
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 早川　祐偉人 ハヤカワ ユイト 16 中京大中京高校 愛知県

2 広島県　 広島県水泳連盟 広島県

3 佐藤　稀一 サトウ　キイチ 17 岐阜県

4 渡辺　柊 ワタナベ　シュウ 20 ダッシュスイミングスクール三条 新潟県

5 野中　大暉 ノナカ　タイキ 25 株式会社木下グループ 神奈川県

6 加藤　睦也 カトウ　チカヤ 20 近畿大学 大阪府

7 筒井　大介 ツツイ　ダイスケ 21 新潟医療福祉大学 新潟県

8 亀山　啓吾 カメヤマ　ケイゴ 31 山梨県

9 南出　大伸 ミナミデ　タイシン 26 神奈川県

10 ユ　ジョンビン ユ　ジョンビン 19 近畿大学 大阪府

11 岡田　一輝 オカダ　カズキ 16 津田学園高等学校 三重県

12 掛橋　宏太朗 カケハシ　コウタロウ 17 ベスパスイミングスクール 三重県

13 谷口　廣維 タニグチ　ヒロイ 15 ベスパスイミングスクール 三重県

14 CHOI　HOON チェ　フン 44 愛知県

15 北川　友祐 キタガワ　ユウスケ 21 近畿大学 大阪府

16 小林　祐馬 コバヤシ　ユウマ 26 三重県庁 三重県

17 村佐　達也 ムラサ　タツヤ 15 中京大中京高校 愛知県

18 鈴木　大智 スズキ タイチ 17 中京大中京高校 愛知県

19 丸山　敦生 マルヤマ　アツキ 26 チームゴーヤーアクアヴィータ豊橋 愛知県

20 岩住　宏一郎 イワズミ　コウイチロウ 18 枚方スイミングスクール 大阪府

21 本江　騎吏 ホンゴウ　キリ 20 新潟医療福祉大学 新潟県

22 松井　陽平 マツイ　ヨウヘイ 17 岐阜県

23 枡田　貴理丸 マスダ　キリマル 26 アルファ 愛知県

24 井上　駆 イノウエ　カケル 18 fly-s 三重県

25 Dinsmore　Michael ディンズモア　マイケル 40 大阪府

26 時川　叶夢 トキガワ　カナム 20 日本体育大学 神奈川県

27 伊藤　銀士 イトウ ギンジ 17 中京大中京高校 愛知県



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 森山　幸美 モリヤマ　ユキミ 26 神奈川県

52 加藤　はなの カトウ　ハナノ 23 ダッシュスイミングスクール三条 新潟県

53 坂本　晴野 サカモト　ハルノ 22 近畿大学 大阪府

54 伊佐次　葵 イザジ　アオイ 16 岐阜県

55 牧　咲良 マキ　サクラ 16 岐阜県

56 遠藤　花音 エンドウ　カノン 15 大垣北スイングスクール 岐阜県

57 広島県 19 広島県水泳連盟 広島県

58 藤　優実 トウ　ユミ 24 三重県スポーツ協会 神奈川県

59 藤本　天海 フジモト　アマミ 20 近畿大学 和歌山県

60 前川　優愛 マエガワ　ユア 15 津田学園高等学校 三重県

61 緒方　愛 オガタ　アカリ 16 中京大中京 愛知県

62 枡田　日菜果 マスダ　ヒナカ 18 Alpha 愛知県

63 三浦　あお ミウラ　アオ 17 パルポート紀の川 和歌山県

64 古川　凛歩 フルカワ　リホ 16 広島市立沼田高校 広島県

65 鷹野　亜湖 タカノ　アコ 16 横浜サクラ 神奈川県



男子　5ｋｍ 一般・高校生以下

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

101 中島　健蔵 ナカシマ　ケンゾウ 33 愛知県

102 徳田　敬三 トクダ　ケイゾウ 54 クボタ 大阪府

103 近藤　正之 コンドウ マサユキ 56 東京都

104 東風谷　寛 コチヤ ユタカ 54 大阪府

105 古橋　賢悟 フルハシ ケンゴ 46 各駅停車ＳＣ 兵庫県

106 長阪　歩 ナガサカ　アユム 42 兵庫県

107 松嶋　康夫 マツシマ ヤスオ 57 G-hammers 奈良県

108 近藤　利光 コンドウ　トシミツ 44 愛知県

109 木村　陽一 キムラ　 ヨウイチ 51 大阪府

110 砂山　貴秀 スナヤマ　タカヒデ 50 スナヤマ家 大阪府

111 室井　雄達 ムロイ　ユウタツ 44 各駅停車ＳＣ 兵庫県

112 大槻　恒太 オオツキ　コウタ 29 兵庫県

113 菊地　靖 キクチ　ヤスシ 60 あすたま 愛知県

114 西崎　達男 ニシザキ　タツオ 78 和歌山県

115 熊木　隆 クマキ　タカシ 57 大阪府

116 島田　達己 シマダ　タツミ 60 山梨県

117 田丸　裕史 タマル 　ヒロシ 59 福田OWS 静岡県

118 吹原　隆司 フキハラ　タカシ 62 岐阜県

119 栗山　鉄平 クリヤマ　テッペイ 43 チームゴーヤアクアビータ 愛知県

120 後野　陸斗 ゴノ　リクト 25 兵庫県

121 山口　浩司 ヤマグチ　コウジ 51 神奈川県

122 水本　健介 ミズモト　ケンスケ 39 神奈川県

123 生嶋　伸司 イクシマ　シンジ 49 teamもん吉 大阪府

124 中田　亮一郎 ナカタ　リョウイチロウ 56 岡山県

125 西島　暢洋 ニシジマ　ノブヒロ 58 大阪府

126 山下　紘大 ヤマシタ　コウダイ 33 香川県

127 伊藤　宝 イトウ チカラ 38 三重県

128 山本 省三 ヤマモト　ショウゾウ 55 大阪府

129 中川　幸洋 ナカガワ　ユキヒロ 55 和歌山県

130 石崎　仁司 イシザキ ヒトシ 61 三重県

131 世古　武洋 セコ　タケヒロ 51 TEAM BESPA 三重県

132 平井　淳也 ヒライ　ジュンヤ 51 ゴーヤー 愛知県

133 我谷　潤樹 ガヤ　ジュンキ 21 京都府

134 安福　顕 ヤスフク　アキラ 50 愛知県



135 村上　淳一 ムラカミ ジュンイチ 55 シーモンキー 愛知県

136 斎藤　史郎 サイトウ シロウ 51 ほわいとぴっぐ 京都府

137 佐藤　雄司 サトウ　ユウジ 54 シーモンキー 愛知県

138 岡崎　満 オカザキ ミツル　 50 京都府

139 福田　英雄 フクダ　ヒデオ 52 スタサポ金剛 大阪府

140 高松　朗 タカマツ　アキラ 61 酔ってって(和歌山岩出) 和歌山県

141 小林　俊洋 コバヤシ　トシヒロ 54 チーム名は無し 埼玉県

142 草川　稔 クサガワ　ミノル 51 アルバトロス 三重県

143 平野　貢 ヒラノ　ミツグ 53 愛知県

144 天野　智由 アマノ　トモヨシ 47 静岡県

145 鈴木　喜代治 スズキ　キヨジ 69 三重県

146 山本　大嗣 ヤマモト　タイシ 31 みえ川越 三重県

147 フェラーリ　シモン フェラーリ　シモン 33 大阪府

148 井上　怜緒奈 イノウエ　レオナ 30 兵庫県

149 白石　純一 シライシ　ジュンイチ 61 鹿児島県

150 後藤　弘一 ゴトウ　コウイチ 54 愛知県

151 四宮　敬司 シノミヤ　ケイジ 72 兵庫県

152 松口　勝泰 マツグチ　カツヒロ 54 三重県

153 松原　幸正 マツバラ　ユキマサ 36 三重県

154 佐々木　義男 ササキ　ヨシオ 64 八尾アスリート 大阪府

155 八田　繁行 ハッタ シゲユキ 54 シーモンキー 愛知県

156 矢治　敬英 ヤジ　タカヒデ 71 SPヒダマリ 三重県

157 一条　厚 イチジョウ　アツシ 51 日本ろう自転車競技協会 東京都

158 一瀬　開 イチセ　カイ 22 ブルーマリン 京都府

159 山本　健二 ヤマモト ケンジ 50 大阪府

160 芳賀　俊夫 ハガ　トシオ 55 神奈川県

161 内山　好申 ウチヤマ　ヨシノブ 53 大阪府

162 渡邊　倫弘 ワタナベ　ミチヒロ 50 ST 愛知県

163 近藤　　圭 コンドウ　ケイ 33 京都中央信用金庫 京都府

164 高橋　秀美 タカハシ   ヒデミ 62 兵庫県

165 山口　誠 ヤマグチ マコト 72 兵庫県

166 下江　隆司 シモエ　タカシ 44 和歌山県

167 木村　奉多賀 キムラ　トモタカ 40 岐阜県

168 阿久津　広海 アクツ ヒロミ 70 高崎水泳協会 群馬県

169 増田　晶人 マスダ アキト 50 大阪府

170 村田　雅樹 ムラタ　マサキ 37 京都医療センター消化器内科 京都府



女子　5ｋｍ 一般・高校生以下

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

201 吉田　智江 ヨシダ   トモエ 62 バラクロオーシャンズ 埼玉県

202 三島　雅世 ミシマ　マサヨ 27 大阪府

203 橋本　英里子 ハシモト　エリコ 46 大阪府

204 水田　メラーオ喜海ミズタ　メラーオキナ 17 SC田原本 奈良県

205 片岡　早苗 カタオカ サナエ 53 東京都

206 桝本　仁奈 マスモト　ニーナ 21 京都府

207 大塚　沙織 オオツカ サオリ 44 イトマン滝谷 大阪府

208 鳥飼　千枝子 トリカイ　チエコ 56 愛知県

209 安井　久美 ヤスイ  クミ 43 三重県

210 古田　志乃雅 フルタ シノカ 54 三滝リバーズ 三重県

211 五十嵐　明美 イガラシ アケミ 59 シーモンキー 東京都

212 森田　知美 モリタ トモミ 41 東京都

213 橋本 　梢 ハシモト　コズエ 41 リップル 三重県

214 中野　しのぶ ナカノ　シノブ 63 チームふむりん 和歌山県

215 山田　忍 ヤマダ　シノブ 58 大阪府

216 新谷　千代 シンタニ　チヨ 60 チーム酔ってって 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

301 早川　祐偉人 ハヤカワ ユイト 16 中京大中京高校 OPEN

302 村佐　達也 ムラサ　タツヤ 15 中京大中京高校 OPEN

303 鈴木　大智 スズキ タイチ 17 中京大中京高校 OPEN

304 伊藤　銀士 イトウ ギンジ 17 中京大中京高校 OPEN

305 石塚　伸一 イシヅカ　シンイチ 51 シーモンキー 愛知県

306 菊地　秀行 キクチ　ヒデユキ 70 京都府

307 加藤　雄大 カトウ　タカヒロ 35 アイレクス 愛知県

308 加藤　雅昭 カトウ　マサアキ 59 シーモンキー 愛知県

309 大熊　啓文 オオクマ　ヒロフミ 60 Mac緑地 大阪府

310 山田　明弘 ヤマダ　アキヒロ 44 SRRC 兵庫県

311 毛利　一郎 モウリ　イチロウ 58 大阪府

312 鶴丸　達也 ツルマル   タツヤ 59 大阪府

313 津田　孝博 ツダ　タカヒロ 48 奈良県

314 田島　和貴 タジマ　トモキ 48 TEAM BESPA 三重県

315 橋本　悠輝 ハシモト　ユウキ 23 #裸キャンプ 神奈川県

316 前田　敏博 マエダ　トシヒロ 63 鳥取県

317 戸田　尚義 トダ ナオヨシ 55 静岡県

318 杉木　雄一 スギキ　ユウイチ 27 TEAM BESPA 三重県

319 筒井　海翔 ツツイ　カイト 22 中部大学トライアスロン部 愛知県

320 西　修二 ニシ　シユウジ 63 ピーアップ 和歌山県

321 石川　大吉 イシカワ　ダイキチ 15 チーム石川畳店 三重県

322 大島　康徳 オオシマ　ヤスノリ 51 ビルトーゾ 大阪府

323 坂倉　浩 サカクラ ヒロシ 65 神奈川県

324 吉岡　智也 ヨシオカ　トモヤ 48 大阪府

325 小山　二三夫 コヤマ　フミオ 50 小山家 三重県

326 惣田　修市 ソウダ　シュウイチ 54 大阪府

327 岡崎　正雄 オカザキ　マサオ 65 田辺SP 和歌山県

328 喜畑　圭司 キハタ　ケイシ 61 KKAC 三重県

329 ogawa　mineo ogawa　mineo 72 和歌山県

330 伊藤　達志 イトウ　タツシ 52 名古屋スイミングクラブ 愛知県

331 植松　充 ウエマツ　ミツル 61 京都府

332 平賀　眞澄 ヒラガ　マスミ 47 TEAM BESPA 三重県

333 竹花　真治 タケハナ　シンジ 56 京都府

334 藤本　幸博 フジモト ユキヒロ 52 大阪府



335 山田　直則 ヤマダ ナオノリ 68 TEAM BESPA 三重県

336 堀　修 ホリ　オサム 66 P-UP 和歌山県

337 石川　淳二 イシカワ ジュンジ 48 チーム石川畳店 三重県

338 今井　浩 イマイ　ヒロシ 58 大阪府

339 武田　大樹 タケダ ダイキ 42 愛知県

340 谷口　寛人 タニグチ　ヒロト 25 大阪府

341 三宅　弘記 ミヤケ　ヒロキ 37 大阪府

342 早川　来偉人 ハヤカワ　ライト 14 津田スイミングスクール大山田校 三重県

343 井上　輝 イノウエ　アキラ 51 愛知県

344 成田　英宏 ナリタ　ヒデヒロ 53 愛知県

345 下江　隆司 シモエ　タカシ 44 和歌山県

346 石塚　貴将 イシヅカ タカマサ 48 東京都



女子　3ｋｍ 一般・高校生以下

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

401 緒方　愛 オガタ　アカリ 16 中京大中京 OPEN

402 森原　芽依 モリハラ　メイ 17 名古屋スイミングクラブ 愛知県

403 岡本　利恵子 オカモト　リエコ 65 奈良県

404 植松　美晴 ウエマツ　ミハル 26 チーム386 静岡県

405 大島　智子 オオシマ　トモコ 40 ビルトーゾ 大阪府

406 松川　希代子 マツカワ キヨコ 49 兵庫県

407 青木　和子 アオキ　カズコ 63 群馬県 群馬県

408 吉田　智江 ヨシダ   トモエ 62 バラクロオーシャンズ 埼玉県

409 荒木　美玲 アラキ　ミレイ 17 ベスパスイミングスクール 三重県

410 西津　菜穂子 ニシヅ ナホコ 53 シーモンキー 愛知県

411 今村　裕子 イマムラ　ユウコ 52 京都府

412 野田　知花 ノダ　チハナ 14 ベスパスイミングスクール 三重県

413 谷澤　政枝 タニザワマサエ 55 げんごろう長岡京 京都府

414 池山　美優 イケヤマ　ミユ 14 ベスパスイミングスクール 三重県

415 森下 愛華 モリシタ　アイカ 15 ベスパスイミングスクール 三重県

416 小川　純子 オガワ　ジュンコ 58 三重県

417 大久保　友美 オオクボ　トモミ 49 兵庫県

418 古川　歩香 フルカワ ホノカ 14 ビート広島 広島県

419 松田　向繰 マツダ　ムク 15 ベスパスイミングスクール 三重県

420 川勝　万理 カワカツ　マリ 55 京都府



男子　1ｋｍ 一般・高校生以下・ジュニア

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

501 宮坂　良太郎 ﾐﾔｻｶ　リョウタロウ 15 海山スミングクラブ 三重県

502 大石　俊倫 オオイシ　トシミチ 63 三重県

503 魚見 虎之進 ウオミ　トラノシン 12 ベスパスイミングスクール松阪 三重県

504 加野　拓海 カノ　タクミ 25 兵庫県

505 廣田 虹空 ヒロタ　ニイク 12 ベスパスイミングスクール松阪 三重県

506 枡田　拓也 マスダ タクヤ 52 TEAM BESPA 三重県

507 江頭　賢哉 エガシラ　ケンヤ 12 ベスパスイミングスクール 三重県

508 佐藤　雅幸 サトウ　マサユキ 48 中部大 愛知県

509 西井　雅紀 ニシイ　マサノリ 42 メッツFC 三重県

510 小原　壮貴 コバラ　ソウキ 23 小原製パン株式会社 広島県

511 近藤　正之 コンドウ マサユキ 56 東京都

512 山岸　庸太 ヤマギシ　ヨウタ 57 愛知県

513 村田　誠司 ムラタ セイシ 56 TEAM BESPA 三重県

514 鈴木　洋 スズキ ヒロシ 55 AFAS 愛知県

515 松永　壮真 マツナガ　ソウマ 12 海山スミングクラブ 三重県

516 馬場　康博 ババ　ヤスヒロ 39 新潟県

517 竹川　祐平 タケカワ　ユウヘイ 33 三重県

518 森本　颯 モリモト　ハヤテ 11 ベスパスイミングスクール 三重県

519 橋本　健太郎 ハシモト　ケンタロウ 50 奈良県

520 濵田　航太朗 ﾊﾏﾀﾞ　コウタロウ 15 海山スミングクラブ 三重県

521 伊東　督裕 イトウ　マサヒロ 53 TEAM BESPA 三重県

522 神生　正 ジンセイ　タダシ 54 メッツFC 三重県

523 澤田　紘司 サワダ　コウジ 40 京都府

524 鈴木　奨 スズキ　ショウ 15 海山スミングクラブ 三重県

525 高田　高輔 タカダ　コウスケ 49 チームドルフィン 東京都

526 榎本　瑛真 エノモト　テルマ 11 海山スミングクラブ 三重県

527 石川　笑吉 イシカワ　ショウキチ 11 チーム石川畳店 三重県

528 岡島　孝 オカジマ　タカシ 43 TEAM BESPA 三重県

529 小嵜　流士 オザキ　リュウシ 10 ベスパスイミングスクール 三重県

530 奥山　大翔 オクヤマ　ヒロト 12 ベスパスイミングスクール 三重県

531 齊藤 隆真 サイトウ　リュウマ 12 ベスパスイミングスクール松阪 三重県

532 岡田　健汰 オカダ　ケンタ 12 津田スイミングスクール大山田校 三重県

533 古谷 海翔 フルタニ　カイト 9 ベスパスイミングスクール松阪 三重県

534 榎本　翔太 エノモト　ショウタ 33 メッツFC 静岡県



535 市野 真大 イチノ　マヒロ 12 ベスパスイミングスクール松阪 三重県

536 筒井　功 ツツイ　イサオ 57 茨城県

537 林　康平 ハヤシ　コウヘイ 23 泳いでる暇があるなら研究しろ 大阪府

538 鈴木 海蘭 スズキ　ミラン 10 ベスパスイミングスクール松阪 三重県

539 山口　敏秀 ヤマグチ トシヒデ 67 大阪府

540 内山　翔太 ウチヤマ　ショウタ 13 海山スミングクラブ 三重県

541 安江　直人 ヤスエ ナオト 51 TEAM BESPA 三重県

542 川端　沙羅 カワバタ　シャラ 13 海山スミングクラブ 三重県

543 山本　航羽 ヤマモト　コウ 19 近畿大学 大阪府

544 岩上　雄侍 イワガミ　ユウジ 27 TEAM BESPA 三重県

545 森本　修 モリモト　オサム 52 三重県

546 西川　明利 ニシカワ　アキトシ 43 愛知県

547 笠井　則充 カサイ　ノリミツ 58 三菱電機　紅菱会 兵庫県

548 大谷　魁凛 オオタニ　カイリ 13 海山スミングクラブ 三重県

549 畠中　湊人 ハタナカ　ミナト 12 和気SC 岡山県

550 石元　優々 イシモト　ユウユ 47 和歌山県

551 荒木 秀弥 アラキ　シュウヤ 13 ベスパスイミングスクール 三重県

552 長橋　智一 ナガハシ　トモカズ 46 静岡県

553 濵田　鉄平 ハマダ　テッペイ 15 海山スミングクラブ 三重県

554 矢野　真弘 ヤノ　マサヒロ 32 岐阜県

555 濵田　透亜 ハマダ　トア 11 海山スミングクラブ 三重県

556 小崎　泰樹 コサキ　タイキ 12 ベスパスイミングスクール 三重県

557 林　清寛 ハヤシ　セイカン 11 三重県

558 谷本　悠磨 タニモト　ユウマ 24 大阪府

559 田中　隆晴 ﾀﾅｶ　リュウセイ 15 海山スミングクラブ 三重県

560 鈴木　康太 ｽｽﾞｷ　コウタ 15 海山スミングクラブ 三重県

561 近江　健一郎 オウミ　ケンイチロウ 39 三重県

562 松岡　楓大 マツオカ　フウタ 10 ベスパスイミングスクール 三重県

563 土橋　靖史 ツチハシ　ヤスシ 58 メッツFC 三重県

564 井上　翔綾 イノウエ　カイリ 9 ベスパスイミングスクール 三重県

565 福島　義浩 フクシマ　ヨシヒロ 58 岐阜県

566 古川　光 フルカワ　コウ 10 リヴィエール三重 三重県

567 若菜　敏邦 ワカナ　トシクニ 46 大阪府

568 山口　昌昭 ヤマグチ　マサアキ 60 メッツFC 三重県

569 徳平　隆之 トクヒラ　タカユキ 66 SPAQ 奈良県

570 古谷 颯真 フルタニ　ソウマ 11 ベスパスイミングスクール松阪 三重県

571 倉田　 淳 クラタ アツシ 39 奈良県



572 清水　基史 シミズ　モトフミ 52 buddha 三重県

573 貝枡　晴哉 カイマス　セイヤ 25 近畿大学 大阪府

574 川口　高澄 カワグチ タカスミ 39 TEAM BESPA 三重県

575 松島　浩之 マツシマ　ヒロユキ 42 三重県

576 松田　耕治 マツダ　コウジ 56 TEAM BESPA 三重県

577 佐々木　優人 ササキ　ユウト 13 海山スミングクラブ 三重県

578 一森　正史 イチモリ マサシ 55 大阪府

579 新城　希空 シンジョウ　ノア 14 愛知県

580 村枝　雅史 ムラエダ　マサシ 24 辻学園栄養専門学校 大阪府

581 杉山　幸介 スギヤマ　コウスケ 52 大阪府

582 奥村　健太 オクムラ　ケンタ 38 愛知県

583 西　秀人 ニシ　ヒデト 55 和歌山県

584 堀田　修身 ホリタ　オサミ 57 滋賀県

585 木綿　吉継 ユウ　ヨシツグ 68 三重県

586 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

587 濵田　晴翔 ハマダ　ハルト 11 海山スミングクラブ 三重県

588 小坂　岳美 コサカ　タケミ 59 三重県

589 水本　慎介 ミズモト　シンスケ 44 三重県

590 沖須 奏太 オキス　カナタ 13 ベスパスイミングスクール松阪 三重県



女子　1ｋｍ 一般・高校生以下・ジュニア

Ｎｏ 氏名 ヨミガナ 年齢 所属 地区

601 貴田　裕美 キダ　ユミ 日本水泳連盟 OPEN

602 内山　穂香 ウチヤマ　ホノカ 13 海山スミングクラブ 三重県

603 中村 瑠莞 ナカムラ　ルイ 12 ベスパスイミングスクール 三重県

604 森本 希來 モリモト　キラ 9 ベスパスイミングスクール 三重県

605 山本　紗里奈 ヤマモト　サリナ 12 海山スミングクラブ 三重県

606 古川　莉奈 フルカワ　リナ 13 リヴィエール三重 三重県

607 相川　栞 アイカワ　シオリ 33 三重県

608 水田　ギキユール知海 ミズタ　ギキユールシナ 13 SC田原本 奈良県

609 前田　ももな マエダ　モモナ 14 海山スミングクラブ 三重県

610 神谷　紀子 カミヤ　ノリコ 49 岐阜県

611 内山　沙心 ウチヤマ　サリイ 14 海山スミングクラブ 三重県

612 小林 桃果 コバヤシ　モモカ 11 ベスパスイミングスクール松阪 三重県

613 中村　昌代 ナカムラ　マサヨ 62 TEAM BESPA 三重県

614 小林　美由起 コバヤシ　ミユキ 43 TEAM BESPA 三重県

615 櫻井 詩乃 サクライ　シノ 13 ベスパスイミングスクール 三重県

616 横山　とも子 ヨコヤマ　トモコ 49 シーモンキー 愛知県

617 櫻井 杜和 サクライ　トワ 11 ベスパスイミングスクール 三重県

618 東地　妃奈子 ﾋｶﾞｼｼﾞ　ヒナコ 15 海山スミングクラブ 三重県

619 長野　雪美 ナガノ　ユキミ 72 和歌山県

620 西村　和子 ニシムラ　カズコ 58 奈良県

621 古川　瑞歩 フルカワ ミズホ 11 ビート広島 広島県

622 林　美登 ハヤシ　ミト 57 チームベスパ 三重県

623 稲垣　知沙 イナガキ　チサ 12 三重県

624 下村  凪 シモムラ　ナギ 10 ベスパスイミングスクール 三重県

625 井村　舞子 イムラ　マイコ 38 三重県

626 星野　幸恵 ホシノ　ユキエ 43 メッツFC 三重県

627 岩本　実依那 イワモト　ミナミ 14 海山スミングクラブ 三重県

628 畦地　萌依 アゼチ　メイ 12 海山スミングクラブ 三重県

629 越智　麻土香 オチ　マドカ 37 近畿大学 大阪府

630 池山 美咲 イケヤマ　ミサキ 11 ベスパスイミングスクール 三重県

631 伊藤　希純 イトウ　キスミ 16 名古屋スイミングクラブ 愛知県

632 辻  泉穂 ツジ　イズホ 11 ベスパスイミングスクール 三重県

633 木村　享子 キムラ キョウコ 65 SPAQ 奈良県

634 世古　真悠 セコ　マユ 12 海山スミングクラブ 三重県



635 山本　真規子 ヤマモト マキコ 44 三重県

636 芝原　千浩 シバハラ　チヒロ 52 兵庫県

637 小泉　眞紀 コイズミ　マキ 60 TEAM BESPA 三重県

638 長阪　旭 ナガサカ　アサヒ 12 兵庫県

639 谷　眞由子 タニ　マユコ 40 メッツFC 三重県

640 津山　弓美子 ツヤマ　ユミコ 58 和歌山県

641 中山  碧 ナカヤマ　アオイ 10 ベスパスイミングスクール 三重県

642 中村 聖來 ナカムラ　セラ 9 ベスパスイミングスクール 三重県

643 掛橋 紀心歩 カケハシ　キミホ 13 ベスパスイミングスクール 三重県

644 岩見　百花 イワミ　モモカ 14 海山スミングクラブ 三重県

645 田丸　統子 タマル　ノリコ 55 SPAQ 奈良県

646 小林　愛 コバヤシ　メグミ 38 TEAM BESPA 三重県

647 川端　ひより カワバタ　ヒヨリ 11 海山スミングクラブ 三重県

648 青木 さえ アオキ　サエ 11 ベスパスイミングスクール松阪 三重県

649 小津　美智子 オヅ　ミチコ 63 三重県
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