
№1  男子  5km個人戦（強化指定選手の部）
1 本山　空 15 モトヤマ　クウ 奈良県 紺

2 本江　騎吏 16 ホンゴウ　キリ 大阪府 紺

3 内田　真樹 17 ウチダ　マキ 兵庫県 紺

4 秦　隆太朗 18 ハタ　リュウタロウ 大阪府 紺

5 綿貫　海斗 20 ワタヌキ　カイト 神奈川県 紺

6 豊田　壮 21 トヨダ　タケシ 神奈川県 紺

7 野中　大暉 21 ノナカ　タイキ 神奈川県 紺

8 南出　大伸 22 ミナミデ　タイシン 神奈川県 紺

9 青木　陽佑 25 アオキ　ヨウスケ 新潟県 紺

10 宮本　陽輔 28 ミヤモト　ヨウスケ 埼玉県 紺

11 平井　康翔 28 ヒライ　ヤスナリ 千葉県 紺

№2  女子  5km個人戦（強化指定選手の部）
21 種村　舞雪 15 タネムラ　マユ 奈良県 紺

22 山本　美杏 17 ヤマモト　ミア 大阪府 紺

23 笠原　瑠南 18 カサハラ　ルナ 大阪府 紺

24 新倉　みなみ 20 ニイクラ　ミナミ 東京都 紺

25 森山　幸美 22 モリヤマ　ユキミ 神奈川県 紺

26 桑幡　真弓 23 クワハタ　マユ 神奈川県 紺

№3  男子  5km個人戦（日本選手権トライアルの部）
31 小林　陸 18 コバヤシ　リク 神奈川県 アクラブ藤沢 紺

32 井元 秀哉 19 イモト　シュウヤ 東京都 明治大学 紺

33 梅村 歩 20 ウメムラ　アユム 神奈川県 国士舘大学 紺

34 本庄 智貴 20 ホンジョウ　トモキ 東京都 明治大学 紺

35 上原　広暉 20 ウエハラ　ヒロキ 千葉県 千葉商科大学 紺

36 宮澤　青 20 ミヤザワ　ジョウ 神奈川県 アクラブ藤沢 紺

37 一宮 大智 20 イチミヤ　ダイチ 神奈川県 国士舘大学 紺

38 千代 真道 20 チシロ　マサミチ 東京都 明治大学 紺

39 土田　省吾 21 ツチダ　ショウゴ 千葉県 国際武道大学 紺

40 平岩　賢人 22 ヒライワ　ケント 神奈川県 紺

41 藤掛 遼太郎 22 フジカケ　リョウタロウ 東京都 明治大学 紺

42 仲家　槙吾 22 ナカヤ　シンゴ 東京都 明治大学 紺

43 鮫島　渓太 27 サメシマ　ケイタ 埼玉県 武蔵野銀行 紺

№4  女子  5km個人戦（日本選手権トライアルの部）
51 福島　麟 16 フクシマ　リン 神奈川県 SPH左近山 紺

52 千葉　結衣子 17 チバ　ユイコ 岩手県 盛岡体協SC 紺

53 小池　優媛 19 コイケ　ユエン 神奈川県 日本体育大学 紺

54 岡村　瞳 20 オカムラ　ヒトミ 東京都 セントラル目黒 紺54 岡村　瞳 20 オカムラ　ヒトミ 東京都 セントラル目黒 紺

55 藤　優実 20 トウ　ユミ 神奈川県 日本体育大学 紺



56 安部　夏帆 21 アベ　ナツホ 神奈川県 SPホウトク金沢 紺

57 高橋 美香 22 タカハシ　ハルカ 神奈川県 国士舘大学 紺

58 冨井　星河 24 トミイ　セイカ 大阪府 近大クラブ 紺

59 松下　彩花 25 マツシタ　アヤカ 神奈川県 田園SS 紺

60 岩永　美里 28 イワナガ　ミサト 神奈川県 ATSC.YW 紺

61 山口　綾乃 35 ヤマグチ　アヤノ 神奈川県 横浜サクラ 紺

№5  男子  5km個人戦（大学生の部）
71 江川　旦伽 19 エガワ　アサカ 神奈川県 慶應義塾大学 紺

72 勝　俊博 19 カツ　トシヒロ 神奈川県 慶應義塾大学 紺

73 神賀　輝 19 カミガ　アキラ 神奈川県 東海大学 紺

74 浅野　貴臣 19 アサノ　タカオミ 岐阜県 立教大学 紺

75 岩崎　慎平 19 イワサキ　シンペイ 東京都 慶應義塾大学 紺

76 小林　慶 20 コバヤシ　ケイ 東京都 慶應義塾大学 紺

77 クレーマー　龍太 21 クレーマー　リュウタ 東京都 慶應義塾大学 紺

78 村松　郁晃 21 ムラマツ　タカアキ 東京都 慶應義塾大学 紺

79 山本　康平 22 ヤマモト　コウヘイ 神奈川県 慶應義塾大学 紺

80 松本　康平 22 マツモト　コウヘイ 東京都 慶應義塾大学 紺

81 熊埜御堂　章 57 クマノミドウ　アキラ 千葉県 法政大学 紺

№6  女子  5km個人戦（大学生の部）
91 笹木　颯音 20 ササキ　カザネ 栃木県 白鴎大学 紺

92 高橋　由子 21 タカハシ　ユイコ 栃木県 白鴎大学 紺

93 竹内　愛 22 タケウチ　アイ 千葉県 千葉大学 紺

№7  男子  5km個人戦（一般の部）

101 岩澤　大翔 12 イワサワ　タイガ 千葉県 紺

102 谷内　海公 15 タニウチ 千葉県 西武台千葉中学校 紺

103 増田　浩人 15 マスダ　ヒロト 東京都 慶應義塾高等学校 紺

104 細木　洸希 16 ホソギ　ミツキ 東京都 慶應義塾高等学校 紺

105 野田　稜雅 16 ノダ　リョウガ 東京都 慶應義塾高等学校 紺

106 吉崎　駿人 16 ヨシザキ　ハヤト 東京都 慶應義塾高等学校 紺

107 中島　崇雄 16 ナカジマ　タカオ 東京都 慶應義塾高等学校 紺

108 山田　航太郎 16 ヤマダ　コウタロウ 東京都 慶應義塾高等学校 紺

109 橋本　一馬 16 ハシモト　カズマ 神奈川県 慶應義塾高等学校 紺

110 永井　響 16 ナガイ　キョウ 神奈川県 慶應義塾高等学校 紺

111 佐藤　陸歩 17 サトウ　リクホ 千葉県 紺

112 鶴薗　修人 17 ツルゾノ　シュウト 埼玉県 慶應義塾高等学校 紺

■小学生の部／C（5～6年）

■高校生の部

■中学生の部

113 中島　佑一 17 ナカジマ　ユウイチ 神奈川県 慶應義塾高等学校 紺



114 矢沢　壮志 17 ヤザワ　ソウシ 神奈川県 慶應義塾高等学校 紺

115 新保　拓巳 17 シンボ　タクミ 東京都 慶應義塾高等学校 紺

116 下出　起也 17 シモイデ　タツヤ 東京都 慶應義塾高等学校 紺

117 三好　優輝 17 ミヨシ　ユウキ 東京都 慶應義塾高等学校 紺

118 若槻　拓 18 ワカツキ　タク 神奈川県 慶應義塾高等学校 紺

119 内川　隆景 18 ウチカワ　タカカゲ 東京都 慶應義塾高等学校 紺

120 飯田　東吾 18 イイダ　トウゴ 東京都 慶應義塾高等学校 紺

121 半谷　隆弥 18 ハンガイ　リュウヤ 埼玉県 慶應義塾高等学校 紺

122 伴　正太 18 バン　ショウタ 東京都 BAN AC 紺

123 石戸　雄太 23 イシト　ユウタ 秋田県 紺

124 中井　滉 25 ナカイ　ヒロ 大阪府 紺

125 梅田　航平 26 ウメダ　コウヘイ 千葉県 紺

126 北谷　友嵩 30 キタダニ　トモタカ 東京都 紺

127 舩城　雄利 31 フナキ　カツト 千葉県 紺

128 佐々木　潤 31 ササキ　ジュン 茨城県 紺

129 森岡　博文 33 モリオカ　ヒロフミ 東京都 紺

130 野村　幸司 34 ノムラ　コウジ 東京都 BONDS 紺

131 井上　洪太 34 イノウエ　コウタ 茨城県 紺

■25～34歳

■24歳以下

131 井上　洪太 34 イノウエ　コウタ 茨城県 紺

132 遠藤　洋之 35 エンドウ　ヒロユキ 東京都 紺

133 寺田　尚紘 35 テラダ　ナオヒロ 岐阜県 コマSS土岐 紺

134 齋藤　晃 35 サイトウ　アキラ 東京都 チームケンズ 紺

135 内藤　大輔 36 ナイトウ　ダイスケ 群馬県 ナイス☆バルク 紺

136 Alvin Suemitsu 36 Ａｌｖｉｎ　Ｓｕｅｍｉｔｓｕ 千葉県 Athlonia南行徳 紺

137 生出　力也 37 オイデ　リキヤ 東京都 紺

138 石川　康平 37 イシカワ　コウヘイ 埼玉県 紺

139 江上　晶規 37 エガミ　マサキ 東京都 紺

140 江原　正義 37 エバラ　マサヨシ 東京都 AQUA 紺

141 永田　朋之 38 ナガタ　トモユキ 東京都 Bonds 紺

142 須藤　泰貴 38 ストウ　ヤスキ 東京都 紺

143 西村　大輔 38 ニシムラ　ダイスケ 東京都 楽しい西村一家 紺

144 山田　肇 39 ヤマダ　ハジメ 東京都 オーシャンナビ 紺

145 小宮　朋之 39 コミヤ　トモユキ 千葉県 紺

146 沼田　謙太郎 39 ヌマダ　ケンタロウ 東京都 紺

147 出口　由和 39 デグチ　ヨシカズ 神奈川県 紺

148 横田　勇佑 39 ヨコタ　ユウスケ 神奈川県 メガロス相模大野 紺

149 山下　博司 40 ヤマシタ　ヒロシ 神奈川県 紺

150 水間　源 40 ミズマ　ハジメ 東京都 紺

151 石井　宏和 40 イシイ　ヒロカズ 埼玉県 紺

■35～44歳

152 掛水　義博 41 カケミズ　ヨシヒロ 東京都 紺



153 舘　洋光 41 タチ　ヒロミツ 東京都 紺

154 岸本　智史 41 キシモト　サトシ 東京都 紺

155 矢嶋　元 41 ヤジマ　ハジメ 埼玉県 紺

156 成毛　崇 41 ナルケ　タカシ 千葉県 ナルケ 紺

157 岡田　知之 43 オカダ　トモノ 栃木県 紺

158 唐津　大輔 43 カラツ　ダイスケ 東京都 Jexer 紺

159 櫻井　智和 43 サクライ　トモカズ 東京都 オーシャンナビ 紺

160 石原　康行 43 イシハラ　ヤスユキ 愛知県 紺

161 大塚　航平 43 オオツカ　コウヘイ 千葉県 紺

162 森岡　稔博 43 モリオカ　トシヒロ 東京都 紺

163 川島　隆伸 43 カワシマ　タカノブ 埼玉県 コナミ武蔵浦和 紺

164 前島　淳 43 マエシマ　ジュン 埼玉県 紺

165 日吉　大 44 ヒヨシ　マサル 千葉県 Asoスイム金町 紺

166 奥村　修治 44 オクムラ　シュウジ 埼玉県 紺

167 小林　茂久 44 コバヤシ　シゲヒサ 東京都 池上SC 紺

168 石塚　貴将 44 イシヅカ　タカマサ 東京都 紺

169 上田　誠 44 ウエダ　マコト 富山県 トビウオ・トヤマ 紺

170 平尾　義隆 44 ヒラオ　ヨシタカ 神奈川県 初トラ部 紺

171 井上　勝弥 44 イノウエ　カツヤ 神奈川県 紺

■45～54歳

172 野村　暁宣 45 ノムラ　アキノリ 神奈川県 紺

173 稲葉　真人 45 イナバ　マサト 千葉県 千葉警 紺

174 野村　家貴 45 ノムラ　イエタカ 神奈川県 DUAL S 紺

175 楢木野　英樹 45 ナラキノ　エイキ 神奈川県 Lapulem 紺

176 望月　速志 46 モチヅキ　ハヤシ 長野県 紺

177 粟野　剛 46 アワノ　タケシ 東京都 紺

178 宮地　道弘 46 ミヤジ　ミチヒロ 栃木県 紺

179 後藤　順一 46 ゴトウ　ジュンイチ 山梨県 紺

180 岸田　謙三 46 キシダ　ケンゾウ 東京都 ラプレム 紺

181 西川　尚希 47 ニシカワ　ナオキ 東京都 ニシグレ 紺

182 田部井　義裕 47 タベイ　ヨシヒロ 群馬県 紺

183 高橋　公正 47 タカハシ　キミマサ 宮城県 ちーむなつ 紺

184 林　宏昭 47 ハヤシ　ヒロアキ 東京都 M T 紺

185 浅田　角郎 47 アサダ　カクロウ 埼玉県 紺

186 小野　はじめ 47 オノ　ハジメ 神奈川県 オダサガ豪脚会 紺

187 鎌田　淳 48 カマタ　アツシ 神奈川県 たまプラＳＲＣ 紺

188 海老原　武 49 エビハラ　タケシ 茨城県 守谷インター 紺

189 長島　太郎 49 ナガシマ　タロウ 東京都 紺

190 志摩　英二 49 シマ　エイジ 神奈川県 紺

191 高橋　太 49 タカハシ　フトシ 埼玉県 L.S.C 紺

192 村松　茂 49 ムラマツ　シゲル 千葉県 紺

■45～54歳

193 岸和田　剛 49 キシワダ　ツヨシ 東京都 葉水会 紺



194 久坂　有史 50 クサカ　ユウジ 東京都 BONDS 紺

195 枝野　正行 50 エダノ　マサユキ 千葉県 オッティモ 紺

196 金指　正太郎 50 カナザシ　ショウタロウ 静岡県 紺

197 井踏　一紀 50 イブミ　カズノリ 埼玉県 初トラ 紺

198 今村　朋裕 50 イマムラ　トモヒロ 東京都 ヒヤシンス 紺

199 小川　泰彦 50 オガワ　ヤスヒコ 神奈川県 ＳＡ新城 紺

200 原田　真宏 51 ハラダ　ナオヒロ 東京都 初トラ 紺

201 芳賀　俊夫 51 ハガ　トシオ 神奈川県 紺

202 新山　正人 51 アラヤマ　マサト 千葉県 紺

203 鈴木　仁志 51 スズキ　ヒトシ 神奈川県 朝陽水泳会 紺

204 山本　省三 51 ヤマモト　ショウゾウ 大阪府 中央21 紺

205 古山　進 51 フルヤマ　ススム 千葉県 ASOスイム金町 紺

206 守谷　雅之 51 モリヤ　マサユキ 神奈川県 mede鯛 紺

207 岩崎　剛士 51 イワサキ　タケシ 千葉県 紺

208 林　衛 51 ハヤシ　マモル 東京都 Wave Run 紺

209 田中　豊 52 タナカ　ユタカ 東京都 アクラブ 紺

210 青木　晋 52 アオキ　シン 神奈川県 バトルシャーク 紺

211 音成　謙一郎 52 オトナリ　ケンイチロウ 東京都 葉水会 紺

212 橋本　良浩 52 ハシモト　ヨシヒロ 栃木県 紺

213 伴　宏光 52 バン　ヒロミツ 東京都 BAN AC 紺213 伴　宏光 52 バン　ヒロミツ 東京都 BAN AC 紺

214 木村　保 52 キムラ　タモツ 埼玉県 戸田市水泳連盟 紺

215 椙村　千里 52 スギムラ　チサト 神奈川県 紺

216 桑原　恒幸 52 クワバラ　ツネユキ 東京都 TK 紺

217 塚本　幸治 53 ツカモト　ユキハル 千葉県 紺

218 高尾　克則 53 タカオ　カツノリ 東京都 葉水会 紺

219 鎌田　俊一 53 カマタ　シュンイチ 岩手県 紺

220 大沼　雅史 53 オオヌマ　マサシ 宮城県 チームまちゃ 紺

221 荻野　晶之 53 オギノ　マサユキ 東京都 TIオーシャンズ 紺

222 紺野　克洋 53 コンノ　カツヒロ 神奈川県 紺

223 山本　学 54 ヤマモト　マナブ 埼玉県 紺

224 飯塚　良久 54 イイヅカ　ヨシヒサ 神奈川県 アクラブ 紺

225 高木　達朗 54 タカギ　タツロウ 神奈川県 紺

226 大坪　隆 54 オオツボ　タカシ 埼玉県 紺

227 神山　茂 54 カミヤマ　シゲル 神奈川県 紺

228 小林　聡 54 コバヤシ　サトシ 東京都 初トラ 紺

229 青野　晴成 54 アオノ　ハルシゲ 千葉県 ラプレム 紺

230 清水　一秀 54 シミズ　カズヒデ 東京都 FOX　Swim 紺

231 本間　謙 54 ホンマ　ケン 東京都 朝陽水泳会 紺

232 川那部　岳志 55 カワナベ　タケシ 東京都 千代田走友会 紺

233 塚田　哲治 55 ツカダ　テツジ 茨城県 紺

■55～64歳

234 新倉　祐一 55 ニイクラ　ユウイチ 神奈川県 紺



235 眞鍋　俊彦 56 マナベ　トシヒコ 東京都 キユーピーハーフ 紺

236 川崎　武夫 56 カワサキ　タケオ 東京都 Foxswim 紺

237 田中　宏房 56 タナカ　ヒロフサ 千葉県 オッティモ 紺

238 鞠子　淳 56 マリコ　アツシ 神奈川県 KSC 紺

239 北村　幸文 56 キタムラ　ユキフミ 神奈川県 オーシャンナビ 紺

240 堀内　浩司 56 ホリウチ　コウジ 千葉県 紺

241 新倉　達郎 57 ニイクラ　タツオ 東京都 葉水会 紺

242 渡辺　光義 57 ワタナベ　ミツヨシ 千葉県 紺

243 藤井　和典 57 フジイ　カズノリ 東京都 オーシャンナビ 紺

244 伊藤　一弥 57 イトウ　カズヤ 東京都 紺

245 市川　敏 57 イチカワ　サトシ 埼玉県 紺

246 松山　俊一 58 マツヤマ　トシカズ 東京都 紺

247 宮崎　博美 58 ミヤザキ　ヒロミ 埼玉県 紺

248 苅込　希 58 カリコミ　ノゾミ 東京都 井口小ＳＣ 紺

249 晝間　隆弘 59 ヒルマ　タカヒロ 神奈川県 紺

250 永井　雅一 61 ナガイ　マサカズ 東京都 東京デルフィーノ 紺

251 山本　毅 61 ヤマモト　タケシ 神奈川県 オーシャンナビ 紺

252 坂倉　浩 61 サカクラ　ヒロシ 神奈川県 紺

253 小暮　泰美 61 コグレ　ヤスミ 千葉県 紺

254 浜田　経雄 62 ハマダ　ツネオ 神奈川県 海獣倶楽部 紺254 浜田　経雄 62 ハマダ　ツネオ 神奈川県 海獣倶楽部 紺

255 伊藤　高志 62 イトウ　タカシ 東京都 紺

256 渡部　正彦 63 ワタナベ　マサヒコ 千葉県 海人くらぶ 紺

257 大波　久男 63 オオナミ　ヒサオ 埼玉県 紺

258 徳山　一 63 トクヤマ　ハジメ 東京都 千代田走友会 紺

259 星　雅文 63 ホシ　マサフミ 新潟県 SA小千谷 紺

260 田中　康之 68 タナカ　ヤスユキ 東京都 八王子水泳愛好会 紺

261 四宮　敬司 68 シノミヤ　ケイジ 兵庫県 紺

262 平柳　三郎 68 ヒラヤナギ　サブロウ 埼玉県 スゥイン本庄 紺

№8  女子  5km個人戦（一般の部）

301 守谷　希波 13 モリヤ　ノノハ 神奈川県 mede鯛 紺

302 荒井　菜々子 15 アライ　ナナコ 千葉県 西武台千葉中学校 紺

303 近藤　小夏 16 コンドウ　コナツ 新潟県 紺

304 森山　鈴香 16 モリヤマ　スズカ 埼玉県 紺

305 横川　汐音 18 ヨコカワ　シオン 東京都 紺

306 今泉　瑞希 25 イマイズミ　ミズキ 東京都 紺

307 髙倉　和恵 30 タカクラ　カズエ 千葉県 紺

■中学生の部

■25～34歳

■高校生の部

■65～74歳

308 佐伯　祐美 31 サエキ　ユミ 富山県 紺



309 寺嶋　優佳 32 テラジマ　ユカ 東京都 オーシャンナビ 紺

310 貴田　裕美 33 キダ　ユミ 群馬県 紺

311 間藤　里絵 33 マトウ　サトエ 千葉県 紺

312 本田　佳奈子 35 ホンダ　カナコ 東京都 紺

313 岩田　文 36 イワタ　アヤ 埼玉県 コナミ武蔵浦和 紺

314 森田　知美 37 モリタ　トモミ 東京都 紺

315 米田　知香 37 ヨネダ　チカ 大阪府 紺

316 小林　真里子 38 コバヤシ　マリコ 東京都 FOXswim 紺

317 越智　博美 39 オチ　ヒロミ 東京都 コナミ武蔵浦和 紺

318 西川　由美子 43 ニシカワ　ユミコ 東京都 ニシグレ 紺

319 佐久間　美樹 43 サクマ　ミキ 京都府 紺

320 中村　絵美里 43 ナカムラ　エミリ 千葉県 紺

321 松村　真帆 46 マツムラ　マホ 東京都 Lapulem 紺

322 渡辺　佳代子 46 ワタナベ　カヨコ 千葉県 紺

323 新井田　由理 47 ニイダ　ユリ 東京都 紺

324 平田　加津代 47 ヒラタ　カズヨ 埼玉県 紺

325 田中　みのり 47 タナカ　ミノリ 東京都 紺

326 小川　ゆみ 47 オガワ　ユミ 東京都 紺

■45～54歳

■35～44歳

326 小川　ゆみ 47 オガワ　ユミ 東京都 紺

327 槇　玲子 48 マキ　レイコ 東京都 紺

328 片岡　早苗 49 カタオカ　サナエ 福岡県 紺

329 加藤　知子 49 カトウ　トモコ 東京都 紺

330 佐藤　陽子 49 サトウ　ヨウコ 東京都 紺

331 中山　輝美 49 ナカヤマ　テルミ 東京都 紺

332 権藤　嘉江子 50 ゴンドウ　カエコ 東京都 紺

333 牧野　由樹江 50 マキノ　ユキエ 東京都 オーシャンナビ 紺

334 森田　直美 51 モリタ　ナオミ 埼玉県 紺

335 山田　操 52 ヤマダ　ミサオ 神奈川県 山田操 紺

336 小嶋　美和子 53 コジマ　ミワコ 東京都 チームカズキ 紺

337 河崎　典子 54 カワサキ　ノリコ 神奈川県 オーシャンナビ 紺

338 山田　忍 54 ヤマダ　シノブ 大阪府 紺

339 西尾　園子 55 ニシオ　ソノコ 東京都 紺

340 南　浩子 56 ミナミ　ヒロコ 東京都 オーシャンナビ 紺

341 島　悦子 57 シマ　エツコ 東京都 オーシャンナビ 紺

342 清澤　京子 58 キヨサワ　キョウコ 埼玉県 バブルリング 紺

343 奥田　由美子 58 オクダ　ユミコ 神奈川県 オーシャンナビ 紺

344 吉田　智江 58 ヨシダ　トモエ 埼玉県 TIオーシャンズ 紺

345 臼倉　晶子 59 ウスクラ　アキコ 埼玉県 バブルリング 紺

■55～64歳



№9  男子  2km個人戦

351 竹田　慎吾 22 タケダ　シンゴ 東京都 サギヌマSC 黒

352 小野寺　悠祐 23 オノデラ　ユウスケ 千葉県 INASUI 黒

353 浦野　雄太 26 ウラノ　ユウタ 東京都 黒

354 小島　拓実 27 コジマ　タクミ 大阪府 黒

355 山岡　比呂樹 28 ヤマオカ　ヒロキ 東京都 黒

356 樋口　隆広 28 ヒグチ　タカヒロ 東京都 黒

357 長門　祐太 30 ナガト　ユウタ 千葉県 黒

358 榊原　幹郎 30 サカキバラ　ミキオ 東京都 黒

359 石島　健 30 イシジマ　ケン 東京都 黒

360 福島　康介 31 フクシマ　コウスケ 東京都 黒

361 茂木　高大 32 モギ　タカヒロ 東京都 黒

362 大築　育真 34 オオツキ　イクマ 栃木県 黒

363 齋藤　晃 35 サイトウ　アキラ 東京都 チームケンズ 黒

364 木村　建介 38 キムラ　ケンスケ 東京都 株式会社Ｆ＆Ｄ 黒

365 毎川　研吾 39 マイカワ　ケンゴ 神奈川県 黒

366 氏森　政利 40 ウジモリ　マサトシ 東京都 黒

■25～34歳

■24歳以下

■35～44歳

366 氏森　政利 40 ウジモリ　マサトシ 東京都 黒

367 大菊　諭 40 オオギク　サトシ 埼玉県 Anfang 黒

368 高橋　洋介 40 タカハシ　ヨウスケ 東京都 黒

369 藤田　崇 40 フジタ　タカシ 千葉県 黒

370 板谷　賢二 41 イタヤ　ケンジ 東京都 黒

371 木村　直行 42 キムラ　ナオユキ 千葉県 黒

372 堀江　俊行 42 ホリエ　トシユキ 神奈川県 勇泳邁進 黒

373 高根　勝 42 タカネ　マサル 埼玉県 ぽせいどんず 黒

374 佐藤　基樹 42 サトウ　モトキ 千葉県 柏洋スイマーズ 黒

375 有川　次郎 42 アリカワ　ジロウ 東京都 ぽせいどんず 黒

376 志摩　和範 43 シマ　カズノリ 神奈川県 黒

377 猿山　秀幸 43 サルヤマ　ヒデユキ 東京都 ぽせいどんず 黒

378 大塚　航平 43 オオツカ　コウヘイ 千葉県 黒

379 中村　太一 43 ナカムラ　タイチ 東京都 ぽせいどんず 黒

380 窪田　勘太郎 43 クボタ　カンタロウ 東京都 ぽせいどんず 黒

381 中埜　俊郎 43 ナカノ　トシロウ 東京都 ぽせいどんず 黒

382 近藤　里有 44 コンドウ　リウ 埼玉県 黒

383 角田　宗士 44 ツノダ　ソウシ 東京都 黒

384 大川　明徳 44 オオカワ　アキノリ 東京都 セントラル阿佐谷 黒

385 荒川　哲夫 44 アラカワ　テツオ 東京都 チームTA 黒

386 小林　弘幸 44 コバヤシ　ヒロユキ 千葉県 コバヤン 黒

387 星野　裕史 44 ホシノ　ユウジ 埼玉県 黒



388 眞坂　信彦 45 マサカ　ノブヒコ 愛知県 黒

389 湯井　達也 45 ユイ　タツヤ 埼玉県 黒

390 松繁　卓哉 46 マツシゲ　タクヤ 千葉県 黒

391 小田桐　覚 46 オダギリ　サトル 東京都 黒

392 石田　耕三 46 イシダ　コウゾウ 東京都 黒

393 Slobodan Pavkov 47 Ｓｌｏｂｏｄａｎ　Ｐａｖｋｏｖ 富山県 黒

394 松宮　智洋 47 マツミヤ　チヒロ 千葉県 中井のメッシ 黒

395 金島　守 48 カネシマ　マモル 栃木県 黒

396 星野　浩一 48 ホシノ　コウイチ 千葉県 ウィンズVC 黒

397 武藤　康浩 49 ムトウ　ヤスヒロ 埼玉県 黒

398 小山　潔 49 コヤマ　キヨシ 東京都 チームケンズ 黒

399 川名　茂樹 50 カワナ　シゲキ 千葉県 黒

400 井踏　一紀 50 イブミ　カズノリ 埼玉県 初トラ 黒

401 渡邊　茂人 51 ワタナベ　シゲト 東京都 黒

402 齊藤　洋伸 51 サイトウ　ヒロノブ 千葉県 黒

403 川合　亮 52 カワイ　アキラ 東京都 黒

404 春日　英 52 カスガ　ヒデ 東京都 泳法会品川 黒

405 鎌田　俊一 53 カマタ　シュンイチ 岩手県 黒

406 片岡　健二 53 カタオカ　ケンジ 埼玉県 L.S.C 黒

■45～54歳

406 片岡　健二 53 カタオカ　ケンジ 埼玉県 L.S.C 黒

407 清水　二郎 54 シミズ　ジロウ 東京都 黒

408 小川　順一 54 オガワ　ジュンイチ 埼玉県 バブルリング 黒

409 宮川　雅文 54 ミヤガワ　マサフミ 埼玉県 TIオーシャンズ 黒

410 曽田　英司 55 ソダ　エイジ 東京都 ATA十条 黒

411 梅本　和正 55 ウメモト　カズマサ 埼玉県 L.S.C 黒

412 盛重　達也 57 モリシゲ　タツヤ 千葉県 黒

413 石渡　喜夫 58 イシワタリ　ヒサオ 千葉県 T.海パン刑事 黒

414 鵜澤　修成 59 ウザワ　シュウセイ 千葉県 海猿会 黒

415 酒井　光雄 59 サカイ　ミツオ 東京都 チームさかい 黒

416 市川　亨 60 イチカワ　トオル 東京都 チームイッチー 黒

417 小川　潤 61 オガワ　ジュン 神奈川県 TeamOcho 黒

418 豊留　満 65 トヨトメ　ミツル 千葉県 バブルリング 黒

419 齊藤　重義 66 サイトウ　シゲヨシ 埼玉県 黒

420 田邊　貞夫 67 タナベ　サダオ 東京都 黒

421 尾坂　雅康 68 オサカ　マサヤス 千葉県 黒

422 宮崎　友寿 69 ミヤザキ　トモヒサ 東京都 黒

423 長嶋　幸次 69 ナガシマ　コウジ 千葉県 海猿会 黒

424 高野　甲子雄 70 タカノ　キネオ 千葉県 黒

■65～74歳

■55～64歳



№10  女子  2km個人戦

451 角田　あゆみ 12 ツノダ　アユミ 東京都 黒

452 間藤　里絵 33 マトウ　サトエ 千葉県 黒

453 大塚　容子 40 オオツカ　ヨウコ 東京都 三井不動産水泳部 黒

454 中村　順子 42 ナカムラ　ジュンコ 千葉県 黒

455 宮崎　美穂 43 ミヤザキ　ミホ 東京都 黒

456 大原　夕佳 44 オオハラ　ユカ 埼玉県 初トラ 黒

457 佐藤　麻里代 44 サトウ　マリヨ 東京都 黒

458 栗原　春美 44 クリハラ　ハルミ 千葉県 海猿会 黒

459 鎗田　直子 45 ヤリタ　ナオコ 千葉県 ポメラニアンズ 黒

460 石井　泰子 46 イシイ　ヤスコ 千葉県 海猿会 黒

461 石田　多曄子 46 イシダ　タカコ 東京都 黒

462 菅井　摩美 47 スガイ　マミ 千葉県 黒

463 大沼　純子 48 オオヌマ　ジュンコ 宮城県 チームまちゃ 黒

464 酒井　美穂 48 サカイ　ミホ 東京都 チームさかい 黒

465 宮崎　千鶴 48 ミヤザキ　チヅル 東京都 黒

■小学生の部／C（5～6年）

■35～44歳

■25～34歳

■45～54歳

465 宮崎　千鶴 48 ミヤザキ　チヅル 東京都 黒

466 片岡　早苗 49 カタオカ　サナエ 福岡県 黒

467 樋口　かおり 49 ヒグチ　カオリ 東京都 黒

468 一ノ関　亜紀 50 イチノセキ　アキ 東京都 コナミ福太郎 黒

469 山崎　直美 51 ヤマザキ　ナオミ 東京都 黒

470 竹下　京子 51 タケシタ　キョウコ 北海道 黒

471 山田　明子 51 ヤマダ　アキコ 東京都 黒

472 大菊　美穂子 52 オオギク　ミホコ 埼玉県 Anfang 黒

473 塚田　美智子 53 ツカダ　ミチコ 茨城県 黒

474 山本　美千代 53 ヤマモト　ミチヨ 北海道 黒

475 佐藤　富美 53 サトウ　フミ 東京都 コナミ西葛西 黒

476 田村　直子 54 タムラ　ナオコ 東京都 TeamNami 黒

477 珍部　聡子 57 チンベ　サトコ 東京都 ルネサンス東伏見 黒

478 松岡　裕子 59 マツオカ　ユウコ 東京都 黒

479 櫻田　琴 60 サクラダ　コト 東京都 コナミ西葛西 黒

480 真渋　涼子 61 マシブ　リョウコ 東京都 黒

481 金子　秀子 64 カネコ　ヒデコ 東京都 FOXswim 黒

■55～64歳



№11  男子  OWS検定会（集団泳）
萩野　恵多 11 ハギノ　ケイタ 埼玉県 萩野家

岩澤　大翔 12 イワサワ　タイガ 千葉県

荒川　輝久 13 アラカワ　テルヒサ 東京都 チームTA

石戸　雄太 23 イシト　ユウタ 秋田県

石井　大介 38 イシイ　ダイスケ 東京都

萩野　公之 42 ハギノ　マサユキ 埼玉県 萩野家

鳥越　雅文 43 トリゴエ　マサフミ 東京都

奥村　修治 44 オクムラ　シュウジ 埼玉県

八代　健正 50 ヤシロ　タケマサ 千葉県

仲　達之 51 ナカ　タツユキ 東京都

柴崎　和美 52 シバサキ　カズミ 千葉県



№12　4×1kmリレー（高校生・大学生の部）

白 緑 黄 黒

901 市川学園 66 細井　雄太 17 秋元　太郎 16 長岐　幸尚 17 清水　裕太 16

902 成田高校Ａ 64 栗田　拓実 16 市川　樹莉也 16 志村　優太 17 藤澤　知輝 15

903 成田高校Ｂ 66 藤田　尚人 16 加藤　滉大 17 秋山　瑶介 17 池田　雄吾 16

904 市立千葉高校A 71 森野　剛 18 本間　祐貴 17 田村　雄彦 18 出口　蒼馬 18

905 市立千葉高校B 68 小辻　啓稀 17 上田　康平 17 後藤　大地 17 川田　拳士朗 17

906 市立千葉高校C 68 小倉　　翔 17 森田　和秀 17 芦名　優花 17 溝　　純菜 17

907 明治大学 81 千代 真道 20 井元 秀哉 19 本庄 智貴 20 藤掛 遼太郎 22



№13  男子  3km個人戦

501 松本　勝己 15 マツモト　カツキ 千葉県 大和田中学校 白

502 大富　雄斗 16 オオトミ　ユウト 千葉県 市川学園 白

503 清水　裕太 16 シミズ　ユウタ 千葉県 市川学園 白

504 伊藤　大翔 16 イトウ　ヒロト 千葉県 市川学園 白

505 秋元　太郎 16 アキモト　タロウ 千葉県 市川学園 白

506 長岐　幸尚 17 ナガキ　ユキヒサ 千葉県 市川学園 白

507 細井　雄太 17 ホソイ　ユウタ 千葉県 市川学園 白

508 野口　雪樹 21 ノグチ　キヨム 神奈川県 オーシャンナビ 白

509 金村　康平 24 カナムラ　コウヘイ 千葉県 手賀沼レーシング 白

510 矢野　雅之 25 ヤノ　マサユキ 千葉県 白

511 川村　宝 26 カワムラ　タカ 東京都 白

512 宮崎　文平 28 ミヤザキ　ブンペイ 千葉県 白

513 横田　智之 30 ヨコタ　トモユキ 千葉県 白

514 磯田　真也 34 イソダ　シンヤ 千葉県 MIGHTY 白

■中学生の部

■25～34歳

■24歳以下

■35～44歳

■高校生の部

515 田村　徹也 35 タムラ　テツヤ 千葉県 白

516 杉田　真紀 36 スギタ　マサキ 埼玉県 あざらし 白

517 鈴木　英明 37 スズキ　ヒデアキ 東京都 コナミ船堀 白

518 小宮　朋之 39 コミヤ　トモユキ 千葉県 白

519 加賀沢　宗隆 39 カガサワ　ムネタカ 東京都 白

520 真田　英明 41 サナダ　ヒデアキ 千葉県 白

521 寺田　剛 41 テラダ　ツヨシ 東京都 コナミ船堀 白

522 倉本　鎮 41 クラモト　マモル 埼玉県 レッドホエールズ 白

523 中村　修 41 ナカムラ　オサム 千葉県 花見川SC 白

524 尾関　高志 42 オゼキ　タカシ 東京都 ３流オーシャン 白

525 渋谷　満弘 42 シブヤ　ミツヒロ 埼玉県 バブルリング 白

526 志摩　和範 43 シマ　カズノリ 神奈川県 白

527 齋藤　岳朗 43 サイトウ　タケアキ 東京都 ATA十条 白

528 今西　寛和 43 イマニシ　ヒロカズ 千葉県 白

529 小久保　貴章 44 コクボ　タカアキ 千葉県 白

530 関口　俊雄 44 セキグチ　トシオ 埼玉県 レッドホエールズ 白

531 小林　弘幸 44 コバヤシ　ヒロユキ 千葉県 コバヤン 白

532 牧野　直也 45 マキノ　ナオヤ 埼玉県 白

533 小島　幸太 45 コジマ　コウタ 東京都 バタアシ人魚 白

534 森澤　之善 45 モリサワ　ユキヨシ 東京都 マーメイド 白

■45～54歳

■35～44歳

535 小野　博之 45 オノ　ヒロユキ 神奈川県 白



536 高橋　耕次 45 タカハシ　コウジ 千葉県 白

537 植田　昌也 46 ウエダ　マサヤ 千葉県 白

538 秋葉　岳克 46 アキバ　タカヨシ 千葉県 白

539 谷古宇　毅 46 ヤコウ　タケシ 東京都 白

540 高橋　義典 46 タカハシ　ヨシノリ 千葉県 ポプラ美容室 白

541 Slobodan Pavkov 47 Ｓｌｏｂｏｄａｎ　Ｐａｖｋｏｖ 富山県 白

542 甲斐　俊二 47 カイ　シュンジ 東京都 白

543 林　宏昭 47 ハヤシ　ヒロアキ 東京都 M T 白

544 佐藤　忠高 47 サトウ　タダタカ 東京都 白

545 鳥野見　泰嗣 48 トリノミ　タイジ 東京都 小金井市トラ連合 白

546 西　耕一郎 48 ニシ　コウイチロウ 千葉県 白

547 阿二　真樹 48 アニ　マサキ 埼玉県 Saico 白

548 中村　東憲 49 ナカムラ　ハルノリ 東京都 白

549 金村　博司 49 カナムラ　ヒロシ 千葉県 柏洋スイマーズ南 白

550 堀越　由忠 49 ホリコシ　ヨシタダ 埼玉県 彩湖ラファール 白

551 濱田　訓平 49 ハマダ　ノリヒラ 東京都 NEC/朝陽水泳 白

552 岸和田　剛 49 キシワダ　ツヨシ 東京都 葉水会 白

553 大須賀　敏光 50 オオスガ　トシミツ 千葉県 白

554 澤幡　実成 50 サワハタ　ミナリ 埼玉県 ケンズクラブ 白

555 木村　明王 50 キムラ　アキオ 東京都 コナミ船堀 白555 木村　明王 50 キムラ　アキオ 東京都 コナミ船堀 白

556 八代　健正 50 ヤシロ　タケマサ 千葉県 白

557 池本　修司 50 イケモト　シュウジ 東京都 konami船堀 白

558 岡松　智嗣 50 オカマツ　サトシ 福島県 郡山南インター 白

559 川嶋　清威 50 カワシマ　キヨタケ 千葉県 TOSS 白

560 松村　佳昭 51 マツムラ　ヨシアキ 東京都 SWT 白

561 竹内　勝己 51 タケウチ　マサル 埼玉県 M・トライ 白

562 土屋　孝文 51 ツチヤ　タカフミ 東京都 白

563 新山　正人 51 アラヤマ　マサト 千葉県 白

564 中村　哲 51 ナカムラ　アキラ 東京都 白

565 杉田　弘幸 51 スギタ　ヒロユキ 千葉県 チームおっＴ 白

566 関口　隆之 51 セキグチ　タカユキ 千葉県 チームハナスイ 白

567 福山　悟 51 フクヤマ　サトル 埼玉県 白

568 岩崎　剛士 51 イワサキ　タケシ 千葉県 白

569 新井　智志 51 アライ　サトシ 東京都 白

570 川浪　真詞 51 カワナミ　マサノリ 東京都 白

571 小林　譲治 52 コバヤシ　ジョウジ 千葉県 NSAC 白

572 音成　謙一郎 52 オトナリ　ケンイチロウ 東京都 葉水会 白

573 大谷　リョウジ 52 オオタニ　リョウジ 東京都 白

574 漆山　明 52 ウルシヤマ　アキラ 埼玉県 レッドホエールズ 白

575 椙村　千里 52 スギムラ　チサト 神奈川県 白

576 今若　恒幸 52 イマワカ　ツネユキ 千葉県 NSAC 白

577 平田　真規則 53 ヒラタ　マキノリ 東京都 t-otter 白



578 三浦　雅之 53 ミウラ　マサユキ 東京都 白

579 高尾　克則 53 タカオ　カツノリ 東京都 葉水会 白

580 鎌田　俊一 53 カマタ　シュンイチ 岩手県 白

581 大沼　雅史 53 オオヌマ　マサシ 宮城県 チームまちゃ 白

582 井形　繁雄 53 イガタ　シゲオ 神奈川県 白

583 岡本　信之 53 オカモト　ノブユキ 埼玉県 サイコラファール 白

584 荻野　晶之 53 オギノ　マサユキ 東京都 TIオーシャンズ 白

585 荒井　宏巳 53 アライ　ヒロミ 東京都 アクラブ八王子 白

586 大岸　幹 54 オオギシ　ハジメ 東京都 ちーむあじふらい 白

587 小林　進治 54 コバヤシ　シンジ 神奈川県 三井不動産水泳部 白

588 鈴木　謙太 54 スズキ　ケンタ 東京都 白

589 宮川　雅文 54 ミヤガワ　マサフミ 埼玉県 TIオーシャンズ 白

590 塚田　哲治 55 ツカダ　テツジ 茨城県 白

591 岩瀬　清 55 イワセ　キヨシ 千葉県 白

592 石川　浩一 55 イシカワ　コウイチ 千葉県 いしやん 白

593 宮　康弘 56 ミヤ　ヤスヒロ 埼玉県 レッドホエールズ 白

594 高橋　真琴 57 タカハシ　マコト 東京都 白

595 佐藤　真治 59 サトウ　シンジ 埼玉県 彩湖ラファール 白

596 中村　泰彦 59 ナカムラ　ヤスヒコ 東京都 アクラブ 白

■55～64歳

596 中村　泰彦 59 ナカムラ　ヤスヒコ 東京都 アクラブ 白

597 薗部　康二 61 ソノベ　ヤスジ 東京都 ブリジストン品川 白

598 辛島　邦宏 61 カラシマ　クニヒロ 千葉県 白

599 本阿弥　健明 62 ホンアミ　タケアキ 東京都 白

600 湯山　幸寛 63 ユヤマ　ユキヒロ 東京都 白

601 三浦　晃英 64 ミウラ　アキヒデ 埼玉県 白

602 曽根　敏樹 64 ソネ　トシキ 東京都 コナミ船堀 白

603 加藤　邦夫 64 カトウ　クニオ 千葉県 柏洋スイマーズ 白

604 喜柳　俊幸 65 キヤナギ　トシユキ 東京都 三井不動産水泳部 白

605 石井　勝 65 イシイ　マサル 東京都 白

606 阿久津　広海 66 アクツ　ヒロミ 群馬県 高崎水泳協会 白

607 福岡　喜正 66 フクオカ　ヨシマサ 東京都 白

608 齊藤　重義 66 サイトウ　シゲヨシ 埼玉県 白

609 幸形　正 66 コウカタ　タダシ 東京都 白

610 澁谷　実 67 シブヤ　ミノル 神奈川県 白

611 岡田　恒治 68 オカダ　ツネハル 千葉県 白

612 中川　治 69 ナカガワ　オサム 神奈川県 白

613 中村　高志 69 ナカムラ　タカシ 埼玉県 レッドホエールズ 白

614 岩佐　善規 69 イワサ　ヨシノリ 千葉県 白

615 篠原　治巳 72 シノハラ　ハルミ 千葉県 白

616 栗原　猛 74 クリハラ　タケシ 千葉県 白浜楽泳クラブ 白

■65～74歳



617 松丸　芳一 75 マツマル　ヨシカズ 千葉県 我楽路(わらじ) 白

618 高下　利和 77 タカシタ　トシカズ 埼玉県 ｐ・せんげん台 白

619 柴原　和可 81 シバハラ　カズヨシ 神奈川県 白

620 佐藤　孝尚 85 サトウ　タカナオ 東京都 立川水協 白

№14  女子  3km個人戦

651 尾花　愛歌 17 オバナ　マナカ 栃木県 TOSS 白

652 金坂　真奈 18 カネサカ　マナ 栃木県 TOSS 白

653 松下　彩花 25 マツシタ　アヤカ 神奈川県 田園SS 白

654 高瀬　奈緒美 31 タカセ　ナオミ 埼玉県 バブルリング 白

655 間藤　里絵 33 マトウ　サトエ 千葉県 白

656 鷲塚　美紀 33 ワシヅカ　ミキ 東京都 NAA 白

657 森田　知美 37 モリタ　トモミ 東京都 白

658 磯田　きえ 39 イソダ　キエ 千葉県 MIGHTY 白

659 大岸　恵 39 オオギシ　メグミ 東京都 ちーむあじふらい 白

■75～79歳

■高校生の部

■25～34歳

■80歳以上

■35～44歳

659 大岸　恵 39 オオギシ　メグミ 東京都 ちーむあじふらい 白

660 越智　博美 39 オチ　ヒロミ 東京都 コナミ武蔵浦和 白

661 松下　友美 40 マツシタ　トモミ 東京都 白

662 江木　直子 42 エギ　ナオコ 千葉県 白

663 森　久美子 42 モリ　クミコ 埼玉県 白

664 岩永　直子 44 イワナガ　ナオコ 千葉県 バブルリング 白

665 新出　亜希子 44 ニイデ　アキコ 埼玉県 アザラシ 白

666 萩原　友子 44 ハギワラ　トモコ 東京都 コナミ船堀 白

667 小林　順子 45 コバヤシ　ミチコ 千葉県 白

668 山口　若菜 45 ヤマグチ　ワカナ 埼玉県 レッドホエールズ 白

669 逸見　孝子 46 ヘンミ　タカコ 東京都 三井不動産水泳部 白

670 東海林　亜矢子 47 トウカイリン　アヤコ 東京都 白

671 佐々木　直子 47 ササキ　ナオコ 千葉県 白

672 堀　裕子 47 ホリ　ユウコ 千葉県 くじらぐみ 白

673 飯島　規江 47 イイジマ　ノリエ 東京都 白

674 尾花　和子 48 オバナ　カズコ 栃木県 TOSS 白

675 大沼　純子 48 オオヌマ　ジュンコ 宮城県 チームまちゃ 白

676 幸田　夕紀 49 コウダ　ユキ 埼玉県 ケンズクラブ 白

677 浅野　順子 49 アサノ　ジュンコ 千葉県 白

678 鎌形　和美 50 カマガタ　カズミ 千葉県 チームちよばん 白

679 長門　広華 50 ナガト　ヒロカ 千葉県 白

■45～54歳

680 田口　留美子 50 タグチ　ルミコ 千葉県 稲毛インター 白



681 陣内　理恵 50 ジンナイ　リエ 千葉県 ビッグエス千城台 白

682 竹下　京子 51 タケシタ　キョウコ 北海道 白

683 小澤　雅子 51 オザワ　マサコ 東京都 コナミ船堀 白

684 山本　美千代 53 ヤマモト　ミチヨ 北海道 白

685 松木　まゆみ 53 マツキ　マユミ 東京都 アクラブ 白

686 吉田　君江 55 ヨシダ　キミエ 東京都 グリーン 白

687 増子　保子 55 マスコ　ヤスコ 千葉県 うさちゃん 白

688 清澤　京子 58 キヨサワ　キョウコ 埼玉県 バブルリング 白

689 吉田　智江 58 ヨシダ　トモエ 埼玉県 TIオーシャンズ 白

690 霜重　繁子 58 シモジュウ　シゲコ 神奈川県 白

691 冨岡　貴子 58 トミオカ　タカコ 埼玉県 Rafale 白

692 臼倉　晶子 59 ウスクラ　アキコ 埼玉県 バブルリング 白

693 小野田　緑 60 オノダ　ミドリ 千葉県 白

694 石川　淑江 61 イシカワ　ヨシエ 東京都 白

695 須崎　典子 65 スザキ　ノリコ 東京都 白

696 星野　ひとね 65 ホシノ　ヒトネ 東京都 TRIMING 白

697 齋藤　佳子 70 サイトウ　ヨシコ 東京都 白

■55～64歳

■65～74歳

№15  男子  1km個人戦

701 岩永　幸大 7 イワナガ　コウタ 東京都 チームコタ&パパ 赤

702 中條　樹 12 ナカジョウ　イツキ 茨城県 SJNK水泳部 赤

703 野口　雪樹 21 ノグチ　キヨム 神奈川県 オーシャンナビ 赤

704 倉堀　智一 23 クラホリ　トモカズ 東京都 赤

705 菅　太志郎 23 カン　タイシロウ 大阪府 SOMPO水泳部 赤

706 小熊　悠揮 24 オグマ　ユウキ 千葉県 SOMPO水泳部 赤

707 細川　貴広 26 ホソカワ　タカヒロ 大阪府 SOMPO水泳部 赤

708 鰭岡　大樹 30 ヒレオカ　ダイキ 東京都 三井不動産水泳部 赤

709 中村　直樹 35 ナカムラ　ナオキ 千葉県 は～とふる 赤

710 錦織　新悟 35 ニシキオリ　シンゴ 千葉県 NASおゆみ野 赤

711 岩田　裕之 35 イワタ　ヒロユキ 東京都 三井不動産水泳部 赤

712 堀口　真裕 35 ホリグチ　マサヒロ 千葉県 袖ヶ浦SF 赤

713 羽澄　恭一 35 ハズミ　キョウイチ 宮城県 三井不動産水泳部 赤

714 篠木　一拓 36 シノギ　カズヒロ 東京都 赤

715 生井　一公 38 ナマイ　カズヒロ 東京都 ムラサキスポーツ 赤

■25～34歳

■24歳以下

■中学生の部

■小学生の部／A（1～2年）

■35～44歳

716 堀　勇人 38 ホリ　ハヤト 千葉県 SOMPO水泳部 赤



717 服部　正慎 39 ハットリ　マサノリ 千葉県 ダンロップ公津 赤

718 美之口　順平 39 ミノクチ　ジュンペイ 東京都 ピーウォッシュ 赤

719 三浦　研 39 ミウラ　ケン 埼玉県 赤

720 本名　伸治 40 ホンナ　シンジ 千葉県 赤

721 鈴木　健郎 41 スズキ　タケル 千葉県 はなすい 赤

722 荒木　大輔 41 アラキ　ダイスケ 千葉県 NASおゆみ野 赤

723 岸本　智史 41 キシモト　サトシ 東京都 赤

724 岩永　修平 42 イワナガ　シュウヘイ 東京都 チームまお&なお 赤

725 尾関　高志 42 オゼキ　タカシ 東京都 ３流オーシャン 赤

726 鈴木　隆彦 42 スズキ　タカヒコ 東京都 赤

727 Kuroiwa　Taichiro 43 クロイワ　タイチロウ 埼玉県 升吉 赤

728 熊倉　成 43 クマクラ　セイ 埼玉県 レッドホエールズ 赤

729 西村　太郎 44 ニシムラ　タロウ 千葉県 花見川SC 赤

730 近藤　信 44 コンドウ　マコト 東京都 チームKON'S 赤

731 高島　徹 44 タカシマ　トオル 埼玉県 赤

732 中嶋　大介 44 ナカジマ　ダイスケ 東京都 三井不動産水泳部 赤

733 保戸田　藤郎 45 ホトダ　フジオ 東京都 チームナミ 赤

734 高田　高輔 45 タカダ　コウスケ 東京都 チームドルフィン 赤

735 関本　純也 45 セキモト　ジュンヤ 東京都 NST 赤

■45～54歳

735 関本　純也 45 セキモト　ジュンヤ 東京都 NST 赤

736 小林　正敏 46 コバヤシ　マサトシ 栃木県 TOSS 赤

737 岩崎　信治 46 イワザキ　シンジ 埼玉県 三井不動産水泳部 赤

738 廣戸　訓 47 ヒロド　サトル 千葉県 赤

739 坂口　友宏 47 サカグチ　トモヒロ 東京都 チームナミ 赤

740 八木　博敬 48 ヤギ　ヒロタカ 東京都 TEAMNAMI 赤

741 寺岡　泰博 48 テラオカ　ヤスヒロ 東京都 赤

742 松浦　久義 48 マツウラ　ヒサヨシ 東京都 チームナミ 赤

743 山野辺　将幸 50 ヤマノベ　マサユキ 千葉県 赤

744 渡辺　正和 51 ワタナベ　マサカズ 千葉県 千葉スーパーマン 赤

745 田中　裕之 51 タナカ　ヒロユキ 千葉県 千葉スーパーマン 赤

746 早水　元一 51 ハヤミズ　ゲンイチ 千葉県 早水 赤

747 仲　達之 51 ナカ　タツユキ 東京都 赤

748 栄井　貴之 51 サカイ　タカユキ 東京都 SOMPO水泳部 赤

749 津久田　司 52 ツクダ　ツカサ 千葉県 赤

750 田中　一哉 53 タナカ　カズヤ 東京都 赤

751 齋藤　靖 53 サイトウ　ヤスシ 東京都 葉水会 赤

752 鎌田　俊一 53 カマタ　シュンイチ 岩手県 赤

753 西田　敏彦 54 ニシダ　トシヒコ 東京都 ＴＩオーシャンズ 赤

754 飯塚　良久 54 イイヅカ　ヨシヒサ 神奈川県 アクラブ 赤

755 小杉　誠一 55 コスギ　セイイチ 東京都 朝陽水泳会 赤

■55～64歳

756 澤　雅弘 55 サワ　マサヒロ 東京都 SOMPO水泳部 赤



757 千種　潤也 55 チグサ　ジュンヤ 神奈川県 赤

758 浅井　速人 55 アサイ　ハヤト 東京都 赤

759 忍澤　成視 56 オシザワ　ナルミ 千葉県 mimi市原 赤

760 余語　健司 56 ヨゴ　ケンジ 東京都 赤

761 進　崇幸 56 ススム　タカユキ 東京都 チームゴーズ 赤

762 堀越　義雄 57 ホリコシ　ヨシオ 神奈川県 三井不動産水泳部 赤

763 男全　正憲 57 オマタ　マサノリ 神奈川県 J&S水泳部 赤

764 山本　広史 58 ヤマモト　ヒロシ 千葉県 わーらーるー 赤

765 島崎　豊 58 シマザキ　ユタカ 東京都 Shima 赤

766 佐藤　義高 59 サトウ　ヨシタカ 東京都 赤

767 バンフーラ　カーチス 59 バンフーラ　カーチス 千葉県 ムラサキスポーツ 赤

768 渡邉　喜夫 59 ワタナベ　ヨシオ 栃木県 赤

769 青柳　努 59 アオヤギ　ツトム 東京都 葉水会 赤

770 寺嶋　康浩 59 テラジマ　ヤスヒロ 千葉県 粋泳会 赤

771 喜古　隆康 60 キコ　タカヤス 千葉県 自分にガンバレ 赤

772 福田　良 61 フクダ　リョウ 埼玉県 M・トライ 赤

773 矢向　誠 61 ヤコウ　マコト 東京都 朝陽水泳会 赤

774 江崎　裕之 62 エサキ　ヒロユキ 埼玉県 TIオーシャンズ 赤

775 松本　祐一 62 マツモト　ユウイチ 東京都 E3 Fit 赤

776 大久保　裕二 63 オオクボ　ユウジ 東京都 SOMPO水泳部 赤776 大久保　裕二 63 オオクボ　ユウジ 東京都 SOMPO水泳部 赤

777 箕輪田　隆 63 ミノワダ　タカシ 東京都 J&S水泳部 赤

778 丸　誠一郎 64 マル　セイイチロウ 東京都 オーシャンナビ 赤

779 横田　清 65 ヨコタ　キヨシ 千葉県 赤

780 豊留　満 65 トヨトメ　ミツル 千葉県 バブルリング 赤

781 河村　清伸 67 カワムラ　キヨノブ 東京都 葉水会 赤

782 高瀬　博道 67 タカセ　ヒロミチ 東京都 葉水会 赤

783 屋敷　良介 68 ヤシキ　リョウスケ 埼玉県 レッドホエールズ 赤

784 廣町　利一 68 ヒロマチ　トシカズ 群馬県 赤

785 山本　武 70 ヤマモト　タケシ 東京都 レッドホエールズ 赤

786 境井　弘昌 73 サカイ　ヒロマサ 東京都 葉水会 赤

787 増田　利夫 80 マスダ　トシオ 千葉県 海自OB 赤

№16  女子  1km個人戦

801 岩永　真緒 8 イワナガ　マオ 東京都 チームまお&なお 赤

802 花俣　和葉 11 ハナマタ　カズハ 千葉県 まなかず 赤

803 新谷　寧々 13 シンタニ　ネネ 千葉県 赤

■小学生の部／B（3～4年）

■80歳以上

■65～74歳

■中学生の部

■小学生の部／C（5～6年）

804 花俣　愛葉 13 ハナマタ　マナハ 千葉県 まなかず 赤



805 高橋　優乃 15 タカハシ　ユウノ 千葉県 赤

806 近藤　小夏 16 コンドウ　コナツ 新潟県 赤

807 青木　真菜 16 アオキ　マナ 千葉県 赤

808 秋山　聖奈 22 アキヤマ　セナ 千葉県 赤

809 塚田　美咲 24 ツカダ　ミサキ 茨城県 赤

810 稲井　美香 30 イナイ　ミカ 兵庫県 SOMPO水泳部 赤

811 本村　理美 33 モトムラ　サトミ 千葉県 赤

812 梅戸　昭枝 34 ウメト　アキエ 千葉県 ムラサキスポーツ 赤

813 小林　恭子 36 コバヤシ　キョウコ 東京都 SOMPO水泳部 赤

814 佐藤　淑恵 40 サトウ　トシエ 千葉県 柏洋スイマーズ 赤

815 髙橋　里美 40 タカハシ　サトミ 千葉県 ごん太3 赤

816 磯部　由貴 41 イソベ　ユキ 千葉県 館山泳泳王っ! 赤

817 中山　早苗 42 ナカヤマ　サナエ 埼玉県 チームKON,S 赤

818 中野　敦子 42 ナカノ　アツコ 千葉県 赤

819 岩永　直子 44 イワナガ　ナオコ 千葉県 バブルリング 赤

820 松浦　陽子 44 マツウラ　ヨウコ 東京都 PAN'z 赤

■25～34歳

■24歳以下

■高校生の部

■35～44歳

820 松浦　陽子 44 マツウラ　ヨウコ 東京都 PAN'z 赤

821 中村　純子 46 ナカムラ　ジュンコ 千葉県 花見川SC 赤

822 駒形　昭子 46 コマガタ　アキコ 東京都 朝陽水泳会 赤

823 奥村　陽子 46 オクムラ　ヨウコ 栃木県 TOSS 赤

824 中條　史穂 47 ナカジョウ　シホ 茨城県 SJNK水泳部 赤

825 佐野　彩知子 47 サノ　サチコ 東京都 チームナミ 赤

826 新井　孝子 48 アライ　タカコ 千葉県 赤

827 秋山　美奈子 48 アキヤマ　ミナコ 東京都 赤

828 立原　真由美 48 タチハラ　マユミ 東京都 コナミ船堀 赤

829 松本　葉子 49 マツモト　ヨウコ 東京都 わーらーるー 赤

830 鎌形　和美 50 カマガタ　カズミ 千葉県 チームちよばん 赤

831 福田　真由美 50 フクダ　マユミ 東京都 東京高田馬場組 赤

832 若林　恵子 50 ワカバヤシ　ケイコ 千葉県 赤

833 高津　泉 50 タカツ　イズミ 埼玉県 赤

834 齋藤　美奈子 50 サイトウ　ミナコ 東京都 葉水会 赤

835 林　ゆりえ 51 ハヤシ　ユリエ 東京都 有明BST 赤

836 坂上　悦子 51 サカウエ　エツコ 新潟県 赤

837 西村　水穂 51 ニシムラ　ミホ 千葉県 赤

838 福田　美和 51 フクダ　ミワ 東京都 東京高田馬場組 赤

839 加藤　美奈子 51 カトウ　ミナコ 埼玉県 ケンズクラブ 赤

840 山本　由里子 52 ヤマモト　ユリコ 千葉県 わーらーるー 赤

■45～54歳

841 毛利　直美 52 モウリ　ナオミ 東京都 赤



842 田中　美幸 52 タナカ　ミユキ 埼玉県 ケンズクラブ 赤

843 有薗　桂子 53 アリゾノ　ケイコ 東京都 チームナミ 赤

844 田村　奈保美 55 タムラ　ナオミ 東京都 赤

845 吉田　智江 58 ヨシダ　トモエ 埼玉県 TIオーシャンズ 赤

846 三浦　康子 58 ミウラ　ヤスコ 東京都 J&S水泳部 赤

847 真渋　涼子 61 マシブ　リョウコ 東京都 赤

848 加藤　眞知子 66 カトウ　マチコ 千葉県 オフィス・ジョイ 赤

849 鶴岡　充代 70 ツルオカ　ミチヨ 埼玉県 赤

№17　1kmペアスイム

911 ともぞうセナ 62 加藤　政那　(13) 加藤　知子　(49)

912 スマイルオブA 76 庄司　健　(37) 深山　和美　(39)

913 アザラシ 80 杉田　真紀　(36) 新出　亜希子　(44)

914 Anfang 92 大菊　諭　(40) 大菊　美穂子　(52)

915 バーマッチョ 107 澤和　信二　(56) 蜂谷　祥子　(51)

■100歳以上

■80歳以上

■60歳以上

■65～74歳

■55～64歳

915 バーマッチョ 107 澤和　信二　(56) 蜂谷　祥子　(51)

916 Hippo 108 木天　泰弘　(52) 幸田　俊　(56)



№18　4×1kmリレー

■119歳以下 緑 白 黒 黄

921 人三化七 69 戸田　涼彗 18 怡土　晃也 18 小島　由太 17 阿部　龍将 16

922 チーム初めまして 80 平林　大樹 21 有賀　駿 19 藤川　健太朗 21 戸田　大貴 19

923 一橋水友会・若 92 宮島　大知 22 間明田　敬太 22 八鍬　昂輝 23 市川　巧真 25

924 一橋水友会・中堅 112 赤塚　宗志朗 27 松村　みどり 28 堀江　康太 28 中村　優 29

925 ピーウォッシュB 115 和賀　早穂 24 岩井　枝美子 20 松宮　匡哉 45 齋藤　稔季 26

926 なまはげ泉舘軍団 125 佐々木　祐彰 32 佐藤　翔太 30 三浦　巧真　 31 泉舘　涼介 32

927 ピーウォッシュA 127 内田　明宏 25 大口　純司 51 西川　将吾 25 中垣　静夏 26

928 明中OB 137 馬立　賢治 35 宮井　隆多 34 本田　智明 35 中島　潤 33

929 KFST4 143 榊　裕貴 23 三上　亜由美 32 吉田　健司 51 鈴木　英明 37

930 CFSTガールズ 143 矢内　絵梨香 31 穂積　彩織 29 永瀬　秀子 57 長尾　美佐 26

931 Mマーメイド 144 本村　理美 33 中村　直樹 35 荒木　大輔 41 錦織　新悟 35

932 KFST1 152 三上　朋 34 萩原　友子 44 立原　真由美 48 川村　宝 26

933 Wave Run 160 上田　誠 44 佐伯　祐美 31 大岸　恵 39 Slobodan　Pavkov 46

934 チームしもいえ 162 穂積　雅之 30 下家　成人 54 永瀬　知之 41 鶴谷　学 37

935 KFST5 171 松下　貴裕 40 江島　敏弘 41 吉橋　久美子 49 寺田　剛 41

936 ムラサキスポーツ 171 梶本　勇 42 殿谷　豪太 32 金子　弘志 59 生井　一公 38

937 KFST3 173 会田　恭一 30 鎌形　麻里 53 木村　明王 50 松下　友美 40

938 チームドルフィン 174 葛谷　憲雄 42 桑原　義空 45 高田　直義 43 小泉　智幸 44

939 バタアシ人魚 175 中村　修 41 大森　一輝 44 小島　幸太 45 森澤　之善 45

940 KFST7 176 池田　稜介 21 木村　幸介 42 久住　知世 49 曽根　敏樹 64

941 TEAMNAMI 178 鈴木　隆彦 42 坂口　友宏 47 保戸田　藤郎 42 八木　博敬 47

942 レッドホエールズ A 182 倉本　鎮 41 関口　俊雄 44 漆山　明 52 山口　若菜 45

943 チーム堀井 193 峯野　誠司 39 若島　健二 57 東　芙美 41 堀井　正明 56

944 KFST6 194 佐々木　恒 33 石井　勝 65 小林　弘子 49 荒木　真理子 47

945 三井不動産水泳部 195 小林　進治 54 喜柳　俊幸 65 岩崎　信治 46 鰭岡　大樹 30

946 一橋水友会・壮 200 花岡　勇佑 26 山下　智之 55 岡野　浩寿 59 常盤　潤一郎 60

947 KFST2 202 金澤　武 34 小澤　雅子 51 加藤　進 67 池本　修司 50

948 レッドホエールズ B 212 岡村　和平 44 熊倉　成 43 中村　高志 69 宮　康弘 56

949 朝陽水泳会 213 鈴木　仁志 51 藤井　和典 57 本間　謙 54 林　衛 51

950 ポセイドンズ2018 213 原　雅彦 58 松葉　芙美代 55 高瀬　規男 44 原　智彦 56

951 アクラブ 225 荒井　宏巳 53 松木　まゆみ 53 霜重　繁子 58 石川　淑江 61

952 一橋水友会シニア 254 真田　大 63 山崎　曜太 55 渡辺　善彦 66 関根　至 70

■240～279歳

■200～239歳

■160～199歳

■120～159歳




