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■小学生C（5～6年）

501 新谷　天寧 10 シンタニ　アマネ 赤

502 花俣　和葉 12 ハナマタ　カズハ まなかず 赤

■中学生

503 新谷　寧々 14 シンタニ　ネネ 赤

■大学生

504 金坂　真奈 19 カネサカ　マナ TOSS 赤

■24歳以下

505 岡本　茉優 24 オカモト　マユ 悠游 赤

■25歳以上

506 塚田　美咲 25 ツカダ　ミサキ アンビシャス 赤

507 近藤　有 26 コンドウ　ユウ 赤

■30歳以上

508 武藤　圭 30 ムトウ　ケイ 赤

■35歳以上

509 近藤　由美 35 コンドウ　ユミ SOMPO水泳部 赤

510 百瀬　弥生 37 モモセ　ヤヨイ はなすい 赤

511 家頭　千尋 37 ヤガシラ　チヒロ 赤

512 大田　美樹 39 オオタ　ミキ 赤

■40歳以上

513 深山　和美 40 ミヤマ　カズミ SmailofA 赤

514 中山　早苗 43 ナカヤマ　サナエ チームKON'S 赤

515 三浦　浩美 44 ミウラ　ヒロミ 西葛西コナミ 赤

■45歳以上

516 高橋　圭 45 タカハシ　ケイ 赤

517 見潮　香織 45 ミシオ　カオリ 赤

518 小野田　結希 45 オノダ　ユウキ 赤

519 福泉　あゆみ 45 フクイズミ　アユミ はなすい 赤

520 栗原　春美 45 クリハラ　ハルミ 海猿会 赤

521 中村　純子 47 ナカムラ　ジュンコ はなすい 赤

522 駒形　昭子 47 コマガタ　アキコ 朝陽水泳会 赤

523 逸見　孝子 47 ヘンミ　タカコ 三井不動産水泳部 赤

524 津田　光絵 47 ツダ　ミツエ 赤

525 奥村　陽子 47 オクムラ　ヨウコ 赤

526 中條　史穂 48 ナカジョウ　シホ SOMPO水泳部 赤

527 佐野　彩知子 48 サノ　サチコ チームナミ 赤

528 菅井　摩美 48 スガイ　マミ コナミ西葛西 赤

529 松本　寿子 48 マツモト　ヒサコ 赤

530 新井　孝子 49 アライ　タカコ 赤

531 槇　玲子 49 マキ　レイコ 赤

532 立原　真由美 49 タチハラ　マユミ コナミ船堀 赤



■50歳以上

533 磯田　理恵 50 イソダ　リエ 赤

534 福田　真由美 51 フクダ　マユミ 東京高田馬場組 赤

535 若林　恵子 51 ワカバヤシ　ケイコ 赤

536 一ノ関　亜紀 51 イチノセキ　アキ スイミー 赤

537 齋藤　美奈子 51 サイトウ　ミナコ 葉水会 赤

538 林　ゆりえ 52 ハヤシ　ユリエ 赤

539 福田　美和 52 フクダ　ミワ 赤

540 鈴木　のり 53 スズキ　ノリ セントラルポート 赤

541 山本　由里子 53 ヤマモト　ユリコ わーらーるー 赤

542 赤坂　映子 54 アカサカ　エイコ 赤

543 山本　美千代 54 ヤマモト　ミチヨ 赤

544 佐藤　富美 54 サトウ　フミ 赤

545 鎌形　麻里 54 カマガタ　マリ コナミ船堀 赤

546 刀禰　浩美 54 トネ　ヒロミ 赤

■55歳以上

547 岡本　亜由美 55 オカモト　アユミ 悠游 赤

548 田村　奈保美 56 タムラ　ナオミ 赤

549 山之内　真理 58 ヤマノウチ　マリ 赤

550 工藤　久美子 58 クドウ　クミコ 悠遊 赤

551 三浦　康子 59 ミウラ　ヤスコ J&S保険 赤

■60歳以上

552 高橋　直美 60 タカハシ　ナオミ 赤

553 大野　郁子 61 オオノ　イクコ JLD 赤

554 萩原　美晴 62 ハギワラ　ミハル コナミ船堀 赤

555 内藤　敦子 62 ナイトウ　アツコ JLD 赤

■65歳以上

556 濱中　浩子 66 ハマナカ　ヒロコ AGスイマーズ 赤

557 加藤　眞知子 67 カトウ　マチコ オフィス・ジョイ 赤

■70歳以上

558 鶴岡　充代 71 ツルオカ　ミチヨ ルネサンスノダ 赤

559 西田　一江 72 ニシダ　カズエ 赤


