
受付 9:00 〜10:00

体操・アップ・招集 10:30 〜10:50

競技 11:10 〜14:10

NO 1 男子 3時間泳

OPN 招 管理票 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

白 101 黒田 亮 クロダ リョウ 38 30～39歳 東京都

白 102 朱通 滝太郎 シュツウ タキタロウ 42 40～49歳 埼玉県

白 103 矢嶋 元 ヤジマ ハジメ 43 40～49歳 埼玉県

白 104 伊東 貴司 イトウ タカシ 45 40～49歳 兵庫県

白 105 川島 隆伸 カワシマ タカノブ 45 40～49歳 埼玉県

白 106 島田 昌哉 シマダ マサヤ 46 40～49歳 神奈川県

白 107 小島 幸太 コジマ コウタ 47 40～49歳 東京都

白 108 関 裕史 セキ ヒロシ 47 40～49歳 神奈川県

白 109 江崎 幸三 エザキ コウゾウ 49 40～49歳 神奈川県

白 110 田中 昇太郎 タナカ ショウタロウ 52 50～59歳 東京都

白 111 西應 和伸 ニシオウ カズノブ 52 50～59歳 香川県

白 112 佐々木 信二 ササキ シンジ 53 50～59歳 東京都

白 113 吉武 裕二 ヨシタケ ユウジ 54 50～59歳 埼玉県

白 114 島田 達己 シマダ タツミ 58 50～59歳 山梨県

白 115 新井 茂夫 アライ シゲオ 62 60～69歳 東京都

白 116 塩川 孝之 シオカワ タカユキ 65 60～69歳 静岡県

受付 9:00 〜10:00

体操・アップ・招集 10:30 〜10:50

競技 11:10 〜14:10

NO 1 女子 3時間泳

OPN 招 管理票 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

白 151 神谷 有香 カミヤ ユカ 37 30～39歳 静岡県

白 152 岩田 文 イワタ アヤ 38 30～39歳 埼玉県

白 153 吉田 智江 ヨシダ トモエ 60 60～69歳 埼玉県



受付 9:00 〜10:00

体操・アップ・招集 10:30 〜10:50

競技 11:00 〜12:00

NO 2 男子 1時間泳

OPN 招 管理票 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

赤 201 カジイ タリク カジイ タリク 15 19歳以下 東京都

赤 202 水村 元 ミズムラ ゲン 24 20～29歳 埼玉県

赤 203 山本 幸大 ヤマモト ユキヒロ 28 20～29歳 愛知県

赤 204 金成 康司 カネナリ コウジ 29 20～29歳 東京都

赤 205 松下 純 マツシタ ジュン 33 30～39歳 東京都

赤 206 枝窪 拓郎 エダクボ タクロウ 37 30～39歳 埼玉県

赤 207 今西 明 イマニシ アキラ 38 30～39歳 神奈川県

赤 208 小川 友岳 オガワ トモタケ 38 30～39歳 東京都

赤 209 石井 佑治 イシイ ユウジ 42 40～49歳 千葉県

赤 210 大矢 卓馬 オオヤ タクマ 42 40～49歳 神奈川県

赤 211 加藤 克典 カトウ カツノリ 44 40～49歳 東京都

赤 212 斎間 秀雄 サイマ ヒデオ 45 40～49歳 東京都

赤 213 高橋 豊 タカハシ ユタカ 45 40～49歳 東京都

赤 214 川浪 康範 カワナミ ヤスノリ 45 40～49歳 東京都

赤 215 永島 吉人 ナガシマ ヨシト 46 40～49歳 神奈川県

赤 216 角田 宗士 ツノダ ソウシ 46 40～49歳 東京都

赤 217 及川 正彦 オイカワ マサヒコ 46 40～49歳 埼玉県

赤 218 星野 裕史 ホシノ ユウジ 46 40～49歳 埼玉県

赤 219 松本 伸彦 マツモト ノブヒコ 48 40～49歳 東京都

赤 220 長谷川 和彦 ハセガワ カズヒコ 49 40～49歳 新潟県

赤 221 寺田 充 テラダ ミツル 50 50～59歳 埼玉県

赤 222 段原 一聽 ダンバラ カズアキ 51 50～59歳 東京都

赤 223 菅原 一哲 スガワラ カズノリ 52 50～59歳 東京都

赤 224 永吉 敬一 ナガヨシ ケイイチ 52 50～59歳 東京都

赤 225 堀内 卓 ホリウチ タカシ 53 50～59歳 神奈川県

赤 226 米光 紀智 ヨネミツ ノリトモ 53 50～59歳 神奈川県

赤 227 細山 隆一郎 ホソヤマ リュウイチロウ 55 50～59歳 東京都

赤 228 清水 二郎 シミズ ジロウ 56 50～59歳 東京都

赤 229 五十嵐 佳男 イガラシ ヨシオ 57 50～59歳 東京都

赤 230 出竹 城司 デタケ ジョウジ 57 50～59歳 東京都

赤 231 丹羽 幹治 ニワ カンジ 59 50～59歳 東京都

赤 232 高田 明夫 タカタ アキオ 59 50～59歳 東京都

赤 233 内藤 志朗 ナイトウ シロウ 60 60～69歳 東京都

赤 234 小菅 秀樹 コスゲ ヒデキ 60 60～69歳 神奈川県



受付 9:00 〜10:00

体操・アップ・招集 10:30 〜10:50

競技 11:00 〜12:00

NO 2 女子 1時間泳

OPN 招 管理票 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

赤 251 高橋 ひかり タカハシ ヒカリ 11 19歳以下 東京都

赤 252 永島 空奈 ナガシマ ソラナ 11 19歳以下 神奈川県

赤 253 角田 あゆみ ツノダ アユミ 14 19歳以下 東京都

赤 254 原田 莉圭 ハラダ リカ 15 19歳以下 神奈川県

赤 255 石川 美貴子 イシカワ ミキコ 36 30～39歳 東京都

赤 256 寺田 志保 テラダ シホ 39 30～39歳 東京都

赤 257 荒木 香奈 アラキ カナ 42 40～49歳 東京都

赤 258 津田 典子 ツダ ノリコ 47 40～49歳 新潟県

赤 259 森山 千鶴 モリヤマ チヅル 53 50～59歳 東京都

赤 260 伏見 珠代 フシミ タマヨ 57 50～59歳 東京都



受付 10:10 〜11:10

体操・アップ・招集 11:40 〜12:00

競技 12:10 〜14:10

NO 3 男子 2時間泳

OPN 招 管理票 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

青 301 鈴木 幹生 スズキ カンセイ 21 20～29歳 埼玉県

青 302 本田 悠馬 ホンダ ユウマ 23 20～29歳 埼玉県

青 303 高橋 真以 タカハシ マイ 24 20～29歳 埼玉県

青 304 檜垣 凌 ヒガキ リョウ 29 20～29歳 神奈川県

青 305 木下 裕己 キノシタ ユウキ 39 30～39歳 埼玉県

青 306 岡野 拓也 オカノ タクヤ 42 40～49歳 埼玉県

青 307 山田 拓生 タマダ タクオ 42 40～49歳 東京都

青 308 石井 慶太 イシイ ケイタ 49 40～49歳 神奈川県

青 309 大山 千秋 オオヤマ チアキ 55 50～59歳 埼玉県

青 310 増田 雅男 マスダ マサオ 58 50～59歳 群馬県

青 311 木村 浩一 キムラ コウイチ 59 50～59歳 群馬県

青 312 宮崎 博美 ミヤザキ ヒロミ 60 60～69歳 埼玉県

青 313 増田 茂 マスダ シゲル 61 60～69歳 千葉県

青 314 阿久津 広海 アクツ ヒロミ 68 60～69歳 群馬県

受付 10:10 〜11:10

体操・アップ・招集 11:40 〜12:00

競技 12:10 〜14:10

NO 3 女子 2時間泳

OPN 招 管理票 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

青 351 山本 しの ヤマモト シノ 44 40～49歳 東京都

青 352 小野崎 純子 オノザキ ジュンコ 44 40～49歳 東京都


