45～54歳

12 原田　真宏 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 東京都 初トラ

13 杉沢　毅志 ｽｷﾞｻﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 JFE京浜

14 飯塚　良久 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋｻ 神奈川県 アクラブ

15 宮川　雅文 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ 埼玉県 TIオーシャンズ

プロ№3 女子 5km　(第92回日本選手権OWS10km競技予選会の部)

ｾﾞｯｹﾝ ■高校生の部

16 長谷川　ほのか ﾊｾｶﾞﾜ ﾎﾉｶ 神奈川県 相模原市水泳協会

■24歳以下

17 新倉　みなみ ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ 東京都 セントラルフィットネスクラブ目黒

18 今田　薫乃 ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ 東京都 国士舘大学

19 高橋　美香 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 神奈川県 国士舘大学

20 森山　幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ 日本体育大学

21 石井　彩葉 ｲｼｲ ｲﾛﾊ 東京都 慶應義塾大学

22 松下　彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ 神奈川県 国士館楓泳会

■25～34歳

23 岩永　美里 ｲﾜﾅｶﾞ ﾐｻﾄ 神奈川県 ATSC.YW

24 山口　綾乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 神奈川県 横浜サクラ

■35～44歳

25 村上　理江 ﾑﾗｶﾐ ﾘｴ 群馬県 野間スイミング前橋



プロ№4 男子 5km　(第92回日本選手権OWS10km競技予選会の部)

ｾﾞｯｹﾝ ■高校生の部

26 小林　孝輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 東京都 日大豊山

27 渋谷　祐之介 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾉｽｹ 神奈川県 atsc.yw

■24歳以下

28 大和　航 ﾔﾏﾄ ﾜﾀﾙ 東京都 国士舘大学

29 山崎　真吾 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東京都 国士舘大学

30 川原　春海 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙﾐ 東京都 セントラルフィットネスクラブ目黒

31 宮澤　歩夢 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 東京都 国士舘大学

32 土田　省吾 ﾂﾁﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 千葉県 国際武道大学

33 石川　條太郎 ｲｼｶﾜ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 SPﾎｳﾄｸ金沢

34 小出　廉 ｺｲﾃﾞ ﾚﾝ 東京都 国士舘大学

35 藤掛　遼太郎 ﾌｼﾞｶｹ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 明治大学

36 川上　真生 ｶﾜｶﾐ　ﾏｻｷ 明治大学

37 南出　大伸 ﾐﾅﾐﾃﾞ　ﾀｲｼﾝ 日本体育大学

38 笠原　敬太 ｶｻﾊﾗ ｹｲﾀ 神奈川県 慶應義塾大学

39 豊田　壮　 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 日本体育大学

40 吉田　峻也 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 山梨県 山梨学院大学

41 阿久津　照幸 ｱｸﾂ ﾃﾙﾕｷ 東京都 国士舘大学

42 佐藤　祐弥 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 日本体育大学

43 半田　虎生 ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾗｲ 東京都 太陽教育SC

44 田脇　裕太 ﾀﾜｷ ﾕｳﾀ 神奈川県 慶應義塾大学

45 富内　檀 ﾄﾐｳﾁ ﾀﾞﾝ 神奈川県 ocean-navi

■35～44歳

46 櫻井　智和 ｻｸﾗｲ ﾄﾓｶｽﾞ 東京都 オーシャンナビ

■45～54歳

47 長谷部　吉紀 ﾊｾﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ 東京都 アイアンマンOWSチーム

48 妹尾　信一 ｾﾉｵ ｼﾝｲﾁ 東京都 インフィニティ

プロ№5 女子 一般5km

ｾﾞｯｹﾝ ■小学生の部／C（5～6年）

101 守谷　希波 ﾓﾘﾔ ﾉﾉﾊ 神奈川県 mede鯛2002

■高校生の部

102 高橋　くるみ ﾀｶﾊｼ ｸﾙﾐ 東京都 品川女子学院

■24歳以下

103 佐々木　衿香 ｻｻｷ ｴﾘｶ 神奈川県 慶應義塾大学

■25～34歳

104 寺嶋　優佳 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾕｶ 東京都 オーシャンナビ

105 黒子　亜美 ｸﾛｺ ｱﾐ 東京都 AGswimmers

106 小林　恭子 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｺ 東京都 損保ジャパン日本興亜水泳部

107 岩田　文 ｲﾜﾀ ｱﾔ 埼玉県 コナミ入間



■35～44歳

108 森田　知美 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 東京都 柏洋スイマーズ

109 大塚　容子 ｵｵﾂｶ ﾖｳｺ 東京都 三井不動産

110 川内　和歌奈 ｶﾜｳﾁ ﾜｶﾅ 東京都 オーシャンナビ

■45～54歳

111 片岡　早苗 ｶﾀｵｶ ｻﾅｴ 東京都 チームケンズ西東京

112 加藤　知子 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 東京都 BAR SWIM

113 中山　輝美 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾙﾐ 東京都 ocean navi

114 伊藤　しほ子 ｲﾄｳ ｼﾎｺ 千葉県 NAS西船橋

115 山田　操 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｵ 神奈川県 JHK

116 松木　まゆみ ﾏﾂｷ ﾏﾕﾐ 東京都 アクラブ

117 河崎　典子 ｶﾜｻｷ ﾉﾘｺ 神奈川県 オーシャンナビ

■55～64歳

118 島　悦子 ｼﾏ ｴﾂｺ 東京都 オーシャンナビ

119 清澤　京子 ｷﾖｻﾜ ｷｮｳｺ 埼玉県 プレオンS

120 霜重　繁子 ｼﾓｼﾞｭｳ ｼｹﾞｺ 神奈川県 アクラブ

121 臼倉　晶子 ｳｽｸﾗ ｱｷｺ 埼玉県 プレオン千間台

122 石川　淑江 ｲｼｶﾜ ﾖｼｴ 東京都 アクラブ調布

プロ№6 男子 一般5km

ｾﾞｯｹﾝ ■中学生の部

123 丹羽　歩夢 ﾆﾜ ｱﾕﾑ 群馬県 NOMA

■高校生の部

124 仙田　樹 ｾﾝﾀﾞ　ｲｯｷ 千葉県 西武台千葉高校

125 藤本健太郎 ﾌｼﾞﾓﾄ　ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 西武台千葉高校

126 中根　龍希 ﾅｶﾈ ﾀﾂｷ 東京都 慶應義塾高校

127 石川　知真 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾏ 埼玉県 慶應義塾高校

128 並木　貴業 ﾅﾐｷ ﾀｶﾅﾘ 神奈川県 慶應義塾高校

129 井上　大河 ｲﾉｳｴ ﾀｲｶﾞ 東京都 慶應義塾高校

■24歳以下

130 小林　慶 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 東京都 慶應義塾大学

131 クレーマー　龍太 ｸﾚｰﾏｰ ﾘｭｳﾀ 東京都 慶應義塾大学

132 水谷　洋輔 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｳｽｹ 東京都 慶應義塾大学

133 村松　郁晃 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶｱｷ 東京都 慶應義塾大学

134 松本　康平 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 東京都 慶應義塾大学

135 横田　貴大 ﾖｺﾀ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 慶應義塾大学

136 一丸　謙志郎 ｲﾁﾏﾙ ｹﾝｼﾛｳ 東京都 慶應義塾大学

137 藤本　和也 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 慶應義塾大学

138 長谷川　雄万 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾏ 東京都 慶應義塾大学

139 永田　圭 ﾅｶﾞﾀ ｹｲ 神奈川県 慶應義塾大学

140 孫　徳賦 ｿﾝ ﾄｸﾌ 東京都 慶應義塾大学



■25～34歳

141 三浦　悠佑 ﾐｳﾗ ﾕｳｽｹ 埼玉県 MIURA

142 宮本　陽輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ 埼玉県 自衛隊体育学校

143 片岡　裕也 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾔ 埼玉県 自衛隊体育学校

144 浅田　雄利 ｱｻﾀﾞ ｶﾂﾄ 千葉県 浅田 雄利

145 谷口　滋彦 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｹﾞﾋｺ 千葉県 マイティ

146 峰野　祐輔 ﾐﾈﾉ ﾕｳｽｹ 埼玉県 チーム入間

147 齋藤　晃 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 東京都 チームケンズ西東京OWS部

148 九町　俊吾 ｸﾁｮｳ ｼｭﾝｺﾞ 埼玉県 ノースウエスト

■35～44歳

149 須藤　泰貴 ｽﾄｳ ﾔｽｷ 東京都 東京

150 山田　肇 ﾔﾏﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 オーシャンナビ

151 出口　由和 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 なし

152 近藤　賢 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 茨城県 O2

153 安達　由明 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼｱｷ 東京都 北砂メロンソーダズ

154 酒徳　拓郎 ｻｶﾄｸ ﾀｸﾛｳ 東京都 TOKSW

155 丹羽　俊之 ﾆﾜ ﾄｼﾕｷ 群馬県 NOMA

156 石井　宏和 ｲｼｲ ﾋﾛｶｽﾞ 埼玉県 初トラ

157 永井　純 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝ 東京都 北原病院リハ科

158 唐津　大輔 ｶﾗﾂ　ﾀﾞｲｽｹ

159 秋元　智博 ｱｷﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 CD-adapco

160 佐藤　基樹 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ 千葉県 柏洋スイマーズ

161 櫻井　康一 ｻｸﾗｲ ｺｳｲﾁ 東京都 ちーむしずしず

162 川島　隆伸 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾉﾌﾞ 埼玉県 コナミ入間

163 小林　茂久 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾋｻ 東京都 テクノス・ジャパン

164 石塚　貴将 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾏｻ 東京都 石塚　貴将

165 横田　安弘 ﾖｺﾀ ﾔｽﾋﾛ 栃木県 足利高氏

166 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 埼玉県 MSC

167 湯井　達也 ﾕｲ ﾀﾂﾔ 埼玉県 ゆい

168 西尾　伸一 ﾆｼｵ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 アクアタマ

169 粟野　剛 ｱﾜﾉ ﾀｹｼ 東京都 千代田走友会

170 後藤　順一 ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山梨県 JTU山梨

■45～54歳

171 永見　明久 ﾅｶﾞﾐ ｱｷﾋｻ 東京都 コナミ大森

172 斎藤　史郎 ｻｲﾄｳ ｼﾛｳ 京都府 ほわいとぴっぐ

173 林　宏昭 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 東京都 三菱電機トレーディング㈱

174 山口　裕文 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 山口裕文

175 石井　慶太 ｲｼｲ ｹｲﾀ 神奈川県 エポック

176 奥寺　康司 ｵｸﾃﾞﾗ ｺｳｼﾞ 神奈川県 KY

177 篠田　浩幸 ｼﾉﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 篠田浩幸

178 木村　一茂 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ 東京都 ハチ公スイム

179 田中　大介 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 オーシャンナビ



180 海老原　武 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 茨城県 守谷インター

181 久野　哲也 ﾋｻﾉ ﾃﾂﾔ 茨城県 スパーク千代田

182 渡邉　哲也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 FOX swim

183 高橋　太 ﾀｶﾊｼ ﾌﾄｼ 埼玉県 L.S.C

184 林　健一 ﾊﾔｼ ｹﾝｲﾁ 千葉県 けんいち

185 児島　裕和 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 zima

186 芹澤　洋一 ｾﾘｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 東京都 lapulem

187 鶴　信次 ﾂﾙ ｼﾝｼﾞ 東京都 つるしんSC

188 井踏　一紀 ｲﾌﾞﾐ ｶｽﾞﾉﾘ 埼玉県 初めてのトライアスロン部

189 今村　朋裕 ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 ヒヤシンス

190 古山　進 ﾌﾙﾔﾏ ｽｽﾑ 千葉県 チームたいわん

191 河合　紳和 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 静岡県 清流館SC

192 守谷　雅之 ﾓﾘﾔ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 mede鯛2002

193 福嶋　真理 ﾌｸｼﾏ ﾏｺﾄ 埼玉県 福嶋　真理

194 青木　晋 ｱｵｷ ｼﾝ 神奈川県 バトルシャーク

195 伴　宏光 ﾊﾞﾝ ﾋﾛﾐﾂ 東京都 BAN AC

196 木村　保 ｷﾑﾗ ﾀﾓﾂ 埼玉県 戸田市水泳連盟

197 田中　陽一 ﾀﾅｶ ﾖｳｲﾁ 東京都 GTC

198 瀬川　勝 ｾｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 埼玉県 なんちゃって水泳部

199 塚本　幸治 ﾂｶﾓﾄ ﾕｷﾊﾙ 千葉県 塚本幸治

200 廣石　譲治 ﾋﾛｲｼ ｼﾞｮｳｼﾞ 千葉県 初トラover50s

201 高木　達朗 ﾀｶｷﾞ ﾀﾂﾛｳ 神奈川県 チームJHK

202 神山　茂 ｶﾐﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 AVALONRACING

203 小林　聡 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 東京都 初めてのトライアスロン部

204 藤田　新二 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 千葉県 オッティモ

205 川那部　岳志 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 東京都 千代田走友会

206 塚田　哲治 ﾂｶﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 茨城県 アンビシャス

207 吉村　貴由 ﾖｼﾑﾗ ｷﾖｼ 東京都 初めてのトライアスロン部

208 川崎　武夫 ｶﾜｻｷ ﾀｹｵ 東京都 FOX swim

■55～64歳

209 新倉　達郎 ﾆｲｸﾗ ﾀﾂｵ 東京都 損保ジャパン日本興亜水泳部

210 苅込　希 ｶﾘｺﾐ ﾉｿﾞﾐ 東京都 笹原小ＳＣ

211 中村　泰彦 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋｺ 東京都 アクラブ

212 塩田　厚 ｼｵﾀ ｱﾂｼ 神奈川県 歯歯漏会

213 小暮　泰美 ｺｸﾞﾚ ﾔｽﾐ 千葉県 小暮泰美

214 小代　宗謙 ｵｼﾞﾛ ｿｳｹﾝ 茨城県 守谷インターナショナル

215 大波　久男 ｵｵﾅﾐ ﾋｻｵ 埼玉県 ソル

216 徳山　一 ﾄｸﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 東京都 千代田走友会

217 谷本　鉄夫 ﾀﾆﾓﾄ ﾃﾂｵ 東京都 谷本

■65～74歳

218 田中　康之 ﾀﾅｶ ﾔｽﾕｷ 東京都 インフィニティ

219 岡田　恒治 ｵｶﾀﾞ ﾂﾈﾊﾙ 千葉県 岡田眼科

220 岩佐　善規 ｲﾜｻ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 goodyboy



プロ№7 女子 2km

ｾﾞｯｹﾝ ■小学生の部／B（3～4年）

301 武本　柚葉 ﾀｹﾓﾄ ﾕｽﾞﾊ 東京都 ユズLOVEパパ

■24歳以下

302 野崎　美優 ﾉｻﾞｷ ﾐﾕ 神奈川県 ATSC.YW

■25～34歳

303 長谷川　真帆 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾎ 東京都 CMC-SC

■35～44歳

304 山崎　真理子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾘｺ 茨城県 損保ジャパン日本興亜水泳部

305 森　久美子 ﾓﾘ ｸﾐｺ 埼玉県 初トラ

306 宮崎　美穂 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾎ 東京都 2ndcafe

307 岩永　直子 ｲﾜﾅｶﾞ ﾅｵｺ 千葉県 CC

308 大日方　忍 ｵﾋﾞﾅﾀ ｼﾉﾌﾞ 東京都 千代田走友会

■45～54歳

309 中條　史穂 ﾅｶｼﾞｮｳ ｼﾎ 茨城県 損保ジャパン日本興亜水泳部

310 深澤　亜矢子 ﾌｶｻﾜ ｱﾔｺ 長野県 ハンガーノッカーズ

311 島　慈 ｼﾏ ﾒｸﾞﾐ 埼玉県 損保ジャパン日本興亜水泳部

312 林　ゆりえ ﾊﾔｼ ﾕﾘｴ 東京都 有明BST

313 塚田　美智子 ﾂｶﾀﾞ ﾐﾁｺ 茨城県 アンビシャス

314 黒田　裕子 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｺ 東京都 グリーン

315 吉田　君江 ﾖｼﾀﾞ ｷﾐｴ 東京都 グリーン

■55～64歳

316 山之内　真理 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘ 東京都 アクラブ

317 吉田　智江 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｴ 埼玉県 ＴＩオーシャンズ

318 阿部　京子 ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ 東京都 Dotoyosu

319 星野　ひとね ﾎｼﾉ ﾋﾄﾈ 東京都 とねちゃん

320 比気　美保子 ﾋｷ ﾐﾎｺ 茨城県 uudragon

プロ№8 男子 2km

ｾﾞｯｹﾝ ■小学生の部／C（5～6年）

331 中條　樹 ﾅｶｼﾞｮｳ ｲﾂｷ 茨城県 損保ジャパン日本興亜水泳部

■中学生の部

332 榮井　海斗 ｻｶｲ ｶｲﾄ 静岡県 SJNK水泳部

■高校生の部

333 内川　隆景 ｳﾁｶﾜ ﾀｶｶｹﾞ 東京都 慶應義塾高校

334 半谷　隆弥 ﾊﾝｶﾞｲ ﾘｭｳﾔ 埼玉県 慶應義塾高校

335 阿部　哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 千葉県 船橋二和高校

■24歳以下

336 吉田　裕作 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｻｸ 東京都 慶應義塾大学

337 米田　将太郎 ﾖﾈﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 東京都 国士舘大学

338 山本　康平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 神奈川県 慶應義塾大学

339 高坂　悠介 ｺｳｻｶ ﾕｳｽｹ 千葉県 こうさか

340 前田　篤志 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 神奈川県 損保ジャパン日本興亜水泳部



■25～34歳

341 葛原　健吾 ｸｽﾞﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 埼玉県 損保ジャパン日本興亜水泳部

342 矢内　道幸 ﾔﾅｲ ﾐﾁﾕｷ 神奈川県 初めてのトライアスロン部

343 村上　雅規 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｷ 東京都 東久留米スイムスクール

344 岡田　才門 ｵｶﾀﾞ ｻｲﾓﾝ 東京都 SSC

345 山田　真也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ 東京都 TOKSW

346 杉山　潤 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 東京都 チームたけのこ

347 牧野　充宣 ﾏｷﾉ ﾐﾂﾉﾌﾞ 東京都 Team竹友

■35～44歳

348 柴田　和宣 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 千葉県 柴田和宣

349 下末　大輔 ｼﾀｽｴ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 初めてのトライアスロン部

350 堀　勇人 ﾎﾘ ﾊﾔﾄ 千葉県 損保ジャパン日本興亜水泳部

351 新井　耕平 ｱﾗｲ ｺｳﾍｲ 埼玉県 ラボラトリズム

352 高橋　洋介 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ 東京都 高橋

353 阿部　剛 ｱﾍﾞ ﾂﾖｼ 茨城県 損保ジャパン日本興亜水泳部

354 三神　信太郎 ﾐｶﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 新宿区トライアスロン連合

355 堀江　俊行 ﾎﾘｴ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 勇泳邁進

356 高根　勝 ﾀｶﾈ ﾏｻﾙ 埼玉県 ぽせいどんず

357 有川　次郎 ｱﾘｶﾜ ｼﾞﾛｳ 東京都 ぽせいどんず

358 志摩　和範 ｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 志摩和範

359 猿山　秀幸 ｻﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 ぽせいどんず

360 春名　徹男 ﾊﾙﾅ ﾃﾂｵ 東京都 SOLINZ

361 中村　太一 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 東京都 ぽせいどんず

362 圓目　伸治 ﾏﾙﾒ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 初トラ

363 中埜　俊郎 ﾅｶﾉ ﾄｼﾛｳ 東京都 ぽせいどんず

364 近藤　里有 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｳ 埼玉県 近藤　里有

365 溝口　竜一郎 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 千葉県 溝口

366 渡辺　基文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄﾌﾐ 富山県 なし

■45～54歳

367 坂本　和亮 ｻｶﾓﾄ ｶﾂｱｷ 東京都 大津

368 武本　真哉 ﾀｹﾓﾄ ｼﾝﾔ 東京都 ユズLOVEパパ

369 永久保　征和 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 大津

370 鈴木　等 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 千葉県 SD旭

371 深澤　和史 ﾌｶｻﾜ ｶｽﾞﾌﾐ 長野県 ハンガーノッカーズ

372 野池　祐志 ﾉｲｹ ﾕｳｼﾞ 東京都 初トラ部

373 武藤　康浩 ﾑﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 L.S.C

374 松浦　正裕 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 Solinz

375 金指　正太郎 ｶﾅｻﾞｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 静岡県 鉄人28号

376 松村　佳昭 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼｱｷ 東京都 BRAVIA

377 菊江　悟史 ｷｸｴ ｻﾄｼ 神奈川県 JNT

378 浅利　長武 ｱｻﾘ ｵｻﾑ 千葉県 ガゼル

379 早川　英明 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 損保ジャパン日本興亜水泳部



380 榮井　貴之 ｻｶｲ ﾀｶﾕｷ 静岡県 SJNK水泳部

381 村上　剛 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹｼ 東京都 村上　剛

382 川合　亮 ｶﾜｲ ｱｷﾗ 東京都 team superfly

383 桑原　恒幸 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾂﾈﾕｷ 東京都 TK

384 片岡　健二 ｶﾀｵｶ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 L.S.C

385 梅本　和正 ｳﾒﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ 埼玉県 L.S.C

386 余語　健司 ﾖｺﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 有明BST

■55～64歳

387 男全　正憲 ｵﾏﾀ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 損保ジャパン日本興亜水泳部

388 松本　祐一 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 東京都 E3 Fit

389 大久保　裕二 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞ 東京都 損保ジャパン日本興亜水泳部

390 丸　誠一郎 ﾏﾙ ｾｲｲﾁﾛｳ 東京都 オーシャンナビ

■65～74歳

391 田邊　貞夫 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾀﾞｵ 東京都 東砂MSC

392 宮崎　友寿 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 東京都 2ndcafe

プロ№9 OWS検定会

393 菅井　史 ｽｶﾞｲ ﾁｶ 北海道 シチー軍団

394 今西　寛和 ｲﾏﾆｼ ﾋﾛｶｽﾞ 千葉県 ウェブ八千代マリンブルー

395 吉田　明訓 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 千葉県 A.Yoshida

396 菅井　大紀 ｽｶﾞｲ ﾀｲｷ 北海道 K-team

プロ№10 スタンドアップパドルレース1km

551 守谷　希波 ﾓﾘﾔ ﾉﾉﾊ 神奈川県 mede鯛2002

552 守谷　直美 ﾓﾘﾔ ﾅｵﾐ 神奈川県 mede鯛2002

553 中村　誠治 ﾅｶﾑﾗ ｾｲｼﾞ 東京都 ジースリー

プロ№11 女子 3km

ｾﾞｯｹﾝ ■小学生の部／B（3～4年）

401 武本　柚葉 ﾀｹﾓﾄ ﾕｽﾞﾊ 東京都 ユズLOVEパパ

■中学生の部

402 尾花　愛歌 ｵﾊﾞﾅ ﾏﾅｶ 栃木県 TOSS

■25～34歳

403 栗原　知美 ｸﾘﾊﾗ ﾄﾓﾐ 埼玉県 Ken's Club

404 鈴木　菜未 ｽｽﾞｷ ﾅﾐ 千葉県 ガシラ

■35～44歳

405 森田　知美 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 東京都 柏洋スイマーズ

406 磯田　きえ ｲｿﾀﾞ ｷｴ 千葉県 MIGHTY トライアスロンクラブ

407 澤田　恵 ｻﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 東京都 ユイユイ戦隊オヨグンジャー

408 小倉　奈央子 ｵｸﾞﾗ ﾅｵｺ 千葉県 オグラ

409 鈴木　忍 ｽｽﾞｷ ｼﾉﾌﾞ 千葉県 山猿

410 滝澤　仁美 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ 栃木県 TOSS

411 深山　愛 ﾐﾔﾏ ｱｲ 千葉県 -

412 小川　智香子 ｵｶﾞﾜ ﾁｶｺ 千葉県 －



■45～54歳

413 佐々木　直子 ｻｻｷ ﾅｵｺ 千葉県 柏洋南

414 堀　裕子 ﾎﾘ ﾕｳｺ 千葉県 くじらぐみ

415 尾花　和子 ｵﾊﾞﾅ ｶｽﾞｺ 栃木県 TOSS

416 酒井　美穂 ｻｶｲ ﾐﾎ 東京都 チームさかい

417 高坂　志のぶ ﾀｶｻｶ ｼﾉﾌﾞ 千葉県 粋泳会

418 鎌形　和美 ｶﾏｶﾞﾀ ｶｽﾞﾐ 千葉県 ちよばん

419 長門　広華 ﾅｶﾞﾄ ﾋﾛｶ 千葉県 TOSS

420 陣内　理恵 ｼﾞﾝﾅｲ ﾘｴ 千葉県 粋泳会

421 近藤　美雪 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 千葉県 l'ottimo

■55～64歳

422 池谷　眞喜子 ｲｹﾀﾆ ﾏｷｺ 神奈川県 チーム　ガッツ

423 清澤　京子 ｷﾖｻﾜ ｷｮｳｺ 埼玉県 プレオンS

424 臼倉　晶子 ｳｽｸﾗ ｱｷｺ 埼玉県 プレオン千間台

426 加藤　眞知子 ｶﾄｳ ﾏﾁｺ 千葉県 粋泳会

プロ№12 男子 3km

ｾﾞｯｹﾝ ■24歳以下

501 細井　康平 ﾎｿｲ ｺｳﾍｲ 埼玉県 細井康平

■25～34歳

502 杉原　史浩 ｽｷﾞﾊﾗ ﾌﾐﾋﾛ 埼玉県 レッドホエールズSC

503 佐藤　崇史 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 千葉県 Choose to Fight!!

504 醍醐　拓海 ﾀﾞｲｺﾞ ﾀｸﾐ 東京都 三建30CLUB

505 西田　恵一 ﾆｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ 神奈川県 西田恵一

506 鈴木　明道 ｽｽﾞｷ ｱｷﾐﾁ 千葉県 鈴果園

507 黒岩　孝一 ｸﾛｲﾜ ｺｳｲﾁ 東京都 ポメラニアンズ

508 鈴木　圭亮 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 千葉県 KTRC

509 鴇田　学 ﾄｷﾀ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 JTRC千葉

510 磯田　真也 ｲｿﾀﾞ ｼﾝﾔ 千葉県 MIGHTY トライアスロンクラブ

511 錦織　新悟 ﾆｼｷｵﾘ ｼﾝｺﾞ 千葉県 NASおゆみ野

512 天野　謙治 ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ 東京都 NSAC

513 栗屋　威史 ｸﾘﾔ ﾀｹｼ 千葉県 クリヤ

514 板垣　隼一 ｲﾀｶﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 坂戸市民

515 林　寛明 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 栃木県 Team SKYBERRY

■35～44歳

516 高橋　初 ﾀｶﾊｼ ﾊｼﾞﾒ 千葉県 黒須興業

517 鈴木　信一 ｽｽﾞｷ  ｼﾝｲﾁ 千葉県 ガシラ

518 里見　憲一 ｻﾄﾐ ｹﾝｲﾁ 東京都 北砂メロンソーダズ

519 西村　大輔 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 楽しいニシムラ一家

520 小宮　朋之 ｺﾐﾔ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 小宮朋之

521 沼田　謙太郎 ﾇﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 沼田謙太郎

522 林　辰典 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾉﾘ 東京都 ピーウォッシュ

523 宝来　淳史 ﾎｳﾗｲ ｱﾂｼ 神奈川県 朝陽水泳会



524 真田　英明 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 さな

525 宮元　孝智 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾄｼ 東京都 北砂メロンソーダ

526 中村　修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ 千葉県 花見川SC

527 渋谷　満弘 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾂﾋﾛ 埼玉県 プレオンS

528 志摩　和範 ｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 志摩和範

529 伊藤　純也 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 茨城県 T-REX

530 木村　昌裕 ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 T-REX

531 岡村　平和 ｵｶﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 埼玉県 レッドホエールズSC

532 日吉　大 ﾋﾖｼ ﾏｻﾙ 千葉県 おでんでん

533 松本　勝司 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂｼ 千葉県 マツモト

534 角谷　誠 ｶﾄﾞﾔ ﾏｺﾄ 東京都 北砂メロンソーダズ

535 福永　将晃 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻﾃﾙ 千葉県 CMPT

536 小島　幸太 ｺｼﾞﾏ ｺｳﾀ 東京都 バタアシ人魚

537 斉藤　竜郎 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾛｳ 千葉県 稲毛インター

538 高橋　耕次 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 千葉県 ＴＫ

539 西尾　伸一 ﾆｼｵ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 アクアタマ

540 松繁　卓哉 ﾏﾂｼｹﾞ ﾀｸﾔ 千葉県 ポメラニアンズ

541 藤井　康之 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾕｷ 東京都 浜町ポメラニアンズ

542 板井　和也 ｲﾀｲ ｶｽﾞﾔ 東京都 オーシャンナビ

543 高橋　義典 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 ポプラ美容室

544 西田　聡 ﾆｼﾀﾞ ｻﾄｼ 東京都 ポメラニアンズ

■45～54歳

545 小林　栄治 ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞ 東京都 北砂メロンソーダズ

546 林　宏昭 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 東京都 三菱電機トレーディング㈱

547 浅田　角郎 ｱｻﾀﾞ ｶｸﾛｳ 千葉県 公津の杜オーシャンズ

548 伊藤　仁 ｲﾄｳ ｼﾞﾝ 神奈川県 伊藤仁

549 武本　真哉 ﾀｹﾓﾄ ｼﾝﾔ 東京都 ユズLOVEパパ

550 鎌田　淳 ｶﾏﾀ ｱﾂｼ 神奈川県 たまプラSRC

551 西　耕一郎 ﾆｼ ｺｳｲﾁﾛｳ 千葉県 西　耕一郎

552 尼子　雅章 ｱﾏｺ ﾏｻｱｷ 千葉県 DCT

553 武藤　毅 ﾑﾄｳ ﾀｹｼ 千葉県 オッティモ

554 井上　浩一郎 ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 ジャイアン

555 金村　博司 ｶﾅﾑﾗ ﾋﾛｼ 千葉県 柏洋スイマーズ

556 松浦　史記 ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐﾉﾘ 千葉県 Team野田

557 濱田　訓平 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘﾋﾗ 東京都 NEC / 朝陽水泳会

558 岸和田　剛 ｷｼﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ 東京都 葉水会

559 澤幡　実成 ｻﾜﾊﾀ ﾐﾅﾘ 埼玉県 AF60

560 木村　明王 ｷﾑﾗ ｱｷｵ 東京都 コナミ船堀

561 池本　修司 ｲｹﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 東京都 ikepon

562 海老原　竜司 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ 千葉県 Swacchi

563 岡松　智嗣 ｵｶﾏﾂ ｻﾄｼ 福島県 郡山南インター

564 高山　裕一 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 東京都 葉水会



565 植田　徹 ｳｴﾀﾞ ﾃﾂ 東京都 トライアスロンルミナ

566 鈴木　仁志 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 神奈川県 朝陽水泳会

567 関口　隆之 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 千葉県 チームハナスイ

568 岩崎　剛士 ｲﾜｻｷ ﾀｹｼ 千葉県 岩崎

569 福山　悟 ﾌｸﾔﾏ ｻﾄﾙ 埼玉県 Team野田

570 福嶋　真理 ﾌｸｼﾏ ﾏｺﾄ 埼玉県 福嶋　真理

571 小林　譲治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳｼﾞ 千葉県 NSAC

572 音成　謙一郎 ｵﾄﾅﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都 葉水会

573 橋本　良浩 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 栃木県 宇都宮村上塾

574 矢竹　敏明 ﾔﾀｹ ﾄｼｱｷ 東京都 北砂メロンソーダーズ

575 増田　進 ﾏｽﾀﾞ ｽｽﾑ 千葉県 Team野田

576 今若　恒幸 ｲﾏﾜｶ ﾂﾈﾕｷ 千葉県 NSAC

577 石川　裕一 ｲｼｶﾜ ﾕｳｲﾁ 千葉県 粋泳会

578 高尾　克則 ﾀｶｵ ｶﾂﾉﾘ 東京都 高尾

579 井形　繁雄 ｲｶﾞﾀ ｼｹﾞｵ 神奈川県 igata

580 荻野　晶之 ｵｷﾞﾉ ﾏｻﾕｷ 東京都 TIオーシャンズ

581 内富　康成 ｳﾁﾄﾐ ﾔｽﾅﾘ 千葉県 柏洋スイマーズ

582 荒井　宏巳 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 東京都 アクラブ八王子

583 飯塚　良久 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋｻ 神奈川県 アクラブ

584 小林　進治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 三井不動産

585 塚田　哲治 ﾂｶﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 茨城県 アンビシャス

586 岩瀬　清 ｲﾜｾ ｷﾖｼ 千葉県 SD旭

587 千種　潤也 ﾁｸﾞｻ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川県 葉水会

588 石川　浩一 ｲｼｶﾜ ｺｳｲﾁ 千葉県 いしやん

589 宮　弘 ﾐﾔ ﾋﾛｼ 埼玉県 レッドホエールズSC

590 田中　宏房 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾌｻ 千葉県 L'ottimo

591 鈴見　純孝 ｽｽﾞﾐ ﾖｼﾀｶ 東京都 Team P-Bay

592 池谷　千尋 ｲｹﾀﾆ ﾁﾋﾛ 神奈川県 チーム　ガッツ

593 堀内　浩司 ﾎﾘｳﾁ ｺｳｼﾞ 千葉県 ARC東京水泳部

■55～64歳

594 藤澤　清志 ﾌｼﾞｻﾜ ｷﾖｼ 東京都 北砂メロンソーダス

595 川村　和清 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｷﾖ 千葉県 川村

596 酒井　光雄 ｻｶｲ ﾐﾂｵ 東京都 チームさかい

597 辛島　邦宏 ｶﾗｼﾏ ｸﾆﾋﾛ 千葉県 粋泳会

598 石綿　仁也 ｲｼﾜﾀ ｼﾞﾝﾔ 千葉県 Team野田

599 三浦　晃英 ﾐｳﾗ ｱｷﾋﾃﾞ 埼玉県 チームミウラ

600 加藤　邦夫 ｶﾄｳ ｸﾆｵ 千葉県 柏洋スイマーズ

601 喜柳　俊幸 ｷﾔﾅｷﾞ ﾄｼﾕｷ 東京都 三井不動産

602 石井　勝 ｲｼｲ ﾏｻﾙ 東京都 なし



■65～74歳

603 尾坂　雅康 ｵｻｶ ﾏｻﾔｽ 千葉県 osaka

604 中村　高志 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 埼玉県 レッドホエールズSC

605 岩佐　善規 ｲﾜｻ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 goodyboy

606 栗原　猛 ｸﾘﾊﾗ ﾀｹｼ 千葉県 白浜楽泳クラブ

607 松丸　芳一 ﾏﾂﾏﾙ ﾖｼｶｽﾞ 千葉県 waraji

■75歳以上

608 佐藤　孝尚 ｻﾄｳ ﾀｶﾅｵ 東京都 アップサイド

プロ№13 女子 1km

ｾﾞｯｹﾝ ■小学生の部／B（3～4年）

701 橋本　志織 ﾊｼﾓﾄ ｼｵﾘ 栃木県 宇都宮村上塾

702 花俣　和葉 ﾊﾅﾏﾀ ｶｽﾞﾊ 千葉県 LOVE&PEACE;

■小学生の部／C（5～6年）

703 花俣　愛葉 ﾊﾅﾏﾀ ﾏﾅﾊ 千葉県 LOVE&PEACE;

■25～34歳

704 高田　紗代 ﾀｶﾀﾞ ｻﾖ 千葉県 NASおゆみ野

705 中冨　つばさ ﾅｶﾄﾐ ﾂﾊﾞｻ 東京都 東京高田馬場組

706 鴇田　麻美 ﾄｷﾀ ｱｻﾐ 千葉県 ポメラニアンズ

■35～44歳

707 大和　縁 ﾔﾏﾄ ﾕｶﾘ 東京都 むぎ

708 下平　微由紀 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾐﾕｷ 東京都 むぎ

709 臼井　かほる ｳｽｲ ｶｵﾙ 東京都 クロネコ

710 中山　早苗 ﾅｶﾔﾏ ｻﾅｴ 埼玉県 チームKON's

711 三浦　浩美 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾐ 東京都 コナミ西葛西

712 岩永　直子 ｲﾜﾅｶﾞ ﾅｵｺ 千葉県 CC

713 高橋　圭 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 埼玉県 ジョニーズ

714 片桐　由賀 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｶ 東京都 北砂メロンソーダズ

715 中村　純子 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 花見川SC

716 井口　有子 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｺ 東京都 東京高田馬場組

■45～54歳

717 松本　寿子 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻｺ 千葉県 マツモト

718 磯野　美和子 ｲｿﾉ ﾐﾜｺ 千葉県 TOSS

719 新井　孝子 ｱﾗｲ ﾀｶｺ 千葉県 パルラマバウレ

720 松本　葉子 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ 東京都 わーらーるー！

721 福田　真由美 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾕﾐ 東京都 東京高田馬場組

722 一ノ関　亜紀 ｲﾁﾉｾｷ ｱｷ 東京都 コナミ福太郎

723 安部　孝子 ｱﾝﾍﾞ ﾀｶｺ 東京都 takako

724 福田　美和 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾜ 東京都 東京高田馬場組

725 加藤　美奈子 ｶﾄｳ ﾐﾅｺ 埼玉県 AF60

726 山本　由里子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｺ 千葉県 わーらーるー

727 田中　美幸 ﾀﾅｶ ﾐﾕｷ 埼玉県 AF60



728 有薗　桂子 ｱﾘｿﾞﾉ ｹｲｺ 東京都 チームナミ

729 塚田　美智子 ﾂｶﾀﾞ ﾐﾁｺ 茨城県 アンビシャス

730 佐藤　富美 ｻﾄｳ ﾌﾐ 東京都 コナミ西葛西

731 高橋　正子 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｺ 千葉県 粋泳会

732 田村　直子 ﾀﾑﾗ ﾅｵｺ 東京都 Team NAMI

733 田村　奈保美 ﾀﾑﾗ ﾅｵﾐ 東京都 東京高田馬場組

734 大塚　俊子 ｵｵﾂｶ ﾄｼｺ 千葉県 toshinee

■55～64歳

735 吉田　智江 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｴ 埼玉県 ＴＩオーシャンズ

736 梅原　篤子 ｳﾒﾊﾗ ｱﾂｺ 東京都 TEAM NAMI

■65～74歳

737 眞山　ひとみ ﾏﾔﾏ ﾋﾄﾐ 埼玉県 KCSS

738 鶴岡　充代 ﾂﾙｵｶ ﾐﾁﾖ 埼玉県 Team野田

プロ№14 男子 1km

ｾﾞｯｹﾝ ■小学生の部／C（5～6年）

751 橋本　凜太郎 ﾊｼﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 栃木県 宇都宮村上塾

■中学生の部

752 松本　勝己 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂｷ 千葉県 マツモト

■高校生の部

753 及川　徹 ｵｲｶﾜ ﾄｵﾙ 千葉県 市立柏高校

754 小鯛　功史 ｺﾀﾞｲ ｱﾂｼ 千葉県 市立柏高校

755 阿部　哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 千葉県 船橋二和高校

756 金澤　遼 ｶﾈｻﾜ ﾘｮｳ 千葉県 市立柏高校

757 真川　修 ﾏｶﾞﾜ ｼｭｳ 千葉県 市立柏高校

758 武者　海翔 ﾑｼｬ ｶｲﾄ 千葉県 市立柏高校

■25～34歳

759 浦上　動太 ｳﾗｶﾐ ﾄﾞｳﾀ 東京都 Nolimit

760 五味　勇気 ｺﾞﾐ ﾕｳｷ 千葉県 z

761 中村　直樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 千葉県 NASおゆみ野

762 岩田　裕之 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ 東京都 三井不動産

763 堀口　真裕 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 袖ヶ浦SF

764 新井　淳 ｱﾗｲ ｼﾞｭﾝ 東京都 新井淳

■35～44歳

765 渋谷　健一 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝｲﾁ 東京都 シブヤ

766 美之口　順平 ﾐﾉｸﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 ピーウォッシュ

767 雫石　正人 ｼｽﾞｸｲｼ ﾏｻﾄ 東京都 こいわ系

768 鐘ヶ江　良彦 ｶﾈｶﾞｴ ﾖｼﾋｺ 千葉県 TASUKI

769 鈴木　健郎 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 千葉県 はなすい

770 荒木　大輔 ｱﾗｷ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 NASおゆみ野

771 寺田　剛 ﾃﾗﾀﾞ ﾂﾖｼ 東京都 コナミ船堀

772 倉本　鎮 ｸﾗﾓﾄ ﾏﾓﾙ 埼玉県 レッドホエールズSC



773 木村　吉孝 ｷﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 千葉県 セントラル八千代

774 鈴木　隆彦 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋｺ 東京都 TEAM NAMI

775 熊倉　成 ｸﾏｸﾗ ｾｲ 埼玉県 レッドホエールズSC

776 西村　太郎 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾛｳ 千葉県 チームはなず

777 近藤　信 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 東京都 チームKON'S

778 鹿島　虎太郎 ｶｼﾏ ｺﾀﾛｳ 千葉県 チームドルフィン

779 杉浦　慎太郎 ｽｷﾞｳﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 nusan

780 保戸田　藤郎 ﾎﾄﾀﾞ ﾌｼﾞｵ 東京都 チームポンコツ

781 高田　高輔 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｽｹ 東京都 チームドルフィン

782 関本　純也 ｾｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 東京都 NST

783 小林　正敏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄｼ 栃木県 TOSS

784 岩崎　信治 ｲﾜｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 三井不動産

785 森田　基靖 ﾓﾘﾀ ﾓﾄﾔｽ 東京都 OASIS金町

■45～54歳

786 多部田　裕司 ﾀﾍﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 東京都 こいわ系

787 安西　篤寛 ｱﾝｻﾞｲ ｱﾂﾋﾛ 千葉県  ウマシカアンチャン

788 坂口　友宏 ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 西葛西

789 八木　博敬 ﾔｷﾞ ﾋﾛﾀｶ 東京都 チームポンコツ

790 中川　裕一 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 東京都 むぎ

791 星野　浩一 ﾎｼﾉ ｺｳｲﾁ 千葉県 ウィンズVC

792 徳丸　邦彦 ﾄｸﾏﾙ ｸﾆﾋｺ 千葉県 こいわ系

793 川名　茂樹 ｶﾜﾅ ｼｹﾞｷ 千葉県 能天気

794 井上　基大 ｲﾉｳｴ ﾓﾄﾋﾛ 神奈川県 葉水会

795 渡辺　正和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 千葉スーパーマン

796 重松　知見 ｼｹﾞﾏﾂ ﾄﾓﾐ 東京都 ポメラニアンズ

797 田中　裕之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 千葉スーパーマン

798 一ノ関　謙 ｲﾁﾉｾｷ ｹﾝ 東京都 チームポンコツ

799 漆山　明 ｳﾙｼﾔﾏ ｱｷﾗ 埼玉県 レッドホエールズSC

800 津久田　司 ﾂｸﾀﾞ ﾂｶｻ 千葉県 粋泳会

801 川嶋　清威 ｶﾜｼﾏ ｷﾖﾀｹ 千葉県 TOSS

802 西田　敏彦 ﾆｼﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 東京都 TIスイム

803 進　崇幸 ｽｽﾑ ﾀｶﾕｷ 東京都 チームゴーズ

■55～64歳

804 高島　秀夫 ﾀｶｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 東京都 ぱふ

805 山本　広史 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 千葉県 わーらーるー

806 島崎　豊 ｼﾏｻﾞｷ ﾕﾀｶ 東京都 team shima

807 佐藤　義高 ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ 東京都 Y

808 寺嶋　康浩 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 粋泳会

809 喜古　隆康 ｷｺ ﾀｶﾔｽ 千葉県 0ayashiharu

810 江崎　裕之 ｴｻｷ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 TIオーシャンズ

811 黒田　芳昭 ｸﾛﾀﾞ ﾖｼｱｷ 栃木県 TOSS

812 横田　清 ﾖｺﾀ ｷﾖｼ 千葉県 SD旭



813 豊留　満 ﾄﾖﾄﾒ ﾐﾂﾙ 千葉県 ウーアスリートクラブ

814 内田　博己 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾐ 千葉県 NASおゆみ野

■65～74歳

815 屋敷　良介 ﾔｼｷ ﾘｮｳｽｹ 埼玉県 レッドホエールズSC

816 山本　武 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 東京都 レッドホエールズSC

■75歳以上

817 久世　敏正 ｸｾﾞ ﾄｼﾏｻ 東京都 朝陽水泳会

818 増田　利夫 ﾏｽﾀﾞ ﾄｼｵ 千葉県 海自OB

ｾﾞｯｹﾝ プロ№15 1kmフレンドリーペアスイム

951 加藤　政那 加藤　知子 東京都 BAR SWIM

952 磯部　由貴 秋山　里和 千葉県 館山市代表(自称)

953 大菊　美穂子 大菊　諭 埼玉県 Anfang

954 小林　千代未 橋口　恵美子 東京都 のほほん’S

ｾﾞｯｹﾝ プロ№16 スタンドアップパドルレース1km

651 黒岩　孝一 ｸﾛｲﾜ ｺｳｲﾁ 東京都 ポメラニアンズ

652 鴇田　麻美 ﾄｷﾀ ｱｻﾐ 千葉県 ポメラニアンズ

653 川元　恵美子 ｶﾜﾓﾄ ｴﾐｺ 東京都 ポメラニアンズ

654 安西　篤寛 ｱﾝｻﾞｲ ｱﾂﾋﾛ 千葉県  ウマシカアンチャン

655 川名　茂樹 ｶﾜﾅ ｼｹﾞｷ 千葉県 能天気

656 池谷　千尋 ｲｹﾀﾆ ﾁﾋﾛ 神奈川県 チーム　ガッツ

ｾﾞｯｹﾝ プロ№17 キッズオープンウォータークリニック

661 木村　魁杜 ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 千葉県 セントラル八千代

662 木村　心優耀 ｷﾑﾗ ｺﾕｷ 千葉県 セントラル八千代


