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レースNo 氏名 ふりがな 所属 年齢 生年月日
1 上田 藍 うえだ あい シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター 25 1983/10/26
2 太田 麻衣子 おおた まいこ 稲毛インター 24 1985/03/16
3 西 麻依子 にし まいこ 湘南ベルマーレ 24 1984/10/12
4 佐藤 千佳 さとう ちか 神奈川県連合 23 1986/01/09
5 浅沼 美鈴 あさぬま みすず 茨城県協会 28 1981/04/03
6 中西 真知子 なかにし まちこ 大阪府協会 33 1976/09/19
7 加瀬 加奈子 かせ かなこ 新潟県連合 29 1980/05/31
8 白井 真澄 しらい ますみ 千葉県連合 23 1985/12/03
9 阿部 絵美 あべ えみ 神奈川県連合 24 1984/12/25
10 中山 直美 なかやま なおみ 神奈川県連合 22 1986/11/28
11 中原 恭恵 なかはら やすえ 千葉県連合 23 1986/08/05
12 伊藤 晃子 いとう あきこ 埼玉県連合 23 1985/12/17

レースNo 氏名 ふりがな 所属 年齢 生年月日
1 細田 雄一 ほそだ ゆういち グリーンタワー・稲毛インター 24 1984/12/06
2 山本 淳一 やまもと じゅんいち 稲毛インター 35 1973/12/25
3 杉本 宏樹 すぎもと ひろき 箕面スイミングスクール 27 1981/10/28
4 下村 幸平 しもむら こうへい ＪＳＳ深井 24 1985/09/24
5 長谷川 裕一 はせがわ ゆういち 稲毛インター 24 1985/05/08
6 若杉 摩耶文 わかすぎ まやふみ 湘南ベルマーレ 22 1986/11/20
7 大谷 真史 おおたに しんじ チームゴーヤー 18 1990/11/05
8 眞繼 健太 まつぐ けんた ケンズ京都 18 1990/12/25
9 小池 賢 こいけ けん 稲毛インター 30 1978/12/26
10 三嶋 和也 みしま かずや 千葉県連合 46 1963/02/21
11 品田 健 しなだ まさる 埼玉県連合 30 1979/08/03
12 経澤 耕達 つねざわ こうたつ 茨城県協会 32 1977/01/14
13 石塚 祥吾 いしづか しょうご 学生連合 20 1989/10/03
14 相田 博幸 あいだ ひろゆき 千葉県連合 34 1975/03/15
15 中込 英夫 なかごめ ひでお 神奈川県協会 42 1967/04/27
16 見月 直幸 みつき なおゆき 福岡県連合 22 1986/12/07
17 大谷 淳 おおたに じゅん 埼玉県連合 47 1962/07/09
18 寺田 信哉 てらだ しんや 神奈川県連合 29 1980/05/31
19 竹内 鉄平 たけうち てっぺい 愛知県協会 32 1976/12/06
20 松田 航介 まつだ こうすけ 東京都連合 23 1985/12/19
21 森田 達也 もりた たつや 千葉県連合 36 1973/07/28
22 野崎 弘亮 のざき ひろあき 早稲田大学／学連 21 1988/05/04
23 山口 孝治 やまぐち たかはる 茨城県協会 32 1977/09/07
24 藤田 幸大 ふじた ゆきひろ 東京都連合 28 1981/08/31
25 三沢 源輝 みさわ げんき 大東文化大学／学連 21 1988/07/24
26 稲 寛彰 いね ひろあき 東京都連合 37 1972/03/21
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