第 21 回 館山オープンウォータースイムレース

(1) 女子5km千葉国体選考会 総合順位
1位 2
高川 楓
18 タカガワ カエデ
2位 3
中島 華穂
19 ナカシマ カホ
3位 1
岡本 舞
17 オカモト マイ

2017/07/16･17
1時間05分43秒12

千葉県

西武台千葉高校

千葉県

中島華穂

1時間07分13秒73

千葉県

西武台千葉高校

1時間22分30秒46

第 21 回 館山オープンウォータースイムレース

(3) 女子5km 第93回日本選手権トライアルの部 総合順位 2017/07/16･17
神奈川県 相模原市水泳協会
1位 15 松下 彩花
24 マツシタ アヤカ
1時間01分21秒38
大阪府 近大クラブ
2位 14 冨井 星河
23 トミイ セイカ
1時間01分55秒69
神奈川県 国士舘大学
3位 12 高橋 美香
21 タカハシ ハルカ
1時間06分57秒05
東京都 国士舘
4位 11 今野 瑠菜
20 コンノ ルナ
1時間08分31秒90
神奈川県 横浜サクラ
5位 16 山口 綾乃
34 ヤマグチ アヤノ
1時間08分34秒39
東京都 国士舘
6位 13 塚田 莉
21 ツカダ レイ
1時間11分09秒81
岩手県 盛岡体協ＳＣ
7位 9
千葉 結衣子
16 チバ ユイコ
1時間13分44秒03
東京都 柏洋スイマーズ
8位 17 森田 知美
36 モリタ トモミ
1時間15分00秒61
東京都 国士舘
10 小島 みどり
DNS
19 コジマ ミドリ
棄権
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(5) 女子5km 大学生の部 総合順位
1位 40 石井 彩葉
22 イシイ イロハ
2位 39 髙橋 由子
20 タカハシ ユイコ
3位 41 佐々木 衿香
22 ササキ エリカ

神奈川県 慶應義塾大学
栃木県

白鷗大学

神奈川県 慶應義塾大学

2017/07/16･17
1時間21分47秒38
1時間23分13秒05
1時間43分48秒76
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(7) 女子一般5km 総合順位
1位 103 寺嶋 優佳
31 テラジマ ユカ
2位 102 近藤 小夏
15 コンドウ コナツ
3位 107 岩田 文
35 イワタ アヤ
4位 114 加藤 知子
48 カトウ トモコ
5位 101 守谷 希波
12 モリヤ ノノハ
6位 113 片岡 早苗
48 カタオカ サナエ
7位 118 河崎 典子
53 カワサキ ノリコ
8位 106 黒子 亜美
33 クロコ アミ
9位 105 間藤 里絵
32 マトウ サトエ
10位 122 奥田 由美子
57 オクダ ユミコ
11位 124 吉田 智江
57 ヨシダ トモエ
12位 116 牧野 由樹江
49 マキノ ユキエ
13位 115 中山 輝美
48 ナカヤマ テルミ
14位 108 越智 博美
38 オチ ヒロミ
15位 121 清澤 京子
57 キヨサワ キョウコ
16位 119 今井 浩子
54 イマイ ヒロコ
17位 125 臼倉 晶子
58 ウスクラ アキコ
18位 123 鈴木 えり香
57 スズキ エリカ
19位 111 森 久美子
41 モリ クミコ
20位 112 槇 玲子
47 マキ レイコ
21位 126 小澤 満子
64 オザワ ミツコ
22位 117 山田 操
51 ヤマダ ミサオ
23位 109 梅澤 晴美
39 ウメザワ ハルミ
110 母利 まゆみ
DNF
39 モリ マユミ
120 島 悦子
DNF
56 シマ エツコ
104 向井 文香
DNS
32 ムカイ アヤカ

2017/07/16･17
1時間14分47秒06

東京都

オーシャンナビ

新潟県

近藤小夏

1時間18分00秒98

埼玉県

コナミ入間

1時間22分20秒28

東京都

BAR SWIM

1時間24分19秒81

神奈川県 mede鯛

1時間26分33秒78

東京都

1時間28分16秒73

チームケンズ西東京

神奈川県 オーシャンナビ

1時間29分27秒36

東京都

1時間31分46秒48

AGswim

千葉県

1時間33分39秒43

神奈川県 オーシャン

1時間34分33秒76

埼玉県

TIオーシャンズ

1時間36分19秒91

東京都

オーシャンナビ

1時間37分31秒88

東京都

オーシャンナビ

1時間39分48秒11

埼玉県

越智

博美

1時間41分06秒99

埼玉県

プレオンＳ

1時間41分12秒15

神奈川県 チームP.J

1時間42分20秒81

埼玉県

1時間48分51秒02

プレオン千間

神奈川県 湘南ベルマーレ

1時間50分55秒66

埼玉県

初トラ

1時間54分12秒32

東京都

ルネサンス東伏見

1時間55分05秒57

埼玉県

mimitan

1時間58分58秒29

神奈川県 山田操

2時間10分15秒04

千葉県

梅沢 晴美

2時間16分02秒62

東京都

あぢこ

途中棄権

東京都

オーシャンナビ

途中棄権

東京都

エバーランアクア

棄権

