
女子　5ｋｍ日本選手権ＯＷＳトライアルの部

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

51 小池優媛 コイケ　ユエン 22 日本体育大学 OPEN

52 笠原瑠南 カサハラ　ルナ 21 中京大学 OPEN

53 蝦名愛梨 エビナ　アイリ 19 日本体育大学/十勝スイミングクラブ OPEN

54 松下彩花 マツシタ　アヤカ 28 カワサキスイミングクラブ 神奈川県

55 広島女子 広島県水泳連盟 広島県

56 藤　優美 トウ　ユミ 23 三重県スポーツ協会 三重県

57 森山幸美 モリヤマ　ユキミ 25 神奈川県

58 今井晴菜 イマイ　ハルナ 16 コパン可児 岐阜県

59 奥村美咲 オクムラ ミサキ 17 奈良県立添上高等学校 奈良県

60 谷　清美 タニ　キヨミ 15 ルネサンス登美ヶ丘 大阪府

61 木谷唯花 キタニ　ユイカ 17 B&G今津 滋賀県

62 猪股萌々花 イノマタ　モモカ 19 茨城県

63 三浦あお ミウラ　アオ 16 パルポート太田 和歌山県

64 山城夢芽 ヤマシロ　ユメ 18 パルポート 和歌山県

65 伊藤芽花 イトウ　メイカ 20 滋賀県

66 赤木鈴望 アカギ　リンノ 18 レイSC岡山 岡山県

67 湯川璃音 ユカワ　リノン 15 マコトスイミングクラブ海南 和歌山県

68 加後美咲 カゴ　ミサキ 25 アルファ 愛知県

69 安藤友美 アンドウ　トモミ 18 愛知県

70 吉岡亜可梨 ヨシオカ　アカリ 21 大阪国際大学 兵庫県

71 中島祐佳 ナカシマ　ユカ 19 岐阜聖徳学園大学 岐阜県

72 湯浅詩音 ユアサ　シオン 20 徳島県

73 平山　桃 ヒラヤマ　モモ 17 豊川高/1toSWIM 愛知県

74 阿部　悠 アベ　ハルカ 15 須磨学園高 兵庫県



男子　5ｋｍ日本選手権ＯＷＳトライアルの部

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

1 南出大伸 ミナミデ　タイシン 25 株式会社木下グループ OPEN

2 渡辺雅空 ワタナベ　ガク 20 日本体育大学 OPEN

3 野中大暉 ノナカ　タイキ 24 株式会社木下グループ OPEN

4 本山　空 モトヤマ　クウ 18 新潟医療福祉大学 OPEN

5 筒井大介 ツツイ　ダイスケ 20 新潟医療福祉大学 OPEN

6 岩住宏一郎 イワズミ　コウイチロウ 17 枚方スイミングスクール OPEN

7 和田大梧 ワだ　ダイゴ 20 日本体育大学 OPEN

8 渡辺　柊 ワタナベ　シュウ 19 新潟経営大学 OPEN

9 広島県男子 --- 広島県水泳連盟 広島県

10 松本勝己 マツモト　カツキ 18 市立船橋高校 千葉県

11 坂田拓哉 サカタ　タクヤ 15 富山パレス 富山県

12 小林祐馬 コバヤシ　ユウマ 25 三重県庁 三重県

13 小林　陸 コバヤシ　リク 21 アクラブ藤沢 神奈川県

14 小澤雄二郎 オザワ　ユウジロウ 21 アクラブ藤沢 神奈川県

15 小玉風護 コダマ　フウゴ 20 ヨコハマスイミングクラブ 神奈川県

16 藤本遥介 フジモト　ヨウスケ 15 パルポート 和歌山県

17 福嶋尊史 フクシマ　タカシ 36 奈良県

18 菊地大朗 キクチ　オオ 20 山梨県

19 伊藤珀叶 イトウ　ハクト 16 滋賀県

20 大西かなめ オオニシ　カナメ 33 初芝SS 大阪府

21 常陸紫遠 ヒタチ　シオン 21 レイSC岡山 岡山県

22 枡田貴理丸 マスダ　キリマル 25 アルファ 愛知県

23 長堀秀明 ナガホリ　ヒデアキ 20 大阪国際大学 大阪府

24 亀山啓吾 カメヤマ　ケイゴ 30 山梨県

25 時川叶夢 トキガワ　カナム 19 日本体育大学 神奈川県

26 松田　龍 マツダ　リュウ 21 日本体育大学 神奈川県

27 早﨑遼真 ハヤサキ　リョウマ 20 日本体育大学 神奈川県

28 白坂大輝 シラサカ　ダイキ 17 鹿児島情報高校 鹿児島県

29 中村　仁 ナカムラ　ジン 18 日本体育大学 神奈川県

30 木村奉多賀 キムラ　トモタカ 39 岐阜県

31 辻森魁人 ツジモト　カイト 15 須磨学園高 兵庫県



女子　5ｋｍ 一般・高校生以下

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

171 宇田　緑 ウダ　ミドリ 58 シーモンキー 愛知県

172 片岡早苗 カタオカ　サナエ 52 チームケンズ西東京 東京都

173 橋本英里子 ハシモト　エリコ 45 大阪府

174 金澤理恵 カナザワ　リエ 43 三重県

175 今村裕子 イマムラ　ユウコ 51 京都府

176 山内麻代 ヤマウチ マヨ 35 大阪府

177 松川希代子 マツカワ　キヨコ 48 兵庫県

178 室井優子 ムロイ ユウコ 48 2bFISH 大阪府

179 塩田美由紀 シオタ　ミユキ 40 和歌山県

180 古田志乃雅 フルタシノカ 53 三重県

181 成瀬弘美 ナルセ　ヒロミ 63 愛知県

182 桝本仁奈 マスモト　ニーナ 20 大阪国際大学 京都府

183 新谷千代 シンタニ　チヨ 59 酔ってって 和歌山県

184 大塚沙織 オオツカ サオリ 43 パナソニック大阪 大阪府

185 松下彩花 マツシタ　アヤカ 28 カワサキスイミングクラブ 神奈川県

186 吉田智江 ヨシダ トモエ 61 バラクロオーシャンズ 埼玉県

187 水田メラーオ喜海 ミズタ　メラーオキナ 16 S.C.田原本 奈良県

188 五十嵐明美 イガラシ アケミ 58 シーモンキー 東京都

189 岩田　文 イワタ アヤ 39 埼玉県



男子　5ｋｍ 一般・高校生以下

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

101 嶋田知記 シマダ　トモキ 43 WDBC 和歌山県

102 伊藤　宝 イトウ チカラ 37 三重県

103 村上淳一 ムラカミ ジュンイチ 54 シーモンキー 愛知県

104 三木佑真 ミキ　ユウマ 22 大阪国際大学 大阪府

105 鈴木喜代治 スズキ　キヨジ 68 三重県

106 藤井智崇 フジイ トモタカ 46 大阪府

107 平井淳也 ヒライ　ジュンヤ 50 チームゴーヤ 愛知県

108 丸山敦生 マルヤマ　アツキ 25 チームゴーヤーアクアヴィータ豊橋 愛知県

109 安井亮太 ヤスイ　リョウタ 45 三重県

110 中村　豊 ナカムラ ユタカ 59 チーム酔ってって 和歌山県

111 砂山貴秀 スナヤマ　タカヒロ 49 Team スナヤマ家 大阪府

112 伊東貴司 イトウ　タカシ 46 神戸市役所水泳部 兵庫県

113 福積延治 フクヅミ　ノブジ 53 トライアスロンステーション 愛知県

114 新山正人 アラヤマ　マサト 54 千葉県

115 菊地　靖 キクチ　ヤスシ 59 リップル 愛知県

116 山本省三 ヤマモト　ショウゾウ 54 大阪府

117 松口勝泰 マツグチ　カツヒロ 53 三重県

118 島田達己 シマダ　タツミ 59 山梨県

119 フェラーリ　シモン フェラーリ　シモン 32 大阪府

120 徳田敬三 トクダ　ケイゾウ 53 大阪府

121 佐原　聡 サハラ　サトシ 52 埼玉県

122 山本裕之 ヤマモト　ヒロユキ 52 愛知県

123 林　宏昭 ハヤシ ヒロアキ 50 三菱電機トレーディング株式会社 東京都

124 吹原隆司 フキハラ　タカシ 61 岐阜県

125 村田雅樹 ムラタ　マサキ 36 京都医療センター 京都府

126 平柳三郎 ヒラヤナギ　サブロウ 71 埼玉県

127 松本宗太郎 マツモト　ソウタロウ 37 愛知県

128 近藤　圭 コンドウ　ケイ 32 京都府

129 中島健蔵 ナカシマ　ケンゾウ 32 愛知県

130 高橋秀美 タカハシ ヒデミ 61 兵庫県

131 高松　朗 タカマツ　アキラ 60 酔ってって 和歌山県

132 佐々木義男 ササキ　ヨシオ 63 八尾アスリート 大阪府

133 近藤正之 コンドウ マサユキ 55 セントラル 東京都

134 栗山鉄平 クリヤマ　テッペイ 42 チームゴーヤーアクアビータ 愛知県



135 長阪　歩 ナガサカ　アユム 41 兵庫県

136 福田英雄 フクダ　ヒデオ 51 スタサポ金剛 大阪府

137 生嶋伸司 イクシマ　シンジ 48 team モン吉 大阪府

138 四宮敬司 シノミヤ ケイジ 71 兵庫県

139 阿久津広海 アクツ　ヒロミ 69 高崎水泳協会 群馬県

140 後藤弘一 ゴトウ　コウイチ 53 愛知県

141 内藤保雄 ナイトウ ヤスオ 65 千駄ヶ谷倶楽部 山梨県

142 増田晶人 マスダ アキト 49 大阪府

143 石田朋敬 イシダ　トモタカ 50 BigLake 滋賀県

144 岩崎剛士 イワサキ タケシ 54 葉水会 千葉県

145 西島暢洋 ニシジマ　ノブヒロ 57 大阪府

146 大濱　徹 オオハマ トオル 54 BIG東海 愛知県

147 一ノ瀬雄太 イチノセ　ユウタ 48 兵庫県

148 山口　誠 ヤマグチ　マコト 71 兵庫県

149 豊田栄二 トヨダ エイジ 59 大垣消防トライアスロン部 岐阜県

150 松嶋康夫 マツシマ ヤスオ 56 G-Hammers 奈良県

151 﨑山友揮 サキヤマ　トモキ 41 WDBC 和歌山県

152 山田智貴 ヤマダ　トモヨシ 34 活賦拉麺豆 愛知県

153 内山好申 ウチヤマ　ヨシノブ 52 大阪府

154 塩田　孝 シオタ　タカシ 40 和歌山県

155 鈴木聡太 スズキ　ソウタ 22 大阪国際大学 京都府

156 石崎仁司 イシザキヒトシ 60 三重県

157 安福　顕 ヤスフク　アキラ 49 愛知県

158 KaandorpDennis カンドープ　デニス 44 岐阜県

159 平林大征 ヒラバヤシ　タイセイ 25 富山パレス 富山県

160 星　雅文 ホシ マサフミ 66 小千谷SC 新潟県

161 水本健介 ミズモト　ケンスケ 38 神奈川県

162 辻野　誠 ツジノ　マコト 42 大阪府

163 田丸裕史 タマル ヒロシ 58 福田 屋内スポーツセンター 静岡県

164 木下信大 キノシタ　ノブヒロ 32 奈良県

165 川島隆伸 カワシマ タカノブ 46 埼玉県



女子　3ｋｍ 一般・高校生以下

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

251 野口花音 ノグチ　カノン 17 ブレイブ 兵庫県

252 玉井由美子 タマイ　ユミコ 57 シーモンキー 愛知県

253 西津菜穂子 ニシヅ ナホコ 52 シーモンキー 愛知県

254 大久保友美 オオクボ　トモミ 48 兵庫県

255 植松美晴 ウエマツ　ミハル 25 みはんこ会 大阪府

256 内藤敦子 ナイトウ　アツコ 64 千駄ヶ谷倶楽部 山梨県

257 中山麻衣 ナカヤマ　マイ 38 東京都

258 丹波ちひろ タンバ　チヒロ 22 京都府

259 三島雅世 ミシマ　マサヨ 26 大阪府

260 小島芙心 コジマ　フミ 31 和歌山県



男子　3ｋｍ 一般・高校生以下

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

201 原田真季 ハラダ　マキ 42 あげチキ 兵庫県

202 草川　稔 クサガワ　ミノル 50 三重県

203 石塚伸一 イシヅカ　シンイチ 50 シーモンキー 愛知県

204 井上　輝 イノウエ　アキラ 50 兵庫県

205 加藤雅昭 カトウ　マサアキ 58 SMK 愛知県

206 西　修二 ニシ　シュウジ 62 チーム　PU 和歌山県

207 松本勝司 マツモト カツシ 47 千葉県

208 織田幹太 オダ　カンタ 20 立命館大学 滋賀県

209 乾　敦詞 イヌイ　アツシ 24 青い缶を蹴ったこと、あります。 奈良県

210 津田孝博 ツダ　タカヒロ 47 奈良県

211 枡田拓也 マスダ タクヤ 51 TEAM　BESPA 三重県

212 山田侑翼 ヤマダ　ユウスケ 20 立命館大学トライアスロン部 大阪府

213 丹羽幹治 ニワ カンジ 60 じろちょう一家 東京都

214 清水二郎 シミズ ジロウ 57 じろちょう一家 東京都

215 世古武洋 セコ　タケヒロ 50 TEAM　BESPA 三重県

216 星野圭吾 ホシノ　ケイゴ 33 愛知県

217 下江隆司 シモエ　タカシ 43 和歌山県

218 山口大貴 ヤマグチ　タイキ 19 立命館大学 滋賀県

219 前田敏博 マエダ　トシヒロ 62 鳥取県

220 小室純一 コムロ　ジュンイチ 47 ルネサンス水戸 茨城県

221 青山幸平 アオヤマ　コウヘイ 21 立命館大学 滋賀県

222 平賀眞澄 ヒラガ　マスミ 46 TEAM　BESPA 三重県

223 岩井悠二 イワイ　ユウジ 19 立命館大学トライアスロン部 滋賀県

224 垣内邦章 カイトウ クニアキ 36 愛知県

225 石塚貴将 イシヅカ タカマサ 47 東京都

226 市川 　光 イチカワ　ヒカル 20 立命館大学トライアスロン部 大阪府

227 山田直則 ヤマダ ナオノリ 67 TEAM　BESPA 三重県

228 村枝雅史 ムラエダ　マサシ 23 きんとら 大阪府

229 成田英宏 ナリタ　ヒデヒロ 52 愛知県

230 林　康平 ハヤシ　コウヘイ 22 ちー牛 大阪府

231 岡崎正雄 オカザキ　マサオ 64 田辺スポーツプラザ 和歌山県

232 夏井智隆 ナツイ　トモタカ 22 立命館大学トライアスロン部 滋賀県

233 戸田尚義 トダ ナオヨシ 54 静岡県

234 小原壮貴 コバラ　ソウキ 22 小原製パン株式会社 大阪府



235 石川大吉 イシカワ　ダイキチ 14 石川畳店 三重県

236 ogawamineo ogawa　mineo 71 和歌山県

237 森田卓磨 モリタ　タクマ 32 愛知県

238 藤本幸博 フジモト ユキヒロ 51 大阪府

239 神崎博文 カンザキ　ヒロフミ 59 和歌山県

240 橋本悠輝 ハシモト　ユウキ 22 MZEE団体 RYKEY Daddy Dirty ブラックパンサー党 大阪府

241 岩田　聡 イワタ　サトシ 55 名城ARC 静岡県

242 土江巧真 ドエ　タクマ 23 立命館大学トライアスロン部 滋賀県

243 中川幸洋 ナカガワ　ユキヒロ 54 和歌山県

244 山岸靖輝 ヤマギシ ヤスキ 45 東京都

245 毛利一郎 モウリ　イチロウ 57 大阪府

246 西　直樹 ニシ　ナオキ 57 和歌山県

247 谷口廣維 タニグチ　ヒロイ 14 ベスパスイミングスクール 三重県



女子　1ｋｍ 一般・高校生以下

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

351 国弘果桜 クニヒロ　カオ 21 立命館大学トライアスロン部 京都府

352 草田夕子 クサダ　ユウコ 51 和歌山県

353 森山千鶴 モリヤマ　チヅル 54 東京都

354 横山とも子 ヨコヤマ　トモコ 48 シーモンキー 愛知県

355 水口くるみ ミズグチ　クルミ 17 名経大市邨高校 愛知県

356 小川純子 オガワ　ジュンコ 57 三重県

357 相川　栞 アイカワ　シオリ 32 シティスポーツ四日市 三重県

358 小津美智子 オヅ　ミチコ 62 三重県

359 小石川花梨 コイシカワ　カリン 19 立命館大学 滋賀県

360 松田向繰 マツダ　ムク 14 ベスパスイミングスクール 三重県



男子　1ｋｍ 一般・高校生以下

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

301 森本　修 モリモト　オサム 51 三重県

302 小林幸誠 コバヤシ　コウセイ 20 滋賀県

303 片山類斗 カタヤマ　ルイト 48 伊勢鉄人クラブ 三重県

304 高橋雅也 タカハシ　マサヤ 33 岐阜県

305 吉田豊美 ヨシダ トヨミ 69 大阪府

306 辻村公大 ツジムラ　コウダイ 50 三重県

307 山田佑樹 ヤマダ　ユウキ 30 東京都

308 竹川祐平 タケカワ　ユウヘイ 32 三重県

309 加野拓海 カノ　タクミ 24 兵庫県

310 松永侑士 マツナガ　ユウト 30 アスティONE 愛知県

311 木綿吉継 ユウ　ヨシツグ 67 三重県

312 古井竜文 フルイ　タツノリ 45 愛知県

313 大石俊倫 オオイシ　トシミチ 62 三重県

314 田島和貴 タジマ　トモキ 47 TEAM　BESPA 三重県

315 小島拓実 コジマ　タクミ 30 大阪府

316 堀　修 ホリ　オサム 65 和歌山県

317 小坂岳美 コサカ　タケミ 58 三重県

318 村上公一 ムラカミ コウイチ 58 愛知県

319 伊藤達志 イトウ　タツシ 51 愛知県

320 杉山幸介 スギヤマ　コウスケ 51 大阪府

321 金指正太郎 カナザシ ショウタロウ 53 静岡県

322 吉岡智也 ヨシオカ　トモヤ 47 大阪府

323 室　康彦 ムロ ヤスヒコ 69 大阪府

324 石川淳二 イシカワ ジュンジ 47 石川畳店 三重県

325 木下雅彦 キノシタ マサヒコ 65 OTC 愛知県

326 松田弐皐 マツダ　ニコ 15 ベスパスイミングスクール 三重県



女子　500ｍ 一般・高校生以下・ジュュニア（小学４年～１３歳）

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

451 掛橋紀心歩 カケハシ　キミホ 12 ベスパスイミングスクール 三重県

452 山下あづ彩 ヤマシタ　アヅサ 10 海山スミングクラブ 三重県

453 水田ギキユール知海 ミズタ　ギキユールシナ 12 S.C.田原本 奈良県

454 井上那月 イノウエ　ナツキ 14 ベスパスイミングスクール 三重県

455 丸田仁子 マルタ　ニコ 11 海山スミングクラブ 三重県

456 鬼頭麗香 キトウ　レイカ 10 海山スミングクラブ 三重県

457 尾上彩楽 オノエウエ　サラ 12 海山スミングクラブ 三重県

458 小林　愛 コバヤシ　メグミ 37 TEAM　BESPA 三重県

459 西　香織 ニシ　カオリ 47 三重県

460 芝原千浩 シバハラ　チヒロ 51 兵庫県

461 池山美咲 イケヤマ　ミサキ 10 ベスパスイミングスクール 三重県

462 内山穂香 ウチヤマ　ホノカ 12 海山スミングクラブ 三重県

463 櫻井詩乃 サクライ　シノ 12 ベスパスイミングスクール 三重県

464 野田知花 ノダ　チハナ 13 ベスパスイミングスクール 三重県

465 畦地萌依 アゼチ　メイ 11 海山スミングクラブ 三重県

466 別所紗衣 ベッショ　サエ 12 海山スミングクラブ 三重県

467 中村瑠莞 ナカムラ　ルイ 11 ベスパスイミングスクール 三重県

468 世古真悠 セコ　マユ 11 海山スミングクラブ 三重県

469 大津恵美子 オオツ　エミコ 42 東京都

470 平賀ほのか ヒラガ　ホノカ 13 ベスパスイミングスクール松阪 三重県

471 藤井久美子 フジイ　クミコ 71 三重県

472 辻　泉穂 ツジ　イズホ 10 ベスパスイミングスクール 三重県

473 長阪　旭 ナガサカ　アサヒ 11 兵庫県

474 小林美由起 コバヤシ　ミユキ 42 TEAM　BESPA 三重県

475 松永紗希 マツナガ　サキ 32 アスティONE 愛知県

476 木川　薫 キカワ　カオリ 38 東京都

477 池山美優 イケヤマ　ミユ 13 ベスパスイミングスクール 三重県



男子　500ｍ 一般・高校生以下・ジュニア（ 小学４年～１３歳）

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

401 篠﨑大夢 シノザキ　タイム 9 ベスパスイミングスクール 三重県

402 世古宗和 セコ　ソウワ 11 TEAM　BESPA 三重県

403 尾嵜流士 オザキ　リュウシ 9 ベスパスイミングスクール 三重県

404 片山類斗 カタヤマ　ルイト 48 伊勢鉄人クラブ 三重県

405 髙縄哲平 タカナワ　テッペイ 22 三重県

406 長阪　歩 ナガサカ　アユム 41 兵庫県

407 塩崎琉生 シオザキ　ルイ 11 海山スミングクラブ 三重県

408 筒井　功 ツツイ　イサオ 56 茨城県

409 高田高輔 タカダ　コウスケ 48 チームドルフィン 東京都

410 鈴木秀介 スズキ　シュウスケ 11 海山スミングクラブ 三重県

411 辻　結翔 ツジ　ユイト 11 ベスパスイミングスクール 三重県

412 小泉智幸 コイズミ　トモユキ 47 チームドルフィン 東京都

413 海上　優 カイジョウ　ヒロ 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 12 ベスパスイミングスクール 三重県

415 川端沙羅 カワバタ　シャラ 12 海山スミングクラブ 三重県

416 川口高澄 カワグチ タカスミ 38 TEAM　BESPA 三重県

417 伊東督裕 イトウ　マサヒロ 52 TEAM　BESPA 三重県

418 中西武志 ナカニシ　タケシ 45 三重県

419 松島浩之 マツシマ　ヒロユキ 41 三重県

420 大谷魁凛 オオタニ　カイリ 12 海山スミングクラブ 三重県

421 橋本健太郎 ハシモト　ケンタロウ 49 奈良県

422 佐々木優人 ササキ　ユウト 12 海山スミングクラブ 三重県

423 安江直人 ヤスエ ナオト 50 TEAM　BESPA 三重県

424 奥山大翔 オクヤマ　ヒロト 11 ベスパスイミングスクール 三重県

425 山田智也 ヤマダ　トモヤ 9 ベスパスイミングスクール松阪 三重県

426 野村優斗 ノムラ　ユウト 12 海山スミングクラブ 三重県

427 小原淳司 オハラ　アツシ 57 City Sports Yokkaichi 三重県

428 江頭賢哉 エガシラ　ケンヤ 11 ベスパスイミングスクール 三重県

429 森本　颯 モリモト　ハヤテ 10 ベスパスイミングスクール 三重県

430 古谷颯真 フルタニ　ソウマ 10 ベスパスイミングスクール松阪 三重県

431 村田誠司 ムラタ セイジ 55 TEAM　BESPA 三重県

432 田中雅浩 タナカ マサヒロ 42 TEAM　BESPA 三重県

433 石川笑吉 イシカワ　ショウキチ 10 石川畳店 三重県

434 魚見虎之進 ウオミ　トラノシン 11 ベスパスイミングスクール松阪 三重県
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