
受付 10:05 〜11:05

体操・アップ・招集 11:35 〜11:55

競技 12:05 〜13:05

　№5　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

ﾔﾅｷﾞ ﾄｷﾄ ﾌｼﾞﾉ ﾀｸﾐ ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｷｵ ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

栁 登貴人(26) 藤野 匠(27) 山崎 幹雄(27) 中村 亮太(26)

ﾏﾂｲ ｶﾅｴ ｺｶﾞ ﾁｴ ﾔﾏﾈ ﾘｮｳｺ ﾏﾂﾑﾗ ﾁｶ

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

ﾀｶｸﾗ ｶｽﾞｴ ﾅｶｶﾞﾐ ﾔｽﾋﾛ ｻﾄｳ ｾｲｲﾁﾛｳ ﾅｶﾞﾄ ﾕｳﾀ

高倉 和恵(30) 中神 泰洋(32) 佐藤 清一朗(32) 長門 祐太(30)

ﾜｼﾂﾞｶ ﾐｷ ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ ｵﾘﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ ﾊﾔｶﾜ ｲｻﾑ

鷲塚 美紀(33) 上村 隆介(31) 折原 一彰(27) 早川 勇(44)

ｻﾞﾏ ｷﾖﾉﾘ ﾓﾐﾔﾏ ｱﾔｺ ｴﾑﾗ ﾄﾖｶｽﾞ ｵｵﾂｷ ﾄﾓﾐ

座間 聖徳(43) 籾山 綾子(44) 江村 豊和(43) 大槻 友海(18)

ﾌｼﾞﾉ ﾏｲｺ ｳﾒﾀﾞ ﾕｳﾔ ｱﾘｻﾜ ｻﾄｷ ｶﾀﾔﾏ ﾀｹｼ

藤野 舞子(35) 梅田 裕也(35) 有澤 知輝(36) 片山 剛志(50)

ｵｵﾂｷ ﾖｼｱｷ ｼｮｳｼﾞ ｱｷｺ ﾔﾏﾑﾛ ｻﾔｶ ｷﾀﾞ ﾕﾐ

大槻 嘉明(53) 庄司 明子(63) 山室 沙綾香(34) 貴田 裕美(33)

ﾐﾔﾊﾗ ｹﾝｺﾞ ｸﾆｴﾀﾞ ｶｽﾞﾀｹ ｺﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ ﾉｶﾞﾐ ｴﾘ

宮原 研吾(65) 國枝 一武(59) 小宮山 大樹(27) 野上 恵梨(35)

ｶﾘﾏﾀ ｻﾁｺ ｾｲﾓﾘ ｶｵﾘ ｾｲﾓﾘ ﾊﾔﾄ ｵｵﾂｷ ｷﾖｴ

狩俣 幸子(64) 生盛 かおり(35) 生盛 隼(38) 大槻 陽恵(49)

ﾐｽﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ ｾｷﾄﾞ ﾅｵﾐ ｽﾉｳﾁ ﾉｿﾞﾐ ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾐ

水間 源(40) 関戸 直美(49) 簾内 望(53) 高橋 清美(52)

ｵｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾀ ﾔﾏﾀﾞ ｻｵﾘ ｵｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

岡村 健司(63) 山田 圭太(35) 山田 沙織(34) 岡村 健司(63)

ｼﾌﾞﾔ ﾐﾂﾋﾛ ﾀｶﾀﾞ ｷｮｳｺ ﾋﾗﾔﾏ ｼﾝｼﾞ ｼｵｻﾞﾜ ｸﾐｴ

渋谷 満弘(42) 高田 京子(58) 平山 真二(60) 塩澤 久美江(47)

ｻﾄｳ ﾀｶﾅｵ ｽｷﾞｻﾜ ﾀｶｼ ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ ｻｲﾄｳ ｼﾛｳ

佐藤 孝尚(85) 杉沢 毅志(51) 森田 知美(37) 斎藤 史郎(47)

ｽｽﾞｷ ｱｷｺ ｵﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｺ ｳﾁﾑﾗ ﾐﾜ ｷﾂﾞ ﾏｺﾄ

鈴木 彰子(61) 小山田 敏子(59) 内村 美和(51) 木津 誠(70)

119歳以下

902 さんぴんｸﾗﾌﾞB 東京都 119歳以下

901 JGC Swimming Team 神奈川県

120～159歳

904 NAA British 東京都 120～159歳

903 さんぴんｸﾗﾌﾞA 東京都

120～159歳

906 藤野舞子チーム 120～159歳

905 ﾄﾋﾞｳｵﾗｲﾀﾞｰｽ 沖縄県

160～199歳

908 NAA American 東京都 160～199歳

907 貴田裕美チーム 宮城県

160～199歳

910 チームオリンピアン＋東スイ 160～199歳

L，M
909 ﾊﾟｯｼｮﾝ.G 沖縄県

160～199歳

912 SBS in 石垣島 東京都 200～239歳

911 チーム岡村 北海道

200～239歳

M，M
914 石垣で泳ごう会 東京都 240歳以上

OPN
913 チームNOWS


