
№3  男子  5km　一般の部№3  男子  5km　一般の部№3  男子  5km　一般の部№3  男子  5km　一般の部

■中学生

111 岩澤　大翔 13 イワサワ　タイガ 紺

112 小林　嶺臣 13 コバヤシ　レオ SPﾎｳﾄｸ金沢 紺

■高校生

113 江口　浩 15 エグチ　ヒロシ 紺

114 宇佐見　颯士 15 ウサミ　ハヤト 紺

115 吉松　慧人 15 ヨシマツ　ケイト 高校葉山D 紺

116 木村　豪 15 キムラ　ゴウ 紺

117 齋藤　直央翔 15 サイトウ　ナオヤ 西武台千葉高校 紺

118 ファウラー　快留 16 ファウラー　カイル 春日部共栄高校 紺

119 中尾　謙吾 16 ナカオ　ケンゴ 紺

120 根本　颯大 16 ネモト　ソウタ 紺

121 足立　大河 16 アダチ　タイガ 高校葉山D 紺

122 高須賀　光太 16 タカスガ　コウタ 紺

123 青木　俊作 16 アオキ　シュンサク 紺

124 大戸　豪 16 オオト　ゴウ 紺

125 鳥居　永悟 16 トリイ　エイゴ 紺

126 新保　直希 16 シンボ　ナオキ 高校葉山D 紺

127 橋本　瑛輝 16 ハシモト　エイキ 東京SC 紺

128 大内　晃太郞 16 オオウチ　コウタロウ 市川学園高校 紺

129 佐々木　博康 16 ササキ　ヒロヤス 春日部共栄高校 紺

130 青木　瑞季 16 アオキ　ミズキ 紺

131 加藤　怜 16 カトウ　レイ 紺

132 前田　結人 16 マエダ　ユイト 紺

133 谷内　海気 16 タニウチ　カイキ 西武台千葉高校 紺

134 細井　健司 16 ホソイ　タケシ 市川学園高校 紺

135 溝部　凌生 16 ミゾベ　リョウ 紺

136 野間　荘志 16 ノマ　ソウシ 市川学園高校 紺

137 増田　浩人 16 マスダ　ヒロト 高校葉山C 紺

138 大富　雄斗 17 オオトミ　ユウト 市川学園高校 紺

139 古川　清崇 17 フルカワ　キヨタカ 高校葉山C 紺

140 野田　稜雅 17 ノダ　リョウガ 高校葉山C 紺

141 吉崎　駿人 17 ヨシザキ　ハヤト 高校葉山C 紺

142 中島　崇雄 17 ナカジマ　タカオ 高校葉山D 紺

143 山田　航太郎 17 ヤマダ　コウタロウ 高校葉山B 紺

144 永井　響 17 ナガイ　キョウ 高校葉山A 紺

145 鶴薗　修人 18 ツルゾノ　シュウト 高校葉山A 紺

146 中島　佑一 18 ナカジマ　ユウイチ 高校葉山A 紺

147 矢沢　壮志 18 ヤザワ　ソウシ 高校葉山A 紺

148 新保　拓巳 18 シンボ　タクミ 高校葉山B 紺

149 日比　俊吾 18 ヒビ　シュンゴ 日大豊山高校 紺

150 下出　起也 18 シモイデ　タツヤ 高校葉山B 紺

151 三好　優輝 18 ミヨシ　ユウキ 高校葉山B 紺



■大学生

152 秦　隆太朗 19 ハタ　リュウタロウ 日本体育大学 紺

153 和田　大梧 19 ワダ　ダイゴ 日本体育大学 紺

154 小澤　雄二郎 19 オザワ　ユウジロウ アクラブ藤沢 紺

155 小林　陸 19 コバヤシ　リク アクラブ藤沢 紺

156 宮澤　渓 20 ミヤザワ　ケイ 紺

157 井元 秀哉 20 イモト　シュウヤ 東京都/明治大学 紺

158 千代 真道 20 チシロ　マサミチ 東京都/明治大学 紺

159 内山　拓海 20 ウチヤマ　タクミ 日本体育大学 紺

160 中西　秀一朗 21 ナカニシ　シュウイチロウ 慶應義塾大学 紺

161 本庄 智貴 21 ホンジョウ　トモキ 東京都/明治大学 紺

162 芝本　新里 21 シバモト　アサト 慶應義塾大学 紺

163 綿貫　海斗 21 ワタヌキ　カイト 日本体育大学 紺

164 山本　隆 21 ヤマモト　リュウ 日本体育大学 紺

165 小林　慶 21 コバヤシ　ケイ 紺

166 藤川　健太朗 22 フジカワ　ケンタロウ もりもりもりもり 紺

167 平林　大樹 22 ヒラバヤシ　ダイキ もりもりもりもり 紺

168 山本　康平 23 ヤマモト　コウヘイ 紺

■24歳以下

169 南出　大伸 23 ミナミデ　タイシン 木下グループ 紺

170 笠原　敬太 23 カサハラ　ケイタ 紺

171 石戸　雄太 24 イシト　ユウタ ロングスイマーズ 紺

■25歳以上

172 小林　丈浩 26 コバヤシ　タケヒロ 紺

173 鮫島　渓太 28 サメシマ　ケイタ 武蔵野銀行 紺

174 宮本　陽輔 29 ミヤモト　ヨウスケ 紺

175 平井　康翔 29 ヒライ　ヤスナリ SBI 紺

■30歳以上

176 北谷　友嵩 31 キタダニ　トモタカ AQUA 紺

177 石島　健 31 イシジマ　ケン Ever Run 紺

■35歳以上

178 溝口　直生 35 ミゾクチ　ナオタカ 紺

179 齋藤　晃 36 サイトウ　アキラ チームケンズ 紺

180 杉田　真紀 37 スギタ　マサキ アザラシ 紺

181 江原　正義 38 エバラ　マサヨシ 紺

182 高橋　悟 39 タカハシ　サトル 紺



■40歳以上

183 家頭　恵 40 ヤガシラ　ケイ 紺

184 山田　肇 40 ヤマダ　ハジメ オーシャンナビ 紺

185 小宮　朋之 40 コミヤ　トモユキ 紺

186 峰　武史 40 ミネ　タケシ 紺

187 沼田　謙太郎 40 ヌマダ　ケンタロウ 紺

188 皆川　貴行 40 ミナガワ　タカユキ 紺

189 山下　博司 41 ヤマシタ　ヒロシ 紺

190 石井　宏和 41 イシイ　ヒロカズ 紺

191 掛水　義博 42 カケミズ　ヨシヒロ Fox swim 紺

192 倉本　鎮 42 クラモト　マモル レッドホエールズ 紺

193 矢嶋　元 42 ヤジマ　ハジメ 紺

194 中村　修 42 ナカムラ　オサム はなすい 紺

195 山本　耕市 43 ヤマモト　コウイチ 紺

196 高山　尚己 43 タカヤマ　ナオキ 紺

197 小岩　徹平 44 コイワ　テッペイ 紺

198 川島　隆伸 44 カワシマ　タカノブ コナミ武蔵浦和 紺

199 前島　淳 44 マエシマ　ジュン 紺

200 宮本　大介 44 ミヤモト　ダイスケ 紺

201 Ｋｕｒｏｉｗａ　Ｔａｉｃｈｉｒｏ 44 クロイワ　タイチロウ Team 升吉 紺

■45歳以上

202 岡村　平和 45 オカムラ　ヒロカズ レッドホエールズ 紺

203 竹中　康弘 45 タケナカ　ヤスヒロ 紺

204 小川　和宏 45 オガワ　カズヒロ 紺

205 小林　茂久 45 コバヤシ　シゲヒサ 池上SC 紺

206 石塚　貴将 45 イシヅカ　タカマサ 紺

207 関口　俊雄 45 セキグチ　トシオ レッドホエールズ 紺

208 井上　勝弥 45 イノウエ　カツヤ 紺

209 牧野　直也 46 マキノ　ナオヤ レッドホエールズ 紺

210 青木　健 46 アオキ　ケン 紺

211 稲葉　真人 46 イナバ　マサト 紺

212 丸田　寛之 46 マルタ　ヒロユキ 紺

213 久保　拓 47 クボ　タク フリッパー 紺

214 小島　徹也 47 コジマ　テツヤ 紺

215 西田　聡 47 ニシダ　サトシ 紺

216 後藤　順一 47 ゴトウ　ジュンイチ JTU山梨 紺

217 岸田　謙三 47 キシダ　ケンゾウ ラプレム 紺

218 西川　尚希 48 ニシカワ　ナオキ ニシグレ 紺

219 高橋　公正 48 タカハシ　キミマサ ちーむなつ 紺

220 平井　淳也 48 ヒライ　ジュンヤ アクシー中央 紺

221 林　宏昭 48 ハヤシ　ヒロアキ ＭＴ 紺

222 浅田　角郎 48 アサダ　カクロウ AGスイマー 紺

223 渡辺　孝志 48 ワタナベ　タカシ 紺

224 太田　智久 48 オオタ　トモヒサ 紺

225 鎌田　淳 49 カマタ　アツシ たまプラSRC 紺

226 平田　国治 49 ヒラタ　クニハル 紺

227 児島　堅志 49 コジマ　ケンジ センターコース 紺



■50歳以上

228 志摩　英二 50 シマ　エイジ 紺

229 高橋　太 50 タカハシ　フトシ L.S.C 紺

230 瀬戸　学 50 セト　サトル 紺

231 澤幡　実成 51 サワハタ　ミナリ 紺

232 長岡　光雄 51 ナガオカ　ミツオ 初トラ部 紺

233 木村　明王 51 キムラ　アキオ 紺

234 鈴木　実 51 スズキ　ミノル 紺

235 齋藤　大 51 サイトウ　マサル 新鎌楽泳会 紺

236 芹澤　洋一 51 セリザワ　ヨウイチ Lapulem 紺

237 井踏　一紀 51 イブミ　カズノリ termドブ川 紺

238 小川　泰彦 51 オガワ　ヤスヒコ スポアカ新城 紺

239 原田　真宏 52 ｈａｒａｄａ　ｎａｏｈｉｒｏ 初トラ 紺

240 竹内　勝己 52 タケウチ　マサル M・トライ 紺

241 高山　裕一 52 タカヤマ　ユウイチ 紺

242 杉沢　毅志 52 スギサワ　タカシ ＪＦＥ京浜 紺

243 新山　正人 52 アラヤマ　マサト 紺

244 鈴木　仁志 52 スズキ　ヒトシ 朝陽水泳会 紺

245 Jeff Loucks 52 Ｊｅｆｆ　Ｌｏｕｃｋｓ 紺

246 本望　洋 52 ホンモウ　ヒロシ 紺

247 浅利　長武 52 アサリ　オサム 完泳ご褒美 紺

248 Frank van Rooyen 52 Ｆｒａｎｋ　ｖａｎ　Ｒｏｏｙｅｎ 紺

249 大竹　宏明 52 オオタケ　ヒロアキ 紺

250 岩崎　剛士 52 イワサキ　タケシ 紺

251 林　衛 52 ハヤシ　マモル 紺

252 橋本　良浩 53 ハシモト　ヨシヒロ 紺

253 木村　保 53 キムラ　タモツ 戸田市水泳連盟 紺

254 漆山　明 53 ウルシヤマ　アキラ レッドホエールズ 紺

255 桑原　恒幸 53 クワバラ　ツネユキ TK 紺

256 齋藤　靖 54 サイトウ　ヤスシ 葉水会 紺

257 塚本　幸治 54 ツカモト　ユキハル 紺

258 中村　薫 54 ナカムラ　カオル 紺

259 高尾　克則 54 タカオ　カツノリ 葉水会 紺

260 大沼　雅史 54 オオヌマ　マサシ チームまちゃ 紺

261 荻野　晶之 54 オギノ　マサユキ チームバラクロ 紺

262 荒井　宏巳 54 アライ　ヒロミ アクラブ八王子 紺

263 大竹　高広 54 オオタケ　タカヒロ 紺



■55歳以上

264 大坪　隆 55 オオツボ　タカシ 紺

265 小林　聡 55 コバヤシ　サトシ 初トラ 紺

266 大塚　義一 55 オオツカ　ノリカズ 紺

267 妹尾　信一 55 セノオ　シンイチ 紺

268 塚田　哲治 56 ツカダ　テツジ アンビシャス 紺

269 国分　孝一 56 コクブン　コウイチ 紺

270 宮　康弘 57 ミヤ　ヤスヒロ レッドホエールズ 紺

271 田中　宏房 57 タナカ　ヒロフサ 紺

272 島田　達己 57 シマダ　タツミ 紺

273 池谷　千尋 57 イケタニ　チヒロ YSK 紺

274 堀内　浩司 57 ホリウチ　コウジ 紺

275 若島　健二 58 ワカシマ　ケンジ 紺

276 樋口　猛 58 ヒグチ　タケシ 湘南湘泳会 紺

277 藤井　和典 58 フジイ　カズノリ オーシャンナビ 紺

278 石崎　仁司 58 イシザキ　ヒトシ 紺

279 松山　俊一 59 マツヤマ　トシカズ 紺

280 熊野　裕章 59 クマノ　ヒロアキ 芋ロック 紺

281 苅込　希 59 カリコミ　ノゾミ 井口小SC 紺

■60歳以上

282 青柳　努 60 アオヤギ　ツトム 葉水会 紺

283 山鹿　毅 60 ヤマガ　タケシ タケチャンマン 紺

284 新井　茂夫 61 アライ　シゲオ 両国きんぎょ 紺

285 郷田　賢也 62 ゴウダ　ケンヤ 紺

286 小暮　泰美 62 コグレ　ヤスミ グレ 紺

287 内藤　保雄 63 ナイトウ　ヤスオ JLD 紺

288 奥村　清 63 オクムラ　キヨシ 紺

289 渡部　正彦 64 ワタナベ　マサヒコ 海人くらぶ 紺

290 大波　久男 64 オオナミ　ヒサオ 紺

291 徳山　一 64 トクヤマ　ハジメ 千代田走友会 紺

292 星　雅文 64 ホシ　マサフミ SA小千谷 紺

■65歳以上

293 丸　誠一郎 65 マル　セイイチロウ オーシャンナビ 紺

294 島　晃 66 シマ　アキラ オーシャンナビ 紺

295 阿久津　広海 67 アクツ　ヒロミ 高崎水泳協会 紺

296 齊藤　重義 67 サイトウ　シゲヨシ 紺

297 平柳　三郎 69 ヒラヤナギ　サブロウ 紺

■70歳以上

298 岩佐　善規 70 イワサ　ヨシノリ 紺


