
Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

派遣選手1 秦　隆太郎 ハタリュウタロウ 18 日本水泳連盟（日本体育大） OPEN

派遣選手2 綿貫　海斗 ワタヌキ　カイト 20 日本水泳連盟（日本体育大） OPEN

派遣選手3 宮本　陽輔 ミヤモト　ヨウスケ 28 日本水泳連盟（自衛隊） OPEN

派遣選手4 山本　空 ヤマモト　ソラ 15 日本水泳連盟（ニッシンスイミングスクール） OPEN

派遣選手5 南出　大伸 ミナミデ　タイシン 23 日本水泳連盟（キノシタグループ）） OPEN

派遣選手6 野中　大暉 ノナカ　タイキ 22 日本水泳連盟（キノシタグループ）） OPEN

派遣選手7 豊田　壮 トヨダ　タケシ 23 日本水泳連盟（チームフクイ） OPEN

8 篠岡　幹夫 シノオカ　ミキオ 71 大阪府

9 間島　滉一郎 マジマ　コウイチロウ 27 東京都

10 木村　奉多賀 キムラ　トモタカ 37 岐阜県

11 片倉　銀士 カタクラ　ギンジ 17 愛知みずほ大学瑞穂高校 愛知県

12 小林佑馬 カバヤシ　ユウマ 23 三重県体育協会 三重県

13 三浦　倖生 ミウラ　コウキ 19 岐阜聖徳学園大学 岐阜県

14 菊池　泰雅 キクチ　タイガ 20 日本体育大学 神奈川県

15 和田　大梧 ワダ　ダイゴ 19 日本体育大学 神奈川県

16 広島代表A 広島県水泳連盟 広島県

17 高橋　旺大 タカハシ　オウタ 16 中京大学附属中京高等学校 愛知県

18 菊地　善喜 キクチ　イイ 16 豊川高校 愛知県

19 松原　士勇諒 マツバラ　シイマ 19 国士舘大学 東京都

20 広島代表B 広島県水泳連盟 広島県

21 伊藤　和明 イトウ　カズアキ 56 チ-ム凛 愛知県

22 桑添　陸 クワゾエ　リク 21 新潟医療福祉大学 新潟県

23 綿貫　慶吾 ワタヌキ　ケイゴ 19 新潟医療福祉大学 新潟県

24 中島　健蔵 ナカシマ　ケンゾウ 30 岐阜県

25 山田　駿輔 ヤマダ　シュンスケ 20 岐阜聖徳学園大学 岐阜県

26 神鳥　傑 カミトリ　スグル 17 桑名工業高校 三重県

27 東　徹弥 アズマ テツヤ 38 ぱいんず 大阪府

28 松崎 航汰 マツザキ　コウタ 17 中川スイムスクール 愛知県

29 小林　優太 コバヤシ　ユウタ 17 中京大学附属中京高等学校 愛知県

30 堀江　亮介 ホリエ リョウスケ 44 リップル 愛知県

31 村上 健太郎 ムラカミ ケンタロウ 18 姫路工業高校/HSS 兵庫県

32 築地原　智二 ツイチハラ　トモシ 15 豊川高校 愛知県

33 金子　挙斗 カネコ　ケント 16 中京大学附属中京高等学校 愛知県
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Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

派遣選手51 森山　幸美 モリヤマ　ユキミ 22 日本水泳連盟（山本光学・ＳＷＡＮＳ） OPEN

派遣選手52 新倉　みなみ ニイクラ　ミナミ 21 日本水泳連盟（セントラル目黒/明治大） OPEN

派遣選手53 蝦名　愛梨 エビナ　アイリ 17 日本水泳連盟（十勝SC） OPEN

派遣選手54 加藤　はなの カトウ　ハナノ 19 日本水泳連盟（ダッシュ三条） OPEN

派遣選手55 岡村　瞳 オカムラ　ヒトミ 21 日本水泳連盟（セントラル目黒/日本大） OPEN

派遣選手56 福島　美里 フクシマ　ミサト 28 日本水泳連盟（ATSC/YW） OPEN

派遣選手57 種村　舞雪 タネムラ　マユ 15 日本水泳連盟（ニッシンスイミングスクール） OPEN

派遣選手58 笠原　瑠南 カサハラ　ルナ 19 日本水泳連盟（中京大/枚方SC） OPEN

招待選手59 貴田　裕美 キダ　ユミ 34 尾鷲市招待（コナミスポーツ） OPEN

60 藤　優実 トウ　ユミ 21 日本体育大学 神奈川県

61 岩見　きらり イワミ　キラリ 19 日本体育大学 神奈川県

62 坂野　菜優 バンノ ナユ 18 愛知みずほ大学瑞穂高校 愛知県

63 丸山　莉奈 マルヤマ　リナ 16 豊川高校 愛知県

64 梅野　美月 ウメノ　ミズキ 16 愛知みずほ大学瑞穂高校 愛知県

65 小池　優媛 コイケ　ユエン 20 日本体育大学 神奈川県

66 松下　彩花 マツシタ　アヤカ 26 田園SS 神奈川県

67 広島代表C 広島水泳連盟 広島県

68 平野　由里子 ヒラノ　ユリコ 21 新潟県

69 荒深　萌 アラフカ　モエ 16 サンながら 岐阜県

70 桐生智奈子 キリウ　チナコ 18 四日市SC 三重県

71 杉山　樺音 スギヤマ　カノン 17 豊川高校 愛知県

72 広島代表D 広島水泳連盟 広島県

73 崎尾　奈美 サキオ　ナミ 26 ぱいんず 大阪府

74 今井　晴菜 イマイ　ハルナ 14 コパン可児 岐阜県

75 東　紗矢香 アズマ　 サヤカ 36 ぱいんず 大阪府

76 吉田　朱里 ヨシダ　アカリ 15 愛知みずほ大学瑞穂高校 愛知県

77 中井　花音 ナカイ　カノン 17 愛知高等学校 愛知県
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男子　5ｋｍ 一般・ジュニア

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

101 高橋　秀美 タカハシ ヒデミ 59 兵庫県

102 山本　秀逸 ヤマモト　シュウイツ 59 たこじぞう 神奈川県

103 伊東　貴司 イトウ　タカシ 44 神戸市役所水泳部 兵庫県

104 石塚　真人 イシヅカ　マサト 45 大阪府

105 橋本　悠輝 ハシモト　ユウキ 20 大阪府

106 綿谷　太生 ワタタニ　タフ 24 三重県

107 八田繁行 ハッタ シゲユキ 51 シーモンキー 愛知県

108
フェラーリ
   　　シモン

フェラーリ　シモン 30 大阪府

109 佐藤　雄司 サトウ　ユウジ 51 シーモンキー 愛知県

110 生田　直幹 イクタ　ナオキ 21 大阪府

111 近藤　圭 コンドウ　ケイ 30 滋賀県

112 四宮　敬司 シノミヤ ケイジ 69 兵庫県

113 阿部　委千弘 アベ　イチヒロ 51 大阪府

114 中西　健太 ナカニシ　ケンタ 30 滋賀県

115 長谷川　享 ハセガワ　ススム 47 GOLDEN DOLPHIN'S 愛知県

116 武田　聡史 タケダ サトシ 41 大阪府

117 菅原理碩 スガハラ　リヒロ 22 津トップスイミングクラブ 三重県

118 原田　真季 ハラダ　マキ 40 とりの唐揚げ 兵庫県

119 菊地　靖 キクチ　ヤスシ 57 リップル 愛知県

120 上田　雄二 ウエダ　ユウジ 32 大阪府

121 広瀬　渡 ヒロセ ワタル 45 岐阜県

122 世古　武洋 セコ　タケヒロ 48 スイミングチームBESPA 三重県

123 城下　輝治 シロシタ　テルジ 61 大阪府

124 増田　晶人 マスダ アキト 47 大阪府

125 益田　崇広 マスダ　タカヒロ 28 愛知県

126 山本　裕規 ヤマモト　ヒロキ 31 愛知県

127 塩田　孝 シオタ　タカシ 38 和歌山県

128 吉原　庸介 ヨシハラ　ヨウスケ 57 ATA梅田 大阪府

129 田丸　裕史 タマル ヒロシ 56 磐田カルチャースイミング 静岡県

130 舩野　哲夫 フナノ テツオ 71 ルネサンス東伏見 東京都

131 今村　信也 イマムラ　シンヤ 38 大阪府

132 堀端　健一 ホリバタ ケンイチ 49 大阪府

133 浅野　優太 アサノ　ユウタ 25 愛知県
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134 村上　新之介 ムラカミ　シンノスケ 17 姫路工業高校/HSS 兵庫県

135 星　雅文 ホシ マサフミ 64 SA小千谷 新潟県

136 谷口　靖英 タニグチ　ヤスヒデ 26 愛知県

137 生嶋　伸司 イクシマ　シンジ 46 teamもん吉 大阪府

138 石塚　伸一 イシヅカ　シンイチ 48 シーモンキー 愛知県

139 中川　裕介 ナカガワ　ユウスケ 33 大阪府

140 村枝　雅史 ムラエダ　マサシ 21 KUTC 大阪府

141 谷口　寛人 タニグチ　ヒロト 22 大阪府

142 内山　好申 ウチヤマ　ヨシノブ 50 大阪府

143 石塚　貴将 イシヅカ タカマサ 45 東京都

144 木村　誓一 キムラ セイイチ 51 神漕会 大阪府

145 木島偉博 キジマ　ヨシヒロ 46 愛知県

146 後藤　弘一 ゴトウ　コウイチ 51 愛知県

147 斎藤　史郎 サイトウ シロウ 48 ほわいとぴっく 京都府

148 平井　淳也 ヒライ　ジュンヤ 48 アクシー中央 新潟県

149 恒川　壮太郎 ツネカワ　ソウタロウ 33 愛知県

150 山本　省三 ヤマモト　ショウゾウ 52 大阪府

151 一条　厚 イチジョウ　アツシ 48 日本ろう自転車競技協会 東京都

152 神山　剛 コウヤマ　タケシ 37 神奈川県

153 鈴木　喜代治 スズキ　キヨジ 66 三重県

154 村上　淳一 ムラカミ ジュンイチ 52 シーモンキー 愛知県

155 島田　達己 シマダ　タツミ 57 山梨県

156 山田　昭人 ヤマダ　アキヒト 58 SPAQ 奈良県

157 岡崎　満 オカザキ ミツル 47 京都府



女子　5ｋｍ 一般・ジュニア

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

161 植松　美晴 ウエマツ　ミハル 23 大阪府

162 片岡　早苗 カタオカ サナエ 50 福岡県

163 五十嵐　明美 イガラシ アケミ 56 シーモンキー 東京都

164 中村　香季 ナカムラ　カズエ 46 千葉県

165 黒子　亜美 クロコ アミ 35 AGswimmers 東京都

166 岩田　文 イワタ アヤ 37 埼玉県

167 松井　佳菜絵 マツイ　カナエ 29 東京都

168 髙倉　和恵 タカクラ カズエ 31 千葉県

169
水田
メラーオ喜海

ミズタ　メラーオキナ 14 スポーツセンター田原本 奈良県

170 山田　忍 ヤマダ　シノブ 55 大阪府

171 井口　瞳 イグチ　ヒトミ 34 奈良県

172 北川水都 キタガワ　ミクニ 16 三重県

173 中西　美保 ナカニシ　ミホ 48 golden dolphin 愛知県

174 室井　優子 ムロイ ユウコ 46 2bFISH 大阪府

175 森田　知美 モリタ トモミ 38 東京都

176 加藤　幸江 カトウ　サチエ 43 兵庫県

177 羽田　桂子 ハダ　ケイコ 37 愛知県

178 手嶋　美奈子 テジマ ミナコ 43 神奈川県

179 吉田　智江 ヨシダ トモエ 59 バラクロオーシャンズ 埼玉県

180 橋本　英里子 ハシモト　エリコ 43 大阪府

181 松村　千花 マツムラ　チカ 29 東京都
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男子　3ｋｍ 一般・ジュニア

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

201 江夏　靖典 コウカ ヤスノリ 60 愛知県

202 緒方　俊男 オガタ トシオ 60 三重県

203 中込　隆 ナカゴメ タカシ 58 愛知県

204 東俊哉 ﾋｶﾞｼ　トシア 15 海山スミングクラブ 三重県

205 廣池　辰彦 ヒロイケ　タツヒコ 32 三重県

206 竹中　幸彦 タケナカ ユキヒコ 56 愛知県

207 宮本　好弘 ミヤモト　ヨシヒロ 42 ＴＩＴＣ-CLUB 和歌山県

208 杉浦　啓二 スギウラ　ケイジ 49 トライアスロンチーム　凛 愛知県

209 中根　鋭二 ナカネ　エイジ 51 岐阜県

210 後藤　千春 ゴトウ　チハル 25 愛知県

211 杉浦　資史 スギウラ　モトシ 45 ピーアップ 和歌山県

212 木島偉博 キジマ　ヨシヒロ 46 愛知県

213 林　雅明 ハヤシ　マサアキ 20 三重大学 三重県

214 星野　圭吾 ホシノ　ケイゴ 31 愛知県

215 荒堀　弘隆 アラボリ ヒロタカ 46 ＴＩＴＣ 和歌山県

216 菱川　勘太 ヒシカワ　カンタ 15 四日市SC 三重県

217 米阪　英晃 ヨネサカ　ヒデアキ 20 三重県

218 森下　陸朗 モリシタ　リクロウ 25 舐達麻 大阪府

219 高松　朗 タカマツ　アキラ 58 チーム酔ってって 和歌山県

220 松尾　直哉 マツオ　ナオヤ 36 奈良県

221 三谷健一郎 ミタニ　カンイチロウ 55 ＴＩＴＣ 和歌山県

222 星川　浩 ホシカワ ヒロシ 53 森ビルランニングクラブ 神奈川県

223 岡崎　正雄 オカザキ　マサオ 62 田辺SP 和歌山県

224 山崎　充博 ヤマサキ　ミツヒロ 43 ＴＩＴＣ 和歌山県

225 上村海童 ｳｴﾑﾗ　カイドウ 15 海山スミングクラブ 三重県

226 西　直樹 ニシ　ナオキ 55 和歌山県

227 井上　輝 イノウエ アキラ 48 兵庫県

228 加藤　雅彦 カトウ　マサヒコ 51 大阪府

229 道浦　啓吾 ミチウラ ケイゴ 39 ＴＩＴＣ 和歌山県

230 濵田大輝 ﾊﾏﾀﾞ　ダイキ 15 海山スミングクラブ 三重県

231 山口悠太 ﾔﾏｸﾞﾁ　ユウタ 15 海山スミングクラブ 三重県

232 西村　孝文 ニシムラ タカフミ 56 シーモンキー 愛知県

233 木野　好彦 キノ ヨシヒコ 56 名古屋ウェーブ 愛知県
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234 小池　卓也 コイケ　タクヤ 29 兵庫県

235 高野　哲弘 タカノ　テツヒロ 51 ＴＩＴＣ 和歌山県

236 小原　壮貴 コバラ　ソウキ 20 【公式】植松美晴ファンクラブ 大阪府

237 江川　大二郎 エガワ　ダイジロウ 40 和歌山県

238 上野　孝 ウエノ タカシ 52 愛知県

239 松口　勝泰 マツグチ　カツヒロ 51 三重県

240 岡慶斗 ｵｶ　ケイト 15 海山スミングクラブ 三重県

241 宮坂圭太郎 ﾐﾔｻｶ　ケイタロウ 15 海山スミングクラブ 三重県

242 米村　満 ヨネムラ　ミツル 51 三重県

243 中村　豊 ナカムラ ユタカ 57 酔ってって 和歌山県

244 樋口　大輔 ヒグチ　ダイスケ 48 三重県

245 許斐　康嗣 コノミ　コウジ 65 京都府

246 田中駿也 ﾀﾅｶ　シュンヤ 14 海山スミングクラブ 三重県

247 山本大地 ﾔﾏﾓﾄ　ダイチ 14 海山スミングクラブ 三重県

248 森本　修 モリモト　オサム 49 三重県

249 永井　海人 ナガイ　カイト 29 三重県

250 精竜政 ｾｲ　リョウセイ 14 海山スミングクラブ 三重県

251 松下　靖 マツシタ　ヤスシ 42 愛知県



女子　3ｋｍ 一般・ジュニア

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

261 石上　英美 イシガミ エミ 40 大阪府

262 西津　菜穂子 ニシヅ ナホコ 50 シーモンキー 愛知県

263 向出　美樹 ムカイデ　ミキ 41 Alex 愛知県

264 川合　みなみ カワイ ミナミ 21 京都府

265 山下　りこ ヤマシタ リコ 46 YAMASHO 大阪府

266 川原山　由香 カワハラヤマ ユカ 46 東京都

267 桑本　彰子 クワモト　アキコ 49 大阪府

268 藤本　朱里 フジモト　アカリ 26 三重県

269 中西　美保 ナカニシ　ミホ 48 golden dolphin 愛知県

270 吉田　智江 ヨシダ トモエ 59 バラクロオーシャンズ 埼玉県

271 安井久美 ヤスイ　クミ 40 屋松院 三重県

272 金澤　理恵 カナザワ　リエ 41 三重県

273 桶谷千秋 オケタニ　チアキ 55 大阪府

274 松本　幸乃 マツモト　ユキノ 24 三重県

275 新谷　千代 シンタニ　チヨ 57 酔ってって 和歌山県

276 井川　友里恵 イカワ　ユリエ 26 東京都

277 塩田　美由紀 シオタ　ミユキ 38 和歌山県
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男子　1ｋｍ 一般・ジュニア

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

301 北川　浩二 キタガワ　コウジ 51 三重県

302 永田　勇 ナガタ　イサム 55 TITC 和歌山県

303 村上　浩次郎 ムラカミ コウジロウ 14 姫路市立書写中学校/HSS 兵庫県

304 津田　孝博 ツダ　タカヒロ 45 奈良県

305 渡邊　基文 ワタナベ モトフミ 46 富山県

306 藤本　祐也 フジモト　ユウヤ 28 大阪府

307 大岸　健治 オオキシ ケンジ 45 東京都

308 寺田　優希 テラダ　ユウキ 35 大阪府

309 岩澤　正博 イワサワ　マサヒロ 32 愛知県

310 渋谷　勉 シブヤ　ツトム 55 CCORT 三重県

311 木下　雅彦 キノシタ マサヒコ 63 OTC 愛知県

312 水野　孝 ミズノ タカシ 50 和歌山県

313 一条　厚 イチジョウ　アツシ 48 日本ろう自転車競技協会 東京都

314 平岡　紀恭 ヒラオカ　ノリヤス 61 愛知県

315 磯貝　廣久 イソガイ　ヒロヒサ 68 愛知県

316 北沢　一毅 キタザワ カズキ 41 YAMASHO 大阪府

317 内田　照也 ウチダ　テルヤ 53 和歌山県

318 横山　卓央 ヨコヤマ タカオ 44 埼玉県

オープンウォータースイミング三重オープン２０１９尾鷲



女子　1ｋｍ 一般・ジュニア

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

351 横山　とも子 ヨコヤマ　トモコ 46 シーモンキー 愛知県

352 小川　純子 オガワ　ジュンコ 55 三重県

353 松葉史紗子 マツバ　ミサコ 33 神奈川

354 森田　知美 モリタ トモミ 38 東京都

355 佐藤　あけみ サトウ アケミ 57 シーモンキー 愛知県

356 津山　弓美子 ツヤマ　ユミコ 55 和歌山県

357 山縣　充子 ヤマガタ　アツコ 76 奈良県

358 射手矢浩子 イテヤ　ヒロコ 60 大阪府

359 東地倖奈 ﾋｶﾞｼｼﾞ　ユキナ 14 海山スミングクラブ 三重県

360 山脇　由佳子 ヤマワキ　ユカコ 26 大阪府

361 坂本　雅子 サカモト　マサコ 43 愛知県

362 奥村花梨 ｵｸﾑﾗ　カリン 14 海山スミングクラブ 三重県

363 大津　恵美子 オオツ　エミコ 40 東京都

364 石田　勝子 イシダ　カツコ 68 奈良県

365 濱中　浩子 ハマナカ　ヒロコ 66 AGswimmers 東京都

オープンウォータースイミング三重オープン２０１９尾鷲



男子　500ｍ 一般・ジュニア 小学４年～１３歳ジュニア

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

401 谷口　廣維 タニグチ　ヒロイ 12 ベスパスイミングクラブ 三重県

402 田中　隆晴 ﾀﾅｶ　リュウセイ 12 海山スミングクラブ 三重県

403 掛橋　宏太朗 カケハシ　コウタロウ 14 ベスパスイミングクラブ 三重県

404 宮坂良太郎 ﾐﾔｻｶ　リョウタロウ 12 海山スミングクラブ 三重県

405 松尾　孝章 マツオ　タカアキ 66 奈良県

406 柴田　心太朗 シバタ　シンタロウ 11 愛知県

407 田中　雅浩 タナカ マサヒロ 40 スイミングチームBESPA 愛知県

408 川口　高澄 カワグチ タカスミ 36 スイミングチームBESPA 三重県

409 長井　涼空 ﾅｶﾞｲ　リョウク 13 海山スミングクラブ 三重県

410 杉本　竜輝 スギモト　リュウキ 20 愛知県

411 二見　快汰 フタミ　ハヤタ 10 ベスパスイミングクラブ 三重県

412 宮下　幸広 ミヤシタ　ユキヒロ 64 三重県

413 塩崎　海都 シオザキ　カイト 11 海山スミングクラブ 三重県

414 森本　健成 モリモト　ケンセイ 11 ベスパスイミングクラブ 三重県

415 大辻　哲平 オオツジ　テッペイ 35 愛知県

416 掛橋　宗志朗 カケハシ　ソウシロウ 12 ベスパスイミングクラブ 三重県

417 矢崎　成敏 ヤザキ　ナルトシ 33 愛知県

418 安江　直人 ヤスエ ナオト 48 スイミングチームBESPA 三重県

419 内山脩斗 ｳﾁﾔﾏ　ショウト 12 海山スミングクラブ 三重県

420 鈴木康太 ｽｽﾞｷ　コウタ 12 海山スミングクラブ 三重県

421 川口大介 ｶﾜｸﾞﾁ　ダイスケ 13 海山スミングクラブ 三重県

422 畦地　智太 ｱｾﾞﾁ　トモヒロ 13 海山スミングクラブ 三重県

423 濵田航太朗 ﾊﾏﾀﾞ　コウタロウ 12 海山スミングクラブ 三重県

424 佐合　楽 サゴウ　ラク 11 海山スミングクラブ 三重県

425 平賀　眞澄 ヒラガ　マスミ 44 スイミングチームBESPA 三重県

426 木田　圭祐 キダ　ケイスケ 11 ベスパスイミングクラブ 三重県

427 松井　夏樹 マツイ　ナツキ 12 ベスパスイミングクラブ 三重県

428 平谷　賢治 ﾋﾗﾀﾆ　ケンジ 13 海山スミングクラブ 三重県

429 山下　祥次 ヤマシタ ショウジ 71 YAMASHO 大阪府

430 村田　誠司 ムラタ セイジ 53 スイミングチームBESPA 三重県

431 松葉　崇真 ﾏﾂﾊﾞ　ソウマ 13 海山スミングクラブ 三重県

432 細川　陽生 ﾎｿｶﾜ　ヨウセイ 13 海山スミングクラブ 三重県

オープンウォータースイミング三重オープン２０１９尾鷲



女子　500ｍ 一般・ジュニア 小学４年～１３歳ジュニア

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

451 廣下　汐音 ﾋﾛｼﾀ　シオン 13 海山スミングクラブ 三重県

452 冨永　実和 トミナガ　ミワ 12 ﾍﾞｽﾊﾟｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 三重県

453 藤田莉乃音 フジタ　リノン 11 海山スミングクラブ 三重県

454 芝原　くるみ ｼﾊﾞﾊﾗ　クルミ 13 海山スミングクラブ 三重県

455 松井　和香菜 マツイ　ワカナ 17 ﾍﾞｽﾊﾟｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 三重県

456 久保　怜来 クボ　レイナ 11 奈良県

457 藤井　久美子 フジイ　クミコ 69 三重県

458 山口　桃和 ﾔﾏｸﾞﾁ　トワ 13 海山スミングクラブ 三重県

459 東地妃奈子 ﾋｶﾞｼｼﾞ　ヒナコ 12 海山スミングクラブ 三重県

460 荒木　美玲 アラキ　ミレイ 14 ﾍﾞｽﾊﾟｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 三重県

461 喜多　さつき ｷﾀ　サツキ 13 海山スミングクラブ 三重県

462 松田　向繰 マツダ　ムク 12 ﾍﾞｽﾊﾟｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 三重県

463 池山　美優 イケヤマ　ミユ 11 ﾍﾞｽﾊﾟｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 三重県

464 富田　紗羽 トミダ　サワ 11 ﾍﾞｽﾊﾟｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 三重県

465 久保　真美 クボ　マミ 42 奈良県

466 水田
ギキユール知海

ミズタ　ギキユールシナ 10 スポーツセンター田原本 奈良県

467 宇田　妃莉 ウダ　ヒマリ 10 ﾍﾞｽﾊﾟｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 三重県

468 柴田　智子 シバタ　サトコ 42 愛知県

469 平野　愛海 ﾋﾗﾉ　アミ 13 海山スミングクラブ 三重県

470 直江　とう子 ﾅｵｴ　トウコ 13 海山スミングクラブ 三重県

471 掛橋　紀心歩 カケハシ　キミホ 10 ﾍﾞｽﾊﾟｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 三重県

472 井上　那月 イノウエ　ナツキ 12 ﾍﾞｽﾊﾟｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 三重県

473 野田　知花 ノダ　チハナ 11 ﾍﾞｽﾊﾟｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 三重県

オープンウォータースイミング三重オープン２０１９尾鷲
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