
受付終了 10:05 〜11:05

体操・アップ・招集 11:35 〜11:55

競技 12:05 〜13:05

　№7　500m×4　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

オオイシ ユワ チバ カナエ オオスギ タクミ スズキ サワ

大石 優和(17) 千葉 佳奈絵(18) 大杉 拓巳(17) 鈴木 沙和(17)

カタギリ ユカリ ナガハタ ヨウタ オオヤ マサミチ キタジマ コウタ

片桐 由佳理(22) 長幡 陽太(24) 大屋 柾道(23) 北島 滉太(23)

コイケ ミノブ ナンバラ カズキ イノ コウタ マツシタ アヤカ

小池 光展(24) 南原 一樹(25) 猪野 滉太(22) 松下 彩花(25)

スギサワ カツヤ タブチ ヒロミ スギサワ アキト スギサワ タカシ

杉沢 豪也(21) 田渕 広海(21) 杉沢 晃人(17) 杉沢 毅志(51)

ナカムラ チカ スギムラ カオル イシダ マイ タナカ ミホ

中村 知佳(28) 杉村 薫(35) 石田 舞(23) 田中 美帆(27)

ナガタ カズヤ スギヤマ トモノリ ワダ セイキ キノムラ カズト

長田 和也(32) 杉山 智紀(26) 和田 聖己(31) 木野村 和人(28)

タカクラ カズエ コガ チエ マツイ カナエ フジハラ リョウタ

髙倉 和恵(30) 古賀 千恵(26) 松井 佳菜絵(28) 藤原 亮太(33)

トミタ リョウタ スズキ タロウ イイモリ ユウマ スミヨシ トシアキ

冨田 凌汰(22) 鈴木 太郎(29) 飯森 裕真(28) 住吉 俊亮(45)

スズキ ノリユキ コンノ ナツキ サイトウ テルミツ イワサキ ヨシヒロ

鈴木 謙之(21) 今野 夏樹(22) 斎藤 輝充(43) 岩崎 喜裕(41)

サカイ ナオト サイトウ スグル アオト ミホ コテラザワ リョウコ

坂井 直人(22) 齋藤 優(23) 青砥 美保(40) 小寺澤 涼子(42)

ヒグチ ヨシカズ オオミナト マサト アオキ サトシ ヤスエ ヒロキ

樋口 喜一(34) 大湊 将斗(33) 青木 覚(34) 安江 弘樹(33)

ニシザカ ユウキ オオモリ ノゾム モリ タケシ オノ ユウキ

西坂 祐樹(33) 大森 望(33) 森 健(40) 小野 雄貴(31)

ノグチ キヨム モリタ トモミ キジマ ワタル クラモチ イサオ

野口 雪樹(21) 森田 知美(37) 木島 渉(36) 倉持 功(51)

イシイ ヨウイチロウ イノウエ トモユキ ウエノ セイジ ハヤシ ジュンイチロウ

石井 洋一郎(39) 井上 朋之(37) 上野 誠治(39) 林 淳一郎(31)

120～159歳

914 IAFトライ 東京都 120～159歳

L，L
913 ocean dream Aチーム 東京都

120～159歳

912 もり 神奈川県 120～159歳

911 やすえ 神奈川県

910 ocean dream Cチーム 東京都 120～159歳

120～159歳909 WINS MAX 埼玉県

119歳以下

908 住吉会 神奈川県 120～159歳

907 さんぴんくらぶ 東京都

119歳以下

906 OVER1500 東京都 119歳以下

905 いしだL 東京都

119歳以下

904 チーム保土ケ谷区 神奈川県 119歳以下

903 BST 神奈川県

119歳以下

902 神奈総OBOG 愛知県 119歳以下

901 URASHO   埼玉県



マスダ アツシ タキザワ リョウ サノ リョウ タナカ ヨシタロウ

舛田 敦(34) 滝澤 諒(27) 佐野 亮(40) 田中 義太郎(54)

イシイ ヒロカズ たての なおこ たての ひなた マエシマ ジュン

石井 宏和(40) 館野 直子(55) 館野 ひなた(24) 前島 淳(43)

ハヤシ リツコ タカギ マサカズ ヤジマ ハジメ イシダ サトミ

林 利津子(53) 高木 真和(39) 矢嶋 元(41) 石田 聡美(29)

アカハネ ヒロアキ ミヤザキ カナコ イガラシ ヨシオ カワモト サヤカ

赤羽 弘明(50) 宮崎 可奈子(30) 五十嵐 佳男(54) 河本 沙也加(31)

クボタ カオリ ショウジ ユミコ ササキ ケイコ ワタナベ フミ

久保田 馨(43) 庄司 裕美子(49) 佐々木 恵子(42) 渡辺 富美(38)

スズキ ミツエ ミキ ショウキチ イシダ マサヒコ アベ モトキ

鈴木 光恵(35) 三木 商吉(43) 石田 雅彦(47) 阿部 元樹(49)

アベ モトキ エンドウ ヒロユキ トオヤマ イサオ ショウジ コウイチロウ

阿部 元樹(49) 遠藤 洋之(35) 遠山 功(41) 庄司 貢一郎(49)

ワカバヤシ マサヒロ スミヨシ ノリヒコ イリフネ ヒロアキ オダケ カスミ

若林 昌博(51) 住吉 慶彦(45) 入船 浩明(51) 小竹 香純(30)

ハマジ ケンタロウ シラトリ コウイチ アダチ ヒロユキ カワナ ヒデオ

浜地 憲太郎(41) 白鳥 孝一(45) 安達 浩之(43) 川名 英雄(49)

キタ コウジ ツネカワ マサユキ タカハシ ケンスケ アンノ ツトム

北 浩至(43) 恒川 正之(52) 高橋 健介(43) 安野 努(43)

キムラ モトヒコ カヤマ ユウイチ オオシマ ノリユキ ハギナカ キヨシ

木村 元彦(48) 加山 雄一(45) 大島 徳之(45) 萩中 希予史(47)

ニシカイチ アツコ オノダ ユウキ ワタナベ ミユキ クボタ カオリ

西開地 敦子(49) 小野田 結希(44) 渡邊 美由紀(51) 久保田 馨(43)

ヨゴウ マキコ シノハラ ミハル タン ミエコ イシイ アヅサ

余郷 麻希子(39) 篠原 三陽(45) 丹 美枝子(53) 石井 あづさ(50)

ナカムラ ケンタロウ ササ ノリチカ フジキ マサミ イイダ マサトシ

中村 健太郎(42) 佐々 宗史(42) 藤木 雅己(59) 飯田 正敏(50)

アオキ シン ハタナカ ヒロカズ オオエ ヨウイチ サハラ ヨシノリ

青木 晋(51) 畑中 浩和(56) 大江 洋一(52) 佐原 義規(58)

タナカ マサキ カミオ ヒサト モギ カズヤ ハマダ カズミ

田中  政紀(56) 神尾 尚人(56) 茂木 和哉(59) 濱田 和実(58)

200～239歳

930 横プーモーニングA 神奈川県 200～239歳

929 バトルシャーク 神奈川県

160～199歳

928 チームまーくんズ 埼玉県 160～199歳

927 あつあつクアトロフォルマッジ 東京都

160～199歳

926 K-オーシャンズ 東京都 160～199歳

925 サザンクロス 東京都

160～199歳

924 横プーサンデーモーニング 神奈川県 160～199歳

923 いしだおO 東京都

160～199歳

922 e3fit 東京都 160～199歳

921 とーやまのゴールド 東京都

160～199歳

920 どこでも石モンファンクラブ 神奈川県 160～199歳

919 B型おとめ座 東京都

160～199歳

M
918 煩悩タマガワ 東京都 160～199歳

917 ocean dream Bチーム 東京都

120～159歳

916 チーム　カッパちゃんとゆかいな仲間たち 埼玉県 160～199歳

915 C-COM 川崎水泳部 東京都


