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レースNo 氏名 ふりかな 所属 年齢 生年月日
1 井出 樹里 いで じゅり トーシンパートナーズ・チームケンズ 26 1983/06/09
2 庭田 清美 にわた きよみ アシックス・ザバス 38 1970/12/10
3 足立 真梨子 あだち まりこ トーシンパートナーズ・チームケンズ 26 1983/07/21
4 﨑本 智子 さきもと ともこ 日本食研 26 1983/01/28
5 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
6 土橋 茜子 つちはし あかね トーシンパートナーズ・チームケンズ 23 1986/05/18
7 菊池 日出子 きくち ひでこ チームブレイブ 22 1986/12/04
8 太田 麻衣子 おおた まいこ 稲毛インター 24 1985/03/16
9 中島 千恵 なかしま ちえ トーシンパートナーズ・チームケンズ 26 1983/08/07
10 佐藤 千佳 サトウ チカ 神奈川県連合 23 1986/01/09
11 西 麻依子 にし まいこ 湘南ベルマーレ 25 1984/10/12
12 平出 美雨 ひらいで みう チームゴーヤー 21 1988/06/04
13 高木 美里 たかぎ みさと レオパレス21 30 1978/12/07
14 川口 綾巳 かわぐち あやみ ウイングスTC 24 1985/02/07
15 大松 沙央里 おおまつ さおり トヨタ車体 27 1982/01/06
16 山本 奈央 やまもと なお チームケンズ ジュニア 18 1991/02/23
17 伊藤 弥生 いとう やよい ウイングスTC 22 1987/03/13
18 田中 敬子 たなか けいこ NTT東日本・NTT西日本／スカイタワー58 25 1984/10/04
19 高橋 侑子 たかはし ゆうこ 東京ヴェルディ 18 1991/08/27
20 中西 真知子 なかにし まちこ 大阪府協会 33 1976/9/19
21 佐藤 優香 さとう ゆか 日本橋女学館高等学校 17 1992/01/18
22 浅沼 美鈴 あさぬま みすず 茨城県協会 28 1981/04/03
23 楠 里紗 くすのき りさ 東京都連合 24 1984/12/14
24 加瀬 加奈子 かせ かなこ 新潟県連合 29 1980/05/31
25 高野 紀子 たかの  のりこ 兵庫県協会 31 1978/02/09
26 今村 優 いまむら ゆう 九州共立大学／学連 21 1988/10/04
27 久保田 早紀 くぼた さき 兵庫県協会 28 1981/05/29
28 沢田　愛里 さわだ　あいり JR北海道 28 1980/05/02
29 菅原 多美代 すがわら たみよ 福島県協会 20 1989/10/04
30 川崎 由理奈 かわさき ゆりな 明治大学／学連 23 1986/08/10
31 大塚 真弓 おおつか まゆみ 愛知学院大学／学連 21 1988/02/17
32 村尾 仁美 むらお ひとみ 早稲田大学／学連 21 1987/10/28
33 阿部 絵美 あべ えみ 神奈川県連合 24 1984/12/25
34 草薙 久美子 くさなぎ くみこ 愛知県協会 26 1983/01/12
35 矢都木 靖子 やとぎ やすこ 学習院大学／学連 21 1988/03/28
36 伊藤 晃子 いとう あきこ 埼玉県連合 23 1985/12/17
37 播田実 友香 はたみ ゆか 東京都連合 23 1986/04/20
38 森本 奈々 もりもと なな 兵庫県協会 35 1974/07/07
39 二分 陽子 にぶん ようこ 広島県協会 27 1982/03/13
40 柴崎 亜里沙 しばさき ありさ 東京都連合 22 1986/10/19
41 近藤 なつき こんどう なつき 立命館大学／学連 19 1989/11/11
42 藤田 智弥 ふじた さとみ 富山県協会 41 1968/04/12
43 志水 美咲 しみず みさき 筑波大学／学連 22 1987/06/14
44 福田 充紀 ふくだ みき 福島県協会 41 1968/09/14
45 細川 江梨子 ほそかわ えりこ 愛媛県協会 30 1979/07/12
46 山本 和実 やまもと かずみ 宮城県協会 23 1986/07/05
47 薄 愛美 すすき まなみ 東京都連合 26 1983/06/22
48 高橋 史恵 たかはし ふみえ 大阪府協会 28 1981/02/27
49 藪内 里美 やぶうち さとみ 千葉県連合 20 1989/05/05
50 伊藤 喜志子 いとう きしこ 日本大学／学連 20 1989/09/14
51 戸田 光海 とだ ひろみ 愛知県協会 27 1982/09/26
52 小川 静香 おがわ しずか 東北大学／学連 27 1981/12/23
53 平松 智子 ひらまつ ともこ 愛知県協会 35 1974/01/12
54 飯沼 希 いいぬま のぞみ 大阪府協会 28 1980/12/26
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レースNo 氏名 ふりかな 所属 年齢 生年月日
1 田山 寛豪 たやま ひろかつ NTT東日本・NTT西日本/流通経済大学職員 27 1981/11/12
2 佐藤 治伸 さとう はるのぶ 日本食研 30 1979/01/15
3 山本 良介 やまもと りょうすけ トヨタ車体 30 1979/05/17
4 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
5 高濱 邦晃 たかはま くにあき チームコラテック・ボディチューン 30 1979/01/04
6 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
7 山本 淳一 やまもと じゅんいち 稲毛インター 35 1973/12/25
8 下村 幸平 しもむら こうへい JSS深井 24 1985/09/24
9 武友 潤 たけとも じゅん ウィングスＴＣ 25 1984/09/17
10 椿 浩平 つばき こうへい チームブレイブ 17 1991/12/23
11 吉越 慎吾 よしこし しんご 三好スイミングアカデミー 30 1979/07/16
12 原田 雄紀 はらだ ゆうき 東京ヴェルディ 22 1987/05/01
13 長谷川 裕一 はせがわ ゆういち 稲毛インター 24 1985/05/08
14 福井 英郎 ふくい ひでお トヨタ車体 32 1977/09/25
15 小池 賢 こいけ けん 稲毛インター 30 1978/12/26
16 井上 一輝 いのうえ かずき 東京ヴェルディ 27 1982/10/17
17 外山 高広 とやま たかひろ 東京都連合 26 1983/10/18
18 宇都宮 涼太 うつのみや りょうた 佐賀県協会 20 1989/07/16
19 辻 泰樹 つじ たいき 立命館大学／学連 21 1988/01/23
20 犬童 太一 いぬどう たいち 東京都連合 26 1983/03/31
21 若杉 摩耶文 わかすぎ まやふみ 湘南ベルマーレ 22 1986/11/20
22 古谷 純平 ふるや じゅんぺい 大阪府協会 18 1991/05/18
23 原田 隆史 はらだ たかふみ 福岡県連合 32 1976/11/10
24 岡 公記 おか こうき 関西大学／学連 21 1987/12/11
25 木庭 和彦 きにわ かずひこ 兵庫県協会 30 1979/05/01
26 工藤 駿 くどう しゅん チームケンズ 19 1990/10/01
27 細田 貴茂 ほそだ たかし チ-ム ブレイブ 19 1989/12/27
28 倉内 誠司 くらうち せいじ 愛知県協会 25 1984/02/25
29 大村 貴則 おおむら たかのり 富山県協会 33 1975/11/20
30 桑原 寛次 くわばら ひろつぐ チームゴーヤー 29 1980/05/12
31 平松 弘道 ひらまつ こうどう ボディチューン・サニーフィッシュ 29 1980/07/19
32 篠崎 友 しのざき ゆう ボディチューン・サニーフィッシュ 25 1983/12/15
33 中井 啓太 なかい けいた 三重県協会 27 1982/09/11
34 竹内 鉄平 たけうち てっぺい 愛知県協会 32 1976/12/06
35 平野 司 ひらの つかさ 大阪府協会 26 1983/04/28
36 原田 雄太郎 はらだ ゆうたろう 埼玉県連合 28 1981/02/13
37 田中 潤 たなか じゅん 滋賀県協会 23 1986/10/12
38 疋田 浩気 ひきだ ひろき 静岡県協会 37 1972/05/03
39 山崎 晋平 やまざき しんぺい 明治大学／学連 20 1988/10/20
40 長谷川 健 はせがわ けん 山形県協会 28 1981/08/23
41 中込 英夫 なかごめ ひでお 神奈川県連合 42 1967/04/27
42 宮﨑 友和 みやざき ともかず 熊本県連合 29 1980/04/16
43 木下 洋輔 きのした ようすけ 石川県協会 27 1982/01/18
44 西崎 昌宏 にしざき まさひろ 東京都連合 27 1982/05/15
45 松岡 大樹 まつおか たいじゅ 神奈川県連合 28 1981/08/07
46 藤本 貴史 ふじもと たかひと 東北大学／学連 21 1988/05/16
47 三宅 真一 みやけ しんいち 香川県協会 33 1975/11/29
48 山本 和也 やまもと かずや 愛知県協会 29 1980/07/30
49 早野 貴士 はやの たかし 日本体育大学／学連 22 1987/06/03
50 若杉 恵夢 わかすぎ えむ 日本体育大学／学連 20 1989/04/30
51 寺田 信哉 てらだ しんや 神奈川県連合 29 1980/05/31
52 樋口 玲士 ひぐち れいし 福岡県連合 27 1982/07/26
53 高橋 篤史 たかはし あつし 愛知県協会 26 1983/08/03
54 水口 一春 みずくち かずはる 富山県協会 35 1974/03/12
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55 栗原 正明 くりはら まさあき 国士舘大学／学連 22 1987/07/05
56 永留 誠 ながとめ まこと 神奈川県連合 34 1974/12/03
57 小室 淳史 こむろ あつし 東京大学／学連 23 1986/09/29
58 九町 俊吾 くちょう しゅんご 高知連合 26 1983/04/08
59 横山 大空 よこやま ひろたか 大東文化大学／学連 25 1984/09/04
60 小原 工 おばら たくみ 鳥取県協会 42 1967/02/09
61 近藤 琢也 こんどう たくや 愛知県協会 28 1981/09/24
62 岡本 治樹 おかもと はるき 滋賀県協会 31 1978/08/19
63 原田 大輔 はらだ だいすけ 福岡県連合 26 1983/01/19
64 相楽 龍也 さがら たつや 東北大学／学連 23 1986/09/01
65 園村 憲司 そのむら けんし 熊本県連合 22 1987/05/22
66 設楽 雅彦 しだら まさひこ 福島県協会 26 1982/12/28
67 岩渕 努 いわぶち つとむ 岩手県協会 23 1985/12/28
68 島田 敦史 しまだ あつし 東京都連合 29 1980/10/18
69 石堂 拓也 いしどう たくや 北海道大学／学連 25 1984/10/11
70 飯田 忠司 いいだ ただし 東京都連合 32 1976/12/24
71 阿部 吉貴 あべ よしたか 東京都連合 29 1980/09/19
72 石橋 健志 いしばし たけし 同志社大学／学連 20 1989/08/26
73 星野 隆之 ほしの たかゆき 神奈川県連合 36 1973/08/17


