
№8  男子  3km　一般の部№8  男子  3km　一般の部№8  男子  3km　一般の部№8  男子  3km　一般の部

■小学生B（3～4年）

601 小倉　仁 10 オグラ　ジン 井野小学校 白

■高校生

602 櫻井　湧士 17 サクライ　ソウシ 西武台千葉高校 白

■24歳以下

603 池田　諒 24 イケダ　リョウ SOMPO水泳部 白

■25歳以上

604 山崎　貴大 27 ヤマザキ　タカヒロ 白

605 清水　雄太 28 シミズ　ユウタ 白

■30歳以上

606 太田　康裕 31 オオタ　ヤスヒロ 白

■35歳以上

607 磯田　真也 35 イソダ　シンヤ MIGHTY 白

608 渡辺　正徳 36 ワタナベ　マサノリ ゆうまいしん 白

609 齋藤　晃 36 サイトウ　アキラ チームケンズ 白

610 寺尾　章 36 テラオ　アキラ 白

611 山田　健太 37 ヤマダ　ケンタ 白

612 生出　力也 38 オイデ　リキヤ 白

613 鈴木　英明 38 スズキ　ヒデアキ コナミ船堀 白

■40歳以上

614 加賀沢　宗隆 40 カガサワ　ムネタカ 白

615 服部　正慎 40 ハットリ　マサノリ DSC公津 白

616 山田　拓生 41 タマダ　タクオ 白

617 真田　英明 42 サナダ　ヒデアキ 白

618 高野　毅 42 タカノ　タケシ 白

619 堀尾　順也 42 ホリオ　ジュンヤ 白

620 寺田　剛 42 テラダ　ツヨシ コナミ船堀 白

621 堀江　俊行 43 ホリエ　トシユキ 勇泳邁進 白

622 加藤　克典 43 カトウ　カツノリ 白

623 高橋　芳和 43 タカハシ　ヨシカズ 白

624 山中　浩司 44 ヤマナカ　コウジ 白

625 志摩　和範 44 シマ　カズノリ 白

626 平山　研朗 44 ヒラヤマ　キヨアキ 白

■45歳以上

627 近藤　里有 45 コンドウ　リウ 勇泳邁進 白

628 小久保　貴章 45 コクボ　タカアキ 白

629 近藤　信 45 コンドウ　マコト チームKON´S 白

630 野上　真弥 45 ノガミ　マサヤス 白

631 martin henriksen 45 ｍａｒｔｉｎ　ｈｅｎｒｉｋｓｅｎ 白

632 JASON CHRISTIE 46 ＪＡＳＯＮ　ＣＨＲＩＳＴＩＥ 白

633 高橋　耕次 46 タカハシ　コウジ 白

634 松繁　卓哉 47 マツシゲ　タクヤ ポメラニアンズ 白

635 田中　成樹 47 タナカ　ナルキ Cﾄﾗ 白

636 花田　悟 47 ハナダ　サトル 白

637 谷古宇　毅 47 ヤコウ　タケシ 白



638 高橋　義典 47 タカハシ　ヨシノリ ポプラ美容室 白

639 関　浩兵 47 セキ　コウヘイ JJ 白

640 藤田　守宏 47 フジタ　モリヒロ 白

641 岩渕　一徳 47 イワブチ　カズノリ 白

642 山本　祐紀 48 ヤマモト　ユウキ 白

643 佐藤　忠高 48 サトウ　タダタカ 白

644 中橋　憲悟 49 ナカハシ　ケンゴ 白

645 土居　誠司 49 ドイ　セイジ 白

646 鳥野見　泰嗣 49 トリノミ　タイジ 白

■50歳以上

647 中村　東憲 50 ナカムラ　ハルノリ 白

648 金村　博司 50 カナムラ　ヒロシ 白

649 堀越　由忠 50 ホリコシ　ヨシタダ 彩湖ラファール 白

650 濱田　訓平 50 ハマダ　ノリヒラ NEC/朝陽水泳 白

651 田辺　聡 50 タナベ　サトシ 白

652 川名　茂樹 51 カワナ　シゲキ 白

653 橋本　裕治 51 ハシモト　ユウジ 白

654 八代　健正 51 ヤシロ　タケマサ SEA DAYS 白

655 川野　敏彦 51 カワノ　トシヒコ 牛池組 白

656 岡松　智嗣 51 オカマツ　サトシ 白

657 寺内　康剛 51 テラウチ　ヤスタケ 白

658 菊江　悟史 52 キクエ　サトシ 白

659 小田　邦裕 52 オダ　クニヒロ 白

660 土屋　孝文 52 ツチヤ　タカフミ 白

661 新山　正人 52 アラヤマ　マサト 白

662 Jeff Loucks 52 Ｊｅｆｆ　Ｌｏｕｃｋｓ 白

663 渡邊　茂人 52 ワタナベ　シゲト 白

664 山口　健一郎 52 ヤマグチ　ケンイチロウ 白

665 杉田　弘幸 52 スギタ　ヒロユキ チームおっＴ 白

666 関口　隆之 52 セキグチ　タカユキ チームハナスイ 白

667 植野　恵弘 52 ウエノ　ヨシヒロ 白

668 栄井　貴之 52 サカイ　タカユキ SOMPO水泳部 白

669 新井　智志 52 アライ　サトシ 小金井トラ連合 白

670 福嶋　真理 52 フクシマ　マコト 白

671 小林　譲治 53 コバヤシ　ジョウジ NSAC 白

672 川合　亮 53 カワイ　アキラ 白

673 岡田　誠 53 オカダ　マコト 白

674 大谷　亮仁 53 オオタニ　リョウジ 白

675 今若　恒幸 53 イマワカ　ツネユキ NSAC 白

676 平田　真規則 54 ヒラタ　マキノリ kawauso 白

677 細山　隆一郎 54 ホソヤマ　リュウイチロウ 白

678 石川　裕一 54 イシカワ　ユウイチ 粋泳会 白

679 岡本　信之 54 オカモト　ノブユキ 彩湖ラファール 白



■55歳以上

680 大岸　幹 55 オオギシ　ハジメ ちーむあじふらい 白

681 丹下　智博 55 タンゲ　トモヒロ 白

682 小川　順一 55 オガワ　ジュンイチ 白

683 小林　進治 55 コバヤシ　シンジ 三井不動産水泳部 白

684 青野　晴成 55 アオノ　ハルシゲ 白

685 鈴木　謙太 55 スズキ　ケンタ 白

686 箕輪　渡 55 ミノワ　ワタル 白

687 石井　正之 55 イシイ　マサユキ 稲毛インター 白

688 宮川　雅文 55 ミヤガワ　マサフミ 白

689 石田　智裕 56 イシダ　トモヒロ 白

690 北村　征志 56 キタムラ　マサシ 白

691 梅本　和正 56 ウメモト　カズマサ L.S.C 白

692 千種　潤也 56 チグサ　ジュンヤ 葉水会 白

693 石川　浩一 56 イシカワ　コウイチ 白

694 竹内　慶幸 56 タケウチ　ヨシユキ ＶＡＳ 白

695 新倉　達郎 58 ニイクラ　タツオ SOMPO水泳部 白

696 佐藤　政人 58 サトウ　マサト おやしお 白

697 清水　達夫 59 シミズ　タツオ ケンズ 白

698 石渡　喜夫 59 イシワタリ　ヒサオ T.海パン刑事 白

699 横溝　英俊 59 ヨコミゾ　ヒデトシ nararun 白

■60歳以上

700 佐藤　真治 60 サトウ　シンジ 彩湖疾風 白

701 鵜澤　修成 60 ウザワ　シュウセイ 海猿会 白

702 中村　泰彦 60 ナカムラ　ヤスヒコ アクラブ 白

703 平野　勝功 60 ヒラノ　カツノリ チーム釣りばか 白

704 市川　亨 61 イチカワ　トオル チームイッチー 白

705 薗部　康二 62 ソノベ　ヤスジ JLD 白

706 一瀬　光廣 62 イチノセ　ミツヒロ 白

707 辛島　邦宏 62 カラシマ　クニヒロ 粋泳会 白

708 小川　潤 62 オガワ　ジュン チーム　Ocho 白

709 内藤　保雄 63 ナイトウ　ヤスオ JLD 白

710 浅野　泉 63 アサノ　イズミ K.UNITY 白

711 大久保　裕二 64 オオクボ　ユウジ SOMPO水泳部 白

712 成清　優太郎 64 ナリキヨ　ユウタロウ 白

713 湯山　幸寛 64 ユヤマ　ユキヒロ 白

■65歳以上

714 曽根　敏樹 65 ソネ　トシキ KFTT 白

715 加藤　邦夫 65 カトウ　クニオ 白

716 喜柳　俊幸 66 キヤナギ　トシユキ 三井不動産水泳部 白

717 福岡　喜正 67 フクオカ　ヨシマサ 白

718 佐藤　栄一 67 サトウ　エイイチ JLD 白

719 澁谷　実 68 シブヤ　ミノル 白

■75歳以上

720 栗原　猛 75 クリハラ　タケシ 白浜楽泳クラブ 白



■80歳以上

721 柴原　和可 82 シバハラ　カズヨシ 横浜深谷泳友会 白

■85歳以上

722 佐藤　孝尚 86 サトウ　タカナオ NOWS 白


