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■小学生B（3～4年）

401 松本　勝人 9 マツモト　マサト 赤

402 鹿子　純 10 カノコ　ジュン 赤

■中学生

403 中條　樹 13 ナカジョウ　イツキ SOMPO水泳部 赤

■高校生

404 山田　悠翔 16 ヤマダ　ユウト 西武台千葉高校 赤

405 藤澤　知輝 16 フジサワ　トモキ 成田高校 赤

406 市川　樹莉也 17 イチカワ　ジュリヤ 成田高校 赤

■24歳以下

407 川島　淳 22 カワシマ　ジュン TOSS 赤

■25歳以上

408 宮崎　文平 29 ミヤザキ　ブンペイ 赤

■30歳以上

409 長門　祐太 31 ナガト　ユウタ 赤

410 鰭岡　大樹 31 ヒレオカ　ダイキ 三井不動産水泳部 赤

■35歳以上

411 中村　直樹 36 ナカムラ　ナオキ 赤

412 植村　匡詞 36 ウエムラ　マサシ ポート 赤

413 錦織　新悟 36 ニシキオリ　シンゴ 赤

414 岩田　裕之 36 イワタ　ヒロユキ 三井不動産水泳部 赤

415 武部　竜也 36 タケベ　リョウヤ 赤

416 羽澄　恭一 36 ハズミ　キョウイチ 三井不動産水泳部 赤

417 庄司　健 38 ショウジ　タケシ SmileofA 赤

418 山本　宗孝 38 ヤマモト　ムネタカ 初心者1号 赤

419 堀　勇人 39 ホリ　ハヤト SOMPO水泳部 赤

■40歳以上

420 三浦　研 40 ミウラ　ケン 赤

421 鐘ヶ江　良彦 41 カネガエ　ヨシヒコ 赤

422 林　辰典 41 ハヤシ　タツノリ ピーウォッシュ 赤

423 高橋　洋介 41 タカハシ　ヨウスケ 赤

424 鈴木　健郎 42 スズキ　タケル はなすい 赤

425 荒木　大輔 42 アラキ　ダイスケ NASおゆみ野 赤

426 許斐　氏元 42 コノミ　ウジモト 赤

427 釜池　雄高 42 カマイケ　ユタカ チーム堀井 赤

428 鈴木　将貴 42 スズキ　マサタカ SOMPO水泳部 赤

429 木村　直行 43 キムラ　ナオユキ しげおーず 赤

430 鈴木　隆彦 43 スズキ　タカヒコ 赤

431 富永　章夫 44 トミナガ　フミオ 赤

432 森　将樹 44 モリ　マサキ SJNK 赤

433 鎗田　哲夫 44 ヤリタ　テツオ 赤

434 酒井　敦 44 サカイ　アツシ アクラブ稲城 赤

435 熊倉　成 44 クマクラ　セイ レッドホエールズ 赤



■45歳以上

436 夏村　一平 45 ナツムラ　イッペイ 赤

437 西村　太郎 45 ニシムラ　タロウ はなすい 赤

438 高島　徹 45 タカシマ　トオル 赤

439 小林　弘幸 45 コバヤシ　ヒロユキ こばやん 赤

440 中嶋　大介 45 ナカジマ　ダイスケ 三井不動産水泳部 赤

441 関本　純也 46 セキモト　ジュンヤ NST 赤

442 山岸　喜一郎 47 ヤマギシ　キイチロウ 赤

443 岩崎　信治 47 イワザキ　シンジ 三井不動産水泳部 赤

444 溝口　隆郎 48 ミゾグチ　タカオ 赤

445 原田　秀一 48 ハラダ　シュウイチ 赤

446 坂口　友宏 48 サカグチ　トモヒロ チームナミ 赤

447 八木　博敬 49 ヤギ　ヒロタカ TEAMNAMI 赤

448 梁　賢 49 リョウ　ケン T.S.V. 赤

449 松浦　久義 49 マツウラ　ヒサヨシ チームナミ 赤

450 星野　浩一 49 ホシノ　コウイチ ウィンズVC 赤

■50歳以上

451 遠山　仁 50 トオヤマ　ヒトシ 赤

452 北見　一弘 50 キタミ　カズヒロ 赤

453 北村　茂樹 50 キタムラ　シゲキ 赤

454 金指　正太郎 51 カナザシ　ショウタロウ 赤

455 川嶋　清威 51 カワシマ　キヨタケ TOSS 赤

456 椎名　宏至 53 シイナ　ヒロシ 赤

457 茅島　章裕 54 カヤシマ　アキヒロ 赤

458 片岡　健二 54 カタオカ　ケンジ L.S.C 赤

■55歳以上

459 西田　敏彦 55 ニシダ　トシヒコ バラクロ 赤

460 五十嵐　久住 55 イガラシ　ヒサズミ 赤

461 澤　雅弘 56 サワ　マサヒロ SOMPO水泳部 赤

462 浅井　速人 56 アサイ　ハヤト 赤

463 堀井　正明 57 ホリイ　マサアキ チーム堀井 赤

464 川崎　武夫 57 カワサキ　タケオ Foxswim 赤

465 忍澤　成視 57 オシザワ　ナルミ mimi市原 赤

466 進　崇幸 57 ススム　タカユキ チームゴーズ 赤

467 堀越　義雄 58 ホリコシ　ヨシオ 三井不動産水泳部 赤

468 男全　正憲 58 オマタ　マサノリ J&S保険 赤

469 加藤　滝一 58 カトウ　リュウイチ 赤

470 大槻　正明 58 オオツキ　マサアキ J&S保険 赤

471 近藤　泰正 59 コンドウ　ヤスマサ 赤

472 山本　広史 59 ヤマモト　ヒロシ わーらーるー 赤

473 大森　茂 59 オオモリ　シゲル 赤



■60歳以上

474 佐藤　義高 60 サトウ　ヨシタカ 赤

475 ヴァンフーラ　カーテイス 60 ヴァンフーラ　カーテイス ムラサキスポーツ 赤

476 渡邉　喜夫 60 ワタナベ　ヨシオ 赤

477 寺嶋　康浩 60 テラジマ　ヤスヒロ 粋泳会 赤

478 城　治男 61 シロ　ハルオ はなすい 赤

479 矢向　誠 62 ヤコウ　マコト 朝陽水泳会 赤

480 八木下　貞 62 ヤギシタ　タダシ のんびりsw 赤

481 江崎　裕之 63 エサキ　ヒロユキ バラクロオーシャ 赤

482 児玉　憲男 63 コダマ　ノリオ 赤

483 松本　祐一 63 マツモト　ユウイチ e3 Fit 赤

484 箕輪田　隆 64 ミノワダ　タカシ J&S保険 赤

■65歳以上

485 横田　清 66 ヨコタ　キヨシ 赤

486 河村　清伸 68 カワムラ　キヨノブ 葉水会 赤

487 高瀬　博道 68 タカセ　ヒロミチ 葉水会 赤

488 屋敷　良介 69 ヤシキ　リョウスケ レッドホエールズ 赤

489 廣町　利一 69 ヒロマチ　トシカズ 赤

■70歳以上

490 長嶋　幸次 70 ナガシマ　コウジ 赤

491 山本　武 71 ヤマモト　タケシ レッドホエールズ 赤

■80歳以上

492 増田　利夫 81 マスダ　トシオ 海自OB 赤


