
受付 14:00 〜15:00

体操・アップ・招集 15:30 〜15:50

競技（予選・決勝） 16:00 〜17:15

No6 250m×4ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾘﾚｰ

OPN 招 Tシャツ ゼッケン チーム名 都道府県 1泳 2泳 3泳 4泳 年齢区分

ハギワラ アサノ ナカジマ アヅナ イシイ ケイタ イシイ カナホ

萩原 麻乃(13) 中島 京愛(11) 石井 敬大(12) 石井 奏帆(10)

ヨシハラ ナナコ ヒラノ マリア ヒラノ セイヤ サクラダ ノゾミ

吉原 菜那子(15) 平野 真吏愛(12) 平野 誠弥(10) 櫻田 希海(10)

キムラ カイシ オザワ アミ フクオカ ツバサ スワベ ユウゴ

木村 魁(20) 小澤 あみ(19) 福岡 翼(19) 諏訪部 侑吾(20)

ヤマネ リョウコ マツイ カナエ マツムラ チカ コガ チエ

山根 諒子(29) 松井 佳菜絵(28) 松村 千花(28) 古賀 千恵(26)

フジウ カンペイ ヒロシゲ ケンタロウツルゾノ ジュンキ タケシタ ユウヤ

藤生 寛平(32) 広重 健太郎(31) 鶴園 淳樹(30) 竹下 祐矢(30)

オバタ トモヒロ カマダ シゲル カトウ トモオ アイジマ チヒロ

尾畑 知洋(33) 鎌田 滋(33) 加藤 朋生(31) 相島 千尋(29)

ナカジマ タケノリ ナカジマ ユウコ イシイ ガク イイノ タテオ

中島 丈幾(42) 中島 優子(41) 石井 学(40) 飯野 健夫(30)

ツツイ ダイスケ ジングウ タカヤ ツツイ タカシ イトウ ソウイチ

筒井 大介(18) 神宮 隆也(51) 筒井 孝(46) 伊藤 聡一(39)

ヤマグチ モト スズキ ヒデユキ アサクラ ヒロマサ スギヤマ タカノリ

山口 基(38) 鈴木 英之(44) 朝倉 弘匡(39) 杉山 貴規(39)

ミヤモト マサヒロ シラトリ カツヤ フルカワ アキラ マツバラ ケイキ

宮本 将弘(36) 白鳥 克哉(35) 古川 晶(53) 松原 慶喜(40)

ニッタ ショウジ サカクラ ユキコ ナカムラ コウイチロウタカハシ ヒロフミ

新田 昌司(43) 坂倉 由希子(30) 中村 浩一郎(35) 高橋 宏郁(56)

ハセガワ ヒトシ イノウエ ヒロユキ ママダ ヤスヒロ タケダ マサキ

長谷川 仁(43) 井上 宏之(41) 眞々田 泰弘(39) 竹田 正樹(41)

イマニシ アキラ イネノ ジュンペイ ナカゾノ ヒロキ コジマ トモユキ

今西 明(36) 稲野 純平(36) 中園 博喜(41) 小島 知幸(54)

シブタニ ユウキ ナグモ カズヒコ シブタニ ミチコ トモサダ ヨシハル

渋谷 雄貴(24) 南雲 和彦(59) 渋谷 みちこ(53) 友定 義晴(58)

119歳以下

902 SPﾎｳﾄｸｶﾅｻﾞﾜ 神奈川県 119歳以下

901 沈没船BLUE 東京都

119歳以下

904 さんぴんくらぶZ 東京都 119歳以下

903 いつまでも泳ぎ隊 神奈川県

905 ぐりｰんすいまｰ 神奈川県 120～159歳

906 ねいびｰすいまｰ 神奈川県 120～159歳

907 沈没船RED 東京都 120～159歳

908 奥沢幼稚園海獣ﾁｰﾑ 東京都 120～159歳

160～199歳

910 250mじゃ物足りない! 静岡県 160～199歳

909 予選から完全燃焼!! 静岡県

160～199歳

912 team JUST 神奈川県 160～199歳

911 DAIWA☆OWS 神奈川県

160～199歳

914 ﾐﾁｺﾚｰｼﾝｸﾞ 神奈川県 160～199歳

913 ｽﾎﾟﾏｽ神奈川 神奈川県


