
受付 14:00 〜15:00

体操・アップ・招集 15:30 〜15:50

競技 16:00 〜16:15

No6 500m  家族ﾘﾚｰ
OPNOPNOPNOPN 招招招招 TシャツTシャツTシャツTシャツ ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン チーム名チーム名チーム名チーム名 都道府県都道府県都道府県都道府県 年齢区分年齢区分年齢区分年齢区分 合計年齢合計年齢合計年齢合計年齢

シノザキ ミッシェル シノザキ ジョシュア

57

SHINOZAKI MICHELLE(47) 篠崎 ジョシュア(10)

913 横浜ドルフィンズ 神奈川県

タカギ ミドリ タカギ ワカバ

54

高木 美登里(47) 高木 若葉(7)

912 はらぺこキャツ 神奈川県

マツモト ユウ マツモト タマキ

54

松本 雄(47) 松本 環(7)

911 チーム松本家 東京都

オダ ヒデミ オダ ケンタ

54

小田 英実(48) 小田 健太(6)

910 ブロック 神奈川県

ナカガワ マサフミ ナカガワ カンタ

53

中川 昌史(47) 中川 敢太(6)

909
トウチャンカンチャン 神奈川県

スズキ ノリコ スズキ ハヤテ

52

鈴木 典子(41) 鈴木 颯(11)

908 てんごろ 千葉県

タシロ ジュンイチ タシロ アスミ

49

田代 純一(38) 田代 愛純(11)

907 Team TASHIRO 神奈川県

モチヅキ マミ モチヅキ サエ

49

望月 真実(40) 望月 彩恵(9)

906 かめ太郎 神奈川県

ハマダ リナ ハマダ ヒロ

49

浜田 利奈(43) 浜田 陽路(6)

905 ハマダ 東京都

48

稲野 純平(39) 稲野 龍(9)

904 INENO 神奈川県

903 大磯大好き 神奈川県

イネノ ジュンペイ イネノ リュウ

44

宮戸 嵩志(36) 宮戸 佑菜(8)

25

中川 小玲(14) 中川 虎太郎(11)

オダ ジュンコ オダ サクラコ

46

小田 純子(39) 小田 桜子(7)

902 チーム三姉妹 神奈川県

1泳1泳1泳1泳 2泳2泳2泳2泳

901 モメテバッカリーズ 神奈川県

ナカガワ コダマ ナカガワ コタロウ

ミヤト タカシ ミヤト ユウナ



受付 14:00 〜15:00

体操・アップ・招集 15:30 〜15:50

競技 16:15 〜17:15

No7 500m×4リレー
OPNOPNOPNOPN 招招招招 TシャツTシャツTシャツTシャツ ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン チーム名チーム名チーム名チーム名 都道府県都道府県都道府県都道府県 1泳1泳1泳1泳 2泳2泳2泳2泳 3泳3泳3泳3泳 4泳4泳4泳4泳 年齢区分年齢区分年齢区分年齢区分 合計年齢合計年齢合計年齢合計年齢

ワダ トシアキ サルタ ヒカル クワハラ ナホ マツモト エイト

和田 聡明(20) 猿田 光(19) 桑原 南帆(20) 松本 英門(20)

クロヌマ リョウタ フジモリ サキ ヒノ リュウタロウ ミヤザキ ハジメ

黒沼 良太(19) 藤森 彩季(19) 日野 竜太郎(19) 宮崎 朔(22)

オカジマ ダイキ ウエダ ユウナ オタカ コウタ ヨコタ ユウキ

岡島 大揮(19) 上田 侑奈(20) 尾高 康太(19) 横田 湧紀(22)

スズキ リョウタ タカハシ トモキ ヤマダ コトミ ニシムラ シゲフミ

鈴木 涼太(19) 高橋 知希(19) 山田 琴弓(20) 西村 臣史(22)

ヤマダ ユウスケ タケムラ レイ アリタ リク スズキ タツヤ

山田 優祐(20) 竹村 玲(21) 有田 璃空(20) 鈴木 達矢(21)

フジノ マイコ カワイ ユウ イトウ タイキ サカシタ タクミ

藤野 舞子(38) 川井 優(21) 伊東 大稀(21) 坂下 拓己(18)

ハンダ リュウノスケ ナカタニ ノリト モリナカ ユウホ ニシヤマ シュン

範田 龍之介(25) 中谷 理人(26) 森中 勇帆(28) 西山 俊(33)

ナカジマ ユウコ ナカジマ タケノリ ナカジマ アヅナ ハギワラ アサノ

中島 優子(44) 中島 丈幾(45) 中島 京愛(14) 萩原 麻乃(16)

マツモト カツシ マツモト ヒサコ マツモト マサト マツモト カツキ

松本 勝司(47) 松本 寿子(50) 松本 勝人(11) 松本 勝己(18)

セキグチ ヨシカズ コバヤシ ヤヨイ アンドウ ヨシカズ カジワラ ユウガ

関口 義和(46) 小林 弥生(39) 安藤 良和(36) 梶原 勇雅(20)

フクハラ カズキ ナカゾノ ヒロキ イネノ ジュンペイ イシハラ カズキ

福原 一輝(24) 中園 博喜(44) 稲野 純平(39) 石原 一樹(35)

オカノ カズキ ツボイ セイマ ヤマオカ タクマ コガ タケフミ

岡野 和樹(34) 坪井 勢真(25) 山岡 拓馬(43) 古賀 武文(46)

ハセガワ タイチ ハセガワ ヒトシ タケダ マサキ イノウエ ヒロユキ

長谷川 太一(15) 長谷川 仁(46) 竹田 正樹(44) 井上 宏之(44)

エンドウ ナオト ヨコヤマ ヒロシ ヨシカワ ジュン コジマ トモユキ

遠藤 直人(45) 横山 大志(41) 吉川 潤(57) 小島 知幸(57)

エルメンツ ピーター キクチ トヨミ チャタニ タカコ ホール ケイコ

エルメンツ ピーター(43) 菊池 登代美(56) 茶谷 貴子(57) ホール 桂子(57)

200～239歳 213
965

鎌倉ポセイドンマーメイズ 神奈川県

120～159歳 149

964 チーム神奈川 Z 神奈川県 200～239歳 200

963 team JUST 千葉県

120～159歳 142

962 ワンパックスターズ 神奈川県 120～159歳 148

961 チーム神奈川 A 神奈川県

120～159歳 126

960 CF東戸塚 神奈川県 120～159歳 141

959 Family Matu 千葉県

119歳以下 112

958 沈没船 東京都 119歳以下 119

957 湯河原LSC 神奈川県

119歳以下 82

956 拓殖大学 東京都 119歳以下 98

955 はやしらいす 東京都

119歳以下 80

954 ちきんらいす 東京都 119歳以下 80

953 ドルフィン卍會 東京都

119歳以下 79

952 おむらいす 東京都 119歳以下 79

951 かれーらいす 東京都


