
受付 8:00 〜9:00

体操・アップ・招集 9:30 〜9:50

競技 10:00 〜12:00

（1）5kmの部＜日本選手権トライアル＞

OPN 招 T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

白 101 広岡 恵典 ヒロオカ ケイスケ 15 19歳以下 千葉県

白 102 秋山 隆創 アキヤマ リュウト 15 19歳以下 新潟県

白 103 村佐 達也 ムラサ タツヤ 15 19歳以下 愛知県

白 104 本間 匠騎 ホンマ ショウキ 15 19歳以下 新潟県

白 105 本間 碧 ホンマ アオ 16 19歳以下 新潟県

白 106 山口 修司 ヤマグチ シュウジ 16 19歳以下 新潟県

白 107 木村 和斗 キムラ カズト 16 19歳以下 静岡県

白 108 坂田 拓哉 サカタ タクヤ 16 19歳以下 富山県

白 109 早川 祐偉人 ハヤカワ ユイト 16 19歳以下 愛知県

白 110 石田 基 イシダ モトイ 17 19歳以下 静岡県

白 111 カジイ タリク カジイ タリク 17 19歳以下 東京都

白 112 鈴木 大智 スズキ タイチ 17 19歳以下 愛知県

白 113 大原 巧也 オオハラ タクヤ 17 19歳以下 富山県

白 114 伊藤 銀士 イトウ ギンジ 17 19歳以下 愛知県

白 115 関 悠弥 セキ ユウヤ 18 19歳以下 富山県

白 116 増田 陽 マスダ ハル 18 19歳以下 長野県

白 117 高柳 康介 タカヤナギ コウスケ 18 19歳以下 東京都

白 118 平野 翔一 ヒラノ ショウイチ 19 19歳以下 東京都

白 119 ファウラー 快留 ファウラー カイル 19 19歳以下 東京都

白 120 高井 紅弥 タカイ コウヤ 19 19歳以下 富山県

白 121 柳本 莉空 ヤナギモト リク 19 19歳以下 東京都

白 122 大塚 陽 オオツカ ヒナタ 20 20～29歳 神奈川県

白 123 渡辺 柊 ワタナベ シュウ 20 20～29歳 新潟県

白 124 福島 明芽 フクシマ テルガ 20 20～29歳 東京都

白 125 塚本 進平 ツカモト シンペイ 20 20～29歳 群馬県

白 126 時川 叶夢 トキガワ カナム 20 20～29歳 神奈川県

白 127 木根 景人 キノネ アキト 20 20～29歳 埼玉県

白 128 岩渕 広虎 イワブチ ヒロト 21 20～29歳 神奈川県

白 129 冨田 遼太郎 トミタ リョウタロウ 21 20～29歳 東京都

白 130 渡辺 雅空 ワタナベ ガク 21 20～29歳 神奈川県

白 131 日比 俊吾 ヒビ シュンゴ 21 20～29歳 東京都

白 132 佐々木 龍希 ササキ リュウキ 22 20～29歳 神奈川県

白 133 綿貫 慶吾 ワタヌキ ケイゴ 22 20～29歳 新潟県

白 134 小澤 雄二郎 オザワ ユウジロウ 22 20～29歳 神奈川県

白 135 日置 永遠 ヒオキ トワ 22 20～29歳 長野県

白 136 小林 陸 コバヤシ リク 22 20～29歳 神奈川県

白 137 古畑 海生 フルハタ カイキ 23 20～29歳 東京都

白 138 野中 大暉 ノナカ タイキ 25 20～29歳 神奈川県

白 139 南出 大伸 ミナミデ タイシン 26 20～29歳 神奈川県

白 140 榊原 利基 サカキバラ トシキ 28 20～29歳 神奈川県

白 141 江藤 亜門 エトウ アモン 30 30～39歳 埼玉県

白 142 鮫島 渓太 サメシマ ケイタ 31 30～39歳 埼玉県

白 143 阿久津 将 アクツ マサシ 31 30～39歳 東京都



白 144 亀山 啓吾 カメヤマ ケイゴ 31 30～39歳 山梨県

白 145 中田 誠 ナカダ マコト 35 30～39歳 東京都

白 146 彌永 雄一 ヤナガ ユウイチ 36 30～39歳 神奈川県

白 147 鎌田 慎平 カマタ シンペイ 40 40～49歳 東京都

受付 8:00 〜9:00

体操・アップ・招集 9:30 〜9:50

競技 10:00 〜12:00

（1）5kmの部＜日本選手権トライアル＞

OPN 招 T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

橙 201 荒木 菜那 アラキ ナナ 15 19歳以下 富山県

橙 202 中島 京愛 ナカジマ アヅナ 15 19歳以下 東京都

橙 203 緒方 愛 オガタ アカリ 16 19歳以下 愛知県

橙 204 加藤 理桜 カトウ リオ 16 19歳以下 福井県

橙 205 鷹野 亜湖 タカノ アコ 16 19歳以下 神奈川県

橙 206 三條 愛 サンジョウ アイ 16 19歳以下 新潟県

橙 207 山口 ありす ヤマグチ アリス 17 19歳以下 福島県

橙 208 山本 衣良 ヤマモト ソラ 17 19歳以下 東京都

橙 209 小島 光丘 コジマ ミク 17 19歳以下 愛知県

橙 210 萩原 麻乃 ハギワラ アサノ 17 19歳以下 東京都

橙 211 湯川 涼風 ユカワ スズカ 18 19歳以下 千葉県

橙 212 松澤 悠花 マツザワ ハルカ 18 19歳以下 長野県

橙 213 山本 純奈 ヤマモト ジュンナ 18 19歳以下 静岡県

橙 214 土屋 愛美 ツチヤ マナミ 18 19歳以下 神奈川県

橙 215 荒谷 桃花 アラヤ モモカ 18 19歳以下 群馬県

橙 216 岩渕 立歩 イワブチ リホ 19 19歳以下 神奈川県

橙 217 八木 紀香 ヤギ ノリカ 19 19歳以下 新潟県

橙 218 猪股 萌々花 イノマタ モモカ 20 20～29歳 茨城県

橙 219 田邉 香恵 タナベ カエ 20 20～29歳 その他、海外

橙 220 蝦名 愛梨 エビナ アイリ 21 20～29歳 神奈川県

橙 221 加藤 はなの カトウ ハナノ 23 20～29歳 新潟県

橙 222 藤 優実 トウ ユミ 24 20～29歳 神奈川県

橙 223 森山 幸美 モリヤマ ユキミ 26 20～29歳 神奈川県

橙 224 松下 彩花 マツシタ アヤカ 29 20～29歳 神奈川県



受付 8:00 〜9:00

体操・アップ・招集 9:30 〜9:50

競技 10:05 〜12:05

 （2）NOWS 5kmの部

OPN 招 T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

青 301 中島 大稀 ナカジマ ハルキ 11 19歳以下 東京都

青 302 寺田 尚生 テラダ ナオキ 16 19歳以下 神奈川県

青 303 瀬田 慶幸 セタ ヨシユキ 16 19歳以下 東京都

青 304 安波 楓人 ヤスナミ フウト 17 19歳以下 神奈川県

青 305 西島 壮介 ニシジマ ソウスケ 17 19歳以下 東京都

青 306 竹崎 優人 タケザキ ユウト 17 19歳以下 東京都

青 307 佐藤 領眞 サトウ リョウマ 18 19歳以下 東京都

青 308 片野 皓哉 カタノ コウヤ 18 19歳以下 東京都

青 309 高橋 暖 タカハシ ダン 18 19歳以下 東京都

青 310 吉松 慧人 ヨシマツ ケイト 18 19歳以下 神奈川県

青 311 青木 俊作 アオキ シュンサク 19 19歳以下 東京都

青 312 大戸 豪 オオト ゴウ 19 19歳以下 東京都

青 313 三木 絃士朗 ミキ ケンジロウ 20 20～29歳 埼玉県

青 314 野田 稜雅 ノダ リョウガ 20 20～29歳 神奈川県

青 315 永井 響 ナガイ キョウ 20 20～29歳 神奈川県

青 316 鶴薗 修人 ツルゾノ シュウト 21 20～29歳 埼玉県

青 317 中島 佑一 ナカジマ ユウイチ 21 20～29歳 神奈川県

青 318 竹下 瑛貴 タケシタ エイキ 21 20～29歳 神奈川県

青 319 矢沢 壮志 ヤザワ ソウシ 21 20～29歳 神奈川県

青 320 新保 拓巳 シンボ タクミ 21 20～29歳 東京都

青 321 篠田 耕汰 シノダ コウタ 21 20～29歳 埼玉県

黄色 322 山崎 伊織 ヤマザキ イオリ 21 20～29歳 山梨県

青 323 飯田 東吾 イイダ トウゴ 22 20～29歳 東京都

青 324 竹田 慎吾 タケダ シンゴ 26 20～29歳 静岡県

青 325 平林 大征 ヒラバヤシ タイセイ 26 20～29歳 富山県

黄色 326 清水 雄太 シミズ ユウタ 31 30～39歳 東京都

青 327 妹尾 元気 セノオ ゲンキ 32 30～39歳 東京都

青 328 高野 大輔 タカノ ダイスケ 35 30～39歳 神奈川県

青 329 森岡 博文 モリオカ ヒロフミ 37 30～39歳 東京都

青 330 寺田 尚紘 テラダ ナオヒロ 39 30～39歳 岐阜県

青 331 木村 奉多賀 キムラ トモタカ 40 40～49歳 岐阜県

青 332 松浦 裕一郎 マツウラ ユウイチロウ 40 40～49歳 東京都

青 333 高木 貴光 タカギ タカミツ 41 40～49歳 岐阜県

青 334 宇佐美 博一 ウサミ ヒロカズ 43 40～49歳 神奈川県

青 335 栗山 鉄平 クリヤマ テッペイ 43 40～49歳 愛知県

青 336 高橋 弘充 タカハシ ヒロミツ 44 40～49歳 静岡県

黄色 337 伊藤 淳史 イトウ アツシ 44 40～49歳 千葉県

青 338 柳澤 隆司 ヤナギサワ リュウジ 44 40～49歳 東京都

青 339 中島 丈幾 ナカジマ タケノリ 46 40～49歳 東京都

青 340 竹村 壽隆 タケムラ トシタカ 49 40～49歳 東京都

青 341 清水 禎児 シミズ テイジ 49 40～49歳 神奈川県

青 342 佐藤秀信 サトウヒデノブ 50 50～59歳 群馬県



青 343 日比 進太郎 ヒビ シンタロウ 51 50～59歳 神奈川県

青 344 平井 淳也 ヒライ ジュンヤ 51 50～59歳 愛知県

青 345 斎藤 史郎 サイトウ シロウ 51 50～59歳 京都府

青 346 林 宏昭 ハヤシ ヒロアキ 51 50～59歳 東京都

青 347 角谷 哲 カクタニ サトル 51 50～59歳 神奈川県

青 348 浅田 角郎 アサダ カクロウ 51 50～59歳 埼玉県

青 349 岩原 宏司 イワハラ ヒロシ 51 50～59歳 神奈川県

青 350 寺田 寛之 テラダ ヒロユキ 52 50～59歳 東京都

青 351 海老原 武 エビハラ タケシ 53 50～59歳 茨城県

青 352 内山 好申 ウチヤマ ヨシノブ 53 50～59歳 大阪府

青 353 佐原 聡 サハラ サトシ 53 50～59歳 埼玉県

青 354 浅田 未延 アサダ ミノブ 53 50～59歳 東京都

青 355 岸和田 剛 キシワダ ツヨシ 53 50～59歳 東京都

青 356 小川 泰彦 オガワ ヤスヒコ 54 50～59歳 神奈川県

青 357 原田 真宏 harada naohiro 55 50～59歳 東京都

青 358 稲田 和徳 イナダ カズノリ 55 50～59歳 東京都

青 359 岩崎 剛士 イワサキ タケシ 55 50～59歳 千葉県

青 360 高尾 克則 タカオ カツノリ 57 50～59歳 東京都

青 361 中村 旭 ナカムラ アキラ 58 50～59歳 東京都

青 362 星野 達也 ホシノ タツヤ 58 50～59歳 東京都

青 363 妹尾 信一 セノオ シンイチ 58 50～59歳 東京都

青 364 田丸 裕史 タマル ヒロシ 59 50～59歳 静岡県

黄色 365 島田 達己 シマダ タツミ 60 60～69歳 山梨県

黄色 366 奥野 秀夫 オクノ ヒデオ 62 60～69歳 東京都

黄色 367 西山 三希夫 ニシヤマ ミキオ 69 60～69歳 静岡県

黄色 368 阿久津 広海 アクツ ヒロミ 70 70～79歳 群馬県

黄色 369 山口 誠 ヤマグチ マコト 72 70～79歳 兵庫県



受付 8:00 〜9:00

体操・アップ・招集 9:30 〜9:50

競技 10:05 〜12:05

 （2）NOWS 5kmの部

OPN 招 T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

青 401 森山 美豊 モリヤマ ミホ 18 19歳以下 埼玉県

青 402 竹内 愛 タケウチ アイ 26 20～29歳 東京都

青 403 逆井 美由紀 サカサイ ミユキ 26 20～29歳 茨城県

青 404 瀬戸 美咲 セト ミサキ 28 20～29歳 埼玉県

青 405 藤野 舞子 フジノ マイコ 39 30～39歳 東京都

青 406 神谷 有香 カミヤ ユカ 39 30～39歳 静岡県

青 407 岩田 文 イワタ アヤ 40 40～49歳 埼玉県

青 408 谷村 佳子 タニムラ ヨシコ 44 40～49歳 埼玉県

青 409 中島 優子 ナカジマ ユウコ 45 40～49歳 東京都

青 410 横山 利香 ヨコヤマ リカ 49 40～49歳 東京都

青 411 片岡 早苗 カタオカ サナエ 53 50～59歳 東京都

青 412 森田 直美 モリタ ナオミ 55 50～59歳 埼玉県

青 413 田中 清美 タナカ キヨミ 56 50～59歳 千葉県

黄色 414 吉田 智江 ヨシダ トモエ 62 60～69歳 埼玉県

黄色 415 霜重 繁子 シモジュウ シゲコ 62 60～69歳 神奈川県



受付 8:50 〜9:50

体操・アップ・招集 10:20 〜10:40

競技 10:50 〜12:10

（3）2.5kmの部

OPN 招 T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

黄色 501 中島 秀 ナカジマ シュウ 21 20～29歳 山梨県

赤 502 高野 毅 タカノ タケシ 45 40～49歳 東京都

赤 503 鎌田 玄 カマタ ゲン 46 40～49歳 神奈川県

赤 504 関口 義和 セキグチ ヨシカズ 47 40～49歳 神奈川県

赤 505 石田 和之 イシダ カズユキ 48 40～49歳 東京都

赤 506 星野 裕史 ホシノ ユウジ 48 40～49歳 埼玉県

黄色 507 塩屋 通宏 シオヤ ミチヒロ 49 40～49歳 神奈川県

赤 508 西尾 克也 ニシオ カツヤ 49 40～49歳 静岡県

黄色 509 原田 学 ハラダ ガク 49 40～49歳 東京都

黄色 510 松田 章 マツダ アキラ 50 50～59歳 神奈川県

赤 511 石井 周二 イシイ シュウジ 51 50～59歳 東京都

赤 512 入船 浩明 イリフネ ヒロアキ 52 50～59歳 東京都

赤 513 服部 好昭 ハットリ ヨシアキ 53 50～59歳 静岡県

赤 514 芹澤 享 セリザワ トオル 54 50～59歳 静岡県

赤 515 金指 正太郎 カナザシ ショウタロウ 54 50～59歳 静岡県

赤 516 堀内 卓 ホリウチ タカシ 55 50～59歳 神奈川県

赤 517 福嶋 真理 フクシマ マコト 55 50～59歳 埼玉県

赤 518 古川 晶 フルカワ アキラ 57 50～59歳 静岡県

赤 519 新田 恭 ニッタ ヤスシ 57 50～59歳 福岡県

赤 520 中村 直正 ナカムラ ナオマサ 58 50～59歳 東京都

黄色 521 長谷川 純一 ハセガワ ジュンイチ 61 60～69歳 神奈川県

黄色 522 鈴木 毅 スズキ タケシ 61 60～69歳 神奈川県

黄色 523 内藤 志朗 ナイトウ シロウ 62 60～69歳 東京都

黄色 524 宮崎 博美 ミヤザキ ヒロミ 62 60～69歳 埼玉県

黄色 525 谷津 範之 ヤツ ノリユキ 62 60～69歳 東京都

黄色 526 前田 敏博 マエダ トシヒロ 63 60～69歳 鳥取県

黄色 527 仲田 実 ナカダ ミノル 70 70～79歳 静岡県



受付 8:50 〜9:50

体操・アップ・招集 10:20 〜10:40

競技 10:50 〜12:10

（3）2.5kmの部

OPN 招 T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

黄色 601 青木 華嘉 アオキ ハルカ 14 19歳以下 群馬県

黄色 602 曾布川 実里 ソブカワ ミノリ 26 20～29歳 静岡県

赤 603 藤田 麻友子 フジタ マユコ 41 40～49歳 東京都

赤 604 中村 恵美 ナカムラ エミ 42 40～49歳 東京都

赤 605 石田 淳子 イシダ ジュンコ 42 40～49歳 東京都

赤 606 中村 薫 ナカムラ カオル 48 40～49歳 東京都

黄色 607 松川 希代子 マツカワ キヨコ 49 40～49歳 兵庫県

赤 608 大久保 友美 オオクボ トモミ 49 40～49歳 兵庫県

赤 609 田島 ゆか タジマ ユカ 56 50～59歳 東京都

赤 610 池亀 俊美 イケガメ トシミ 57 50～59歳 東京都

黄色 611 野村 まさ江 ノムラ マサエ 63 60～69歳 群馬県

黄色 612 青木 和子 アオキ カズコ 63 60～69歳 群馬県

黄色 613 高橋 久美子 タカハシ クミコ 66 60～69歳 東京都



受付 11:00 〜12:00

体操・アップ・招集 12:30 〜12:50

競技 13:00 〜13:45

（4）1kmの部

OPN 招 T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

白 701 冨岡 凌大 トミオカ リョウタ 20 20～29歳 山梨県

白 702 李 祐振 イ ウジン 21 20～29歳 山梨県

白 703 古賀 輝 コガ テル 21 20～29歳 東京都

白 704 上川畑 圭 カミカワバタ ケイ 23 20～29歳 神奈川県

白 705 松下 晃太郎 マツシタ コウタロウ 25 20～29歳 神奈川県

白 706 逆井 真平 サカサイ シンペイ 25 20～29歳 茨城県

白 707 宮島 大知 ミヤジマ ダイチ 26 20～29歳 千葉県

白 708 落合 純平 オチアイ ジュンペイ 27 20～29歳 宮城県

白 709 齊藤 綜一郎 サイトウ ソウイチロウ 30 30～39歳 宮城県

白 710 綱嶋 亮 ツナシマ リョウ 31 30～39歳 東京都

白 711 樋口 謙人 ヒグチ ケント 32 30～39歳 宮城県

白 712 津田 哲也 ツダ テツヤ 35 30～39歳 千葉県

白 713 高橋 拓朗 タカハシ タクロウ 36 30～39歳 千葉県

白 714 山城 由隆 ヤマシロ ヨシタカ 36 30～39歳 宮城県

白 715 梅田 祐輝 ウメダ ユウキ 37 30～39歳 東京都

白 716 清水 一樹 シミズ カズキ 39 30～39歳 東京都

白 717 宮本 勝 ミヤモト マサル 39 30～39歳 静岡県

白 718 枝窪 拓郎 エダクボ タクロウ 39 30～39歳 埼玉県

白 719 高木 貴光 タカギ タカミツ 41 40～49歳 岐阜県

白 720 稲垣 元博 イナガキ モトヒロ 42 40～49歳 東京都

白 721 大森 耕栄 オオモリ コウエイ 43 40～49歳 埼玉県

白 722 阿部 直樹 アベ ナオキ 43 40～49歳 新潟県

白 723 持原 健勝 モチハラ ケンショウ 44 40～49歳 静岡県

白 724 高野 毅 タカノ タケシ 45 40～49歳 東京都

白 725 竹村 壽隆 タケムラ トシタカ 49 40～49歳 東京都

白 726 木村 誠 キムラ マコト 52 50～59歳 埼玉県

白 727 加地 マキト カジ マキト 52 50～59歳 滋賀県

白 728 伊藤 雅之 イトウ マサユキ 52 50～59歳 東京都

白 729 戸田 尚義 トダ ナオヨシ 55 50～59歳 静岡県

白 730 湯浅 泰司 ユアサ ヤスシ 57 50～59歳 神奈川県

白 731 鈴木 肇 スズキ ハジメ 59 50～59歳 静岡県

白 732 稲葉 宏樹 イナバ ヒロキ 59 50～59歳 静岡県

白 733 高橋 宏郁 タカハシ ヒロフミ 60 60～69歳 千葉県

白 734 石川 一郎 イシカワ イチロウ 64 60～69歳 神奈川県

白 735 大久保 裕二 オオクボ ユウジ 67 60～69歳 東京都

白 736 明石 欣三 アカシ キンゾウ 68 60～69歳 東京都



受付 11:00 〜12:00

体操・アップ・招集 12:30 〜12:50

競技 13:00 〜13:45

（4）1kmの部

OPN 招 T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

橙 751 長谷川 菜奈 ハセガワ ナナ 18 19歳以下 群馬県

橙 752 丹野 絵梨香 タンノ エリカ 27 20～29歳 神奈川県

橙 753 北島 萌子 キタジマ モエコ 32 30～39歳 神奈川県

橙 754 高嶺 直美 タカミネ ナオミ 36 30～39歳 東京都

橙 755 貴田 真美 キダ マミ 38 30～39歳 群馬県

橙 756 宮崎 美穂 ミヤザキ ミホ 47 40～49歳 東京都

橙 757 山本 キンバリー ヤマモト キンバリー 49 40～49歳 神奈川県

橙 758 片岡 早苗 カタオカ サナエ 53 50～59歳 東京都

橙 759 ワード 弥生 ワード ヤヨイ 55 50～59歳 東京都

橙 760 矢島 和江 ヤジマ カズエ 59 50～59歳 埼玉県

橙 761 吉田 智江 ヨシダ トモエ 62 60～69歳 埼玉県

橙 762 荒井 晶子 アライ アキコ 66 60～69歳 静岡県

受付 11:00 〜12:00

体操・アップ・招集 12:30 〜12:50

競技 13:00 〜

（5）500m 集団泳（公財）日本水泳連盟検定

OPN 招 T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

黄色 801 南雲 優太朗 ナグモ ユウタロウ 21 20～29歳 東京都

黄色 802 森中 勇帆 モリナカ ユウホ 29 20～29歳 東京都

黄色 803 石川 貴志 イシカワ タカシ 44 40～49歳 静岡県

黄色 804 茂筑 敏雄 モチク トシオ 45 40～49歳 岐阜県

黄色 805 伊藤 義昭 イトウ ヨシアキ 56 50～59歳 東京都

黄色 806 竹原 清人 タケハラ キヨト 60 60～69歳 長野県

黄色 807 安藤 久男 アンドウ ヒサオ 73 70～79歳 神奈川県

黄色 808 森山 信雄 モリヤマ ノブオ 79 70～79歳 埼玉県

黄色 809 森山 鈴香 モリヤマ スズカ 20 20～29歳 埼玉県

黄色 810 近藤 由美子 コンドウ ユミコ 47 40～49歳 神奈川県

黄色 811 伊藤 真希 イトウ マキ 53 50～59歳 東京都

黄色 812 日吉 紀才代 ヒヨシ キサヨ 59 50～59歳 静岡県

黄色 813 坂本 幸子 サカモト サチコ 72 70～79歳 千葉県


