
せとうちOWS2018 in 渋川　参加者リスト

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

5km 招待(表彰対象外)

1 南出大伸 男 神奈川県 日本体育大学22

2 綿貫海斗 男 神奈川県 日本体育大学20

3 森山幸美 女 神奈川県 日本体育大学22

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

5km 日本選手権トライアル 男性の部

11 東　徹弥 男 大阪府 ぱいんず37

12 豊田壮 男 神奈川県 日本体育大学22

13 筒井　大介 男 高知県 ＮＳＰ高知･高知工業17

14 中市　純矢 男 山口県18

15 野中大暉 男 神奈川県 日本体育大学21

16 常陸　圭以 男 岡山県 ﾚｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ岡山14

17 溝口　直生 男 鹿児島県34

18 村上　健太郎 男 兵庫県 兵庫県立姫路工業高等学校17

19 山野　穣 男 兵庫県 うみものがたり34

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

5km 日本選手権トライアル 女性の部

20 東　紗矢香 女 大阪府 ぱいんず35

21 小池　優媛 女 神奈川県19

22 古賀　千尋 女 兵庫県 家島SC27

23 齋藤　夏花 女 東京都 町田高校17

24 藤　優実 女 神奈川県20

25 松下　彩花 女 神奈川県 田園SS25

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

5km 一般 男性の部

31 足立　誠一 男 広島県48

32 石塚　真人 男 大阪府44

33 伊東　貴司 男 兵庫県 神戸市役所水泳部43

34 大内　正純 男 山口県 下関ﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾁｰﾑＴ350

35 太田　勝夫 男 兵庫県37

36 大西　大悟 男 兵庫県 お達者倶楽部39

37 尾崎　修 男 広島県 河内塾58

38 小鷹　和徳 男 埼玉県34

39 北山　峻 男 岡山県 岡山ﾏﾝﾎﾞｳSC73

40 木村　保 男 埼玉県 戸田市水泳連盟52

41 杭田　浩輔 男 広島県 C-Trident47

42 河内　龍三 男 広島県71

43 小倉　健 男 大阪府46

44 後藤　遥介 男 大阪府31

45 小松　照幸 男 大阪府37

46 坂倉　浩 男 神奈川県 ﾗﾌﾟﾚﾑ61

47 篠岡　幹夫 男 大阪府70

48 四宮　敬司 男 兵庫県68

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

5km 一般 男性の部

49 清水　貴之 男 岡山県 白壁MST35

50 城下　輝治 男 大阪府60

51 菅　徹夫 男 愛媛県59

52 瀬戸　大生 男 東京都34

53 仙田　隆宏 男 鳥取県 Jellyfish47

54 曽田　尊也 男 大阪府 Mac緑地公園51

55 高橋　正英 男 岡山県50

56 竹崎　亨也 男 福岡県44

57 田中　剛 男 福岡県45

58 田中　康之 男 東京都 八王子水泳愛好会68

59 田邊　博 男 愛媛県60

60 近井　聖崇 男 広島県 Jellyfish31

61 富永　俊夫 男 広島県 広島ＭＳＣ75

62 中田　竜聖 男 高知県 高知中央高校17

63 西應　和伸 男 香川県 さくら塾50

64 畑　隆文 男 岡山県 ｱｲﾋﾞｰﾘｰｸﾞ67

65 濱田　耕太郎 男 愛媛県38

66 藤井　和典 男 東京都57

67 藤井　浩二 男 広島県53

68 舩越　規夫 男 岡山県 萩原工業㈱42

69 堀川　貴史 男 愛媛県35

70 正岡　晃 男 広島県34

71 松嵜　敦志 男 山口県44

72 美濃　勇太 男 高知県 高知中央17

73 持井　正吾 男 兵庫県51

74 森川　和士 男 広島県56

75 柳迫　寿男 男 大阪府48

76 山本　省三 男 大阪府 中央2151

77 分島　幸治 男 広島県46

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

5km 一般 女性の部

81 市野　志布子 女 岡山県 ｵｰﾊﾞﾙ円山16

82 片岡　早苗 女 福岡県49

83 栗　町子 女 広島県58

84 後藤　涼子 女 岡山県32

85 中村　香季 女 千葉県45

86 畑　陽香 女 岡山県34

87 McIntyre　Lara 女 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ Esperance Sea Dragons52

88 三島　遥佳 女 岡山県19

89 室井　優子 女 大阪府 2bFISH45

90 森田　知美 女 東京都37

91 山田　忍 女 大阪府54

92 吉田　智江 女 埼玉県 ﾊﾞﾗｸﾛｵｰｼｬﾝ58

1/5



せとうちOWS2018 in 渋川　参加者リスト

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

1km 小学生以下 男子の部

101 立岡　想羽介 男 滋賀県9

102 畠中　湊人 男 岡山県 和気SC8

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

1km 一般 男性の部

111 会田　和輝 男 岡山県28

112 青山　流星 男 広島県24

113 浅井　七音 男 大阪府16

114 荒　誠 男 香川県44

115 池田　卓治 男 広島県 福山YMCA67

116 一井　健二 男 兵庫県 相生ｺｽﾓｽ62

117 岩下　典生 男 広島県42

118 太田　裕介 男 岡山県56

119 岡部　皓一 男 大分県 ﾁｰﾑ漲57

120 金田　聡 男 岡山県45

121 神谷　昇 男 大阪府 Bon vivant69

122 川合　智二 男 岡山県 KAWAI DC51

123 河原　知成 男 大阪府45

124 木村　歳夫 男 岡山県69

125 久世　寿男 男 岡山県 岡山県庁走ろう会60

126 國定　俊佑 男 岡山県35

127 熊代　大志 男 岡山県 OSK総社21

128 黒田　勝利 男 岡山県 ｱｲ･ﾏｰﾚ39

129 国部　浩孝 男 岡山県 ｱﾐｰｺﾞ倉敷ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ57

130 坂本　鐘太郎 男 岡山県 ﾚｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ新見73

131 佐藤　淳治 男 岡山県 ｻﾝｶﾞ－ﾙｽﾞ55

132 下角　晃範 男 広島県31

133 神野　泰正 男 愛媛県39

134 鈴木　英夫 男 岡山県 岡山ﾏﾝﾎﾞｳSC59

135 仙田　隆宏 男 鳥取県 Jellyfish47

136 田口　伸佐 男 岡山県 ｱｲ･ﾏｰﾚ51

137 寺本　透 男 広島県25

138 所　優 男 岡山県26

139 友井　則美 男 広島県48

140 豊田　滋 男 神奈川県48

141 中島　泰信 男 大阪府 茨木水泳教室53

142 中島　琉斗 男 大阪府 茨木市立東中学校14

143 永田　耕司 男 香川県46

144 名越　大貴 男 岡山県20

145 鍋山　崇人 男 大阪府48

146 鍋山　智和 男 大阪府49

147 西澤　成知 男 兵庫県53

148 服部　祥二 男 岡山県 ﾁｰﾑADC49

149 早川　大稀 男 岡山県 井原SC17

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

1km 一般 男性の部

150 原田　啓 男 広島県26

151 藤井　勇 男 岡山県 豊成温水ﾌﾟｰﾙ75

152 藤原　栄作 男 岡山県40

153 松尾　年和 男 兵庫県 ﾁｰﾑ 川さっちゃん46

154 松本　快人 男 兵庫県38

155 村上　浩次郎 男 兵庫県 姫路ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ13

156 室　康彦 男 大阪府 ｺﾅﾐ茨木66

157 毛利　哲也 男 岡山県 ｱｲﾏｰﾚ45

158 毛利　陽成 男 岡山県 JSS津山12

159 守田　哲 男 岡山県 岡山ﾏﾝﾎﾞｳSC69

160 森永　糧 男 岡山県 井原SC15

161 山本　博 男 岡山県45

162 矢山　陽介 男 岡山県39

163 横山　睦 男 岡山県 Bon Vivant45

164 渡辺　敏行 男 岡山県68

165 渡辺　直光 男 岡山県 すぷりんぐす66

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

1km 一般 女性の部

171 出田　麻菜 女 兵庫県 かめはめ波26

172 伊藤　有美子 女 広島県29

173 植野　小津恵 女 岡山県 ｱｲ･ﾏｰﾚ56

174 岡田　和子 女 岡山県 ｻﾝｶﾞ－ﾙｽﾞ46

175 尾崎　良子 女 兵庫県41

176 古賀　美千代 女 兵庫県62

177 田中　史子 女 山口県57

178 寺嶋　明子 女 兵庫県62

179 俊成　愛美 女 兵庫県23

180 友井　敦子 女 広島県39

181 永井　志保 女 岡山県 岡山ﾏﾝﾎﾞｳSC55

182 中川　友子 女 兵庫県41

183 中島　帆乃香 女 大阪府 茨木市立東中学校15

184 橋口　久美子 女 福岡県34

185 馬場　美津子 女 岡山県 岡山ﾏﾝﾎﾞｳSC65

186 廣江　野々花 女 岡山県 井原SC16

187 古田　早容 女 岡山県55

188 前田　楓 女 兵庫県 かめはめ波26

189 松島　記子 女 岡山県 岡山ﾏﾝﾎﾞｳSC48

190 宮原　佳寿美 女 岡山県27

191 森田　知美 女 東京都37

192 森山　晴海 女 岡山県 ENJOY 笠岡36

193 柳沢　美規子 女 岡山県54

194 山崎　恵子 女 岡山県 ｱｸﾛﾎﾟｰﾄ64

195 渡辺　佳子 女 広島県48
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No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

2km 一般 男性の部

201 愛甲　一樹 男 大阪府29

202 阿部　委千弘 男 大阪府50

203 有澤　知輝 男 福岡県36

204 安藤　昌樹 男 兵庫県 加圧ｽﾀｼﾞｵ加古川ﾄｯﾌﾟﾗﾝ44

205 飯田　卓哉 男 岡山県31

206 石野　美輝郎 男 兵庫県70

207 礒貝　明彦 男 広島県53

208 一ﾉ瀬　雄太 男 兵庫県45

209 植田　晃史 男 大阪府 水泳部24

210 上野　剛 男 岡山県49

211 内山　好申 男 大阪府49

212 大元　洸星 男 岡山県19

213 大山　寛満 男 岡山県27

214 岡　秀行 男 岡山県53

215 岡崎　和嘉　 男 岡山県 ﾁｰﾑWAVE47

216 金子　聡 男 新潟県57

217 神谷　敬洋 男 広島県34

218 川久保　直希 男 奈良県 王寺R.C.29

219 木村　元樹 男 大阪府 PC豊里42

220 桐島　宏尚 男 広島県51

221 草野　崇一 男 香川県59

222 熊代　大志 男 岡山県 OSK総社21

223 小島　博之 男 大阪府47

224 小杉　広大 男 兵庫県49

225 児玉　浩樹 男 岡山県 津山ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ58

226 齊藤　来実 男 岡山県15

227 齊藤　規明 男 岡山県48

228 坂　信芳 男 大阪府 大正ss47

229 神野　泰正 男 愛媛県39

230 杉井　昌美 男 広島県 RTC48

231 杉浦　大介 男 広島県 本郷ＡＣ39

232 手塚　修 男 兵庫県 ｱｸﾄｽ明石62

233 殿本　将司 男 大阪府 ｺｽﾊﾟ堺33

234 中井　純平 男 奈良県 王寺ﾗﾝﾅｰｽﾞ27

235 中尾　忠則 男 岡山県 ＩＶｙﾘｰｸﾞ50

236 中田　武志 男 兵庫県32

237 中村　伸二 男 山口県52

238 成瀬　哲也 男 岡山県 ﾙﾈｻﾝｽ緑井47

239 難波　弘樹 男 37

240 西浦　大貴 男 岡山県31

241 西原　学 男 岡山県 ﾁｰﾑ Wave62

242 西本　俊宏 男 兵庫県 ﾁｰﾑ美輝朗60

243 西森　知夫 男 香川県51

244 服部　良一 男 岡山県 ivyﾘｰｸﾞ52

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

2km 一般 男性の部

245 浜野　淳 男 大阪府34

246 原嶋　亮至 男 東京都45

247 日浦　伸二 男 岡山県 ﾁｰﾑはっとりｱｲﾋﾞｰ60

248 藤井　義弘 男 広島県 ｱｸﾄ共済会51

249 古谷　学 男 愛媛県 29.939

250 程内　琢磨 男 愛媛県 quatro40

251 堀端　顕議 男 岡山県46

252 松本　浩 男 広島県 ＡＣＴ共済会47

253 向井　春喜 男 兵庫県 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ　新神戸店36

254 室井　雄達 男 兵庫県40

255 山内　光春 男 岡山県 BlueDog36

256 山上　展良 男 香川県56

257 山川　真一郎 男 徳島県 ﾊｯﾋﾟｰ徳島57

258 山田　昭人 男 奈良県 APSQ57

259 山田　ゆうき 男 岡山県20

260 吉永　勝重 男 徳島県 ﾊｯﾋﾟｰ泳泳ｸﾗﾌﾞ66

261 吉村　博則 男 大阪府52

262 吉村　隆平 男 広島県25

263 米田　克彦 男 岡山県43

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

2km 一般 女性の部

281 青木　和子 女 群馬県 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ高崎59

282 家入　清美 女 神奈川県23

283 射手矢　浩子 女 大阪府59

284 鍛治　みな子 女 香川県45

285 杭田　康子 女 岡山県 ﾚｲｽﾎﾟｰﾂ岡山69

286 桑本　彰子 女 大阪府48

287 古茂田　ゆうき 女 愛媛県32

288 清水　順子 女 岡山県59

289 杉田　倫栄 女 兵庫県 Team Gold38

290 田辺　純子 女 岡山県53

291 田村　佳世子 女 徳島県 ﾊｯﾋﾟｰ徳島54

292 中塚　志保 女 岡山県53

293 福島　洋子 女 兵庫県 Team Gold37

294 藤浪　優 女 兵庫県33

295 宮本　悦子 女 徳島県 ﾊｯﾋﾟｰ70

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

500m 小学生以下 男子の部

501 岡崎　瑛二郎 男 京都府11

502 角田　直也 男 岡山県 和気SC11

503 佐藤　智紀 男 岡山県 井原ＳＣ12

504 立岡　和寿馬 男 滋賀県6
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No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

500m 小学生以下 男子の部

505 平井　良尚 男 岡山県 井原SC8

506 南　悠樹 男 岡山県12

507 宮崎　瑛太 男 岡山県 井原ＳＣ11

508 村田　晴嶺 男 岡山県11

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

500m 小学生以下 女子の部

511 畑　心晴 女 岡山県8

512 濱田　莉子 女 愛媛県7

513 平井　友彩 女 岡山県 井原SC11

514 広川　七渚 女 岡山県 井原SC12

515 水田　ｷﾞｷﾕｰﾙ知海 女 奈良県 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ田原本9

516 毛利　心咲 女 岡山県 JSS津山11

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

500m 一般 男性の部

551 川久保　直希 男 奈良県 王寺R.C.29

552 香西　祥次 男 岡山県 三原山ｱﾌﾛ51

553 近藤　洋一 男 兵庫県42

554 常岡　一司 男 兵庫県75

555 日坂　健司 男 岡山県 U.W.F.53

556 藤山　裕一 男 岡山県 みっちゃんSC45

557 米口　哲生 男 兵庫県36

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

500m 一般 女性の部

571 内海　眞希 女 大阪府25

572 立岡　侑子 女 滋賀県36

573 戸塚　いづみ 女 兵庫県 かめはめ波54

574 殿本　江梨子 女 大阪府 ｺｽﾊﾟ堺33

575 原　陽子 女 岡山県41

576 藤原　里映 女 大阪府33

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

ワンウェースイム3km 一般 男性の部

601 赤瀬　敬悟 男 岡山県 ｸﾞﾝｾﾞIVY68

602 赤松　睦 男 徳島県 SV北島67

603 阿久津　広海 男 群馬県 高崎水泳協会66

604 井川　勝也 男 東京都 美ら海倶楽部49

605 生嶋　伸司 男 大阪府 ｺﾅﾐ茨木45

606 伊東　貴司 男 兵庫県 神戸市役所水泳部43

607 牛嶋　浩一 男 兵庫県 かめはめ波45

608 臼井　哲也 男 兵庫県 神鉄SS64

609 内田　研 男 兵庫県 神戸ｳｲﾝｸﾞ57

610 内山　好申 男 大阪府49

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

ワンウェースイム3km 一般 男性の部

611 梅谷　義晴 男 兵庫県 神鉄S.S.66

612 大森　紀六 男 岡山県78

613 岡崎　正雄 男 和歌山県 田辺ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ61

614 岡崎　満 男 京都府46

615 奥山　彰 男 大阪府44

616 奥山　浩昌 男 岡山県55

617 柏原　悠人 男 香川県 水泳部18

618 加藤　幸治 男 富山県 きらり勝ｯﾊﾟ52

619 鎌田　健吾 男 香川県31

620 北野　慶治 男 兵庫県 ﾁｰﾑ ｻﾞ おくやま45

621 北山　峻 男 岡山県 岡山ﾏﾝﾎﾞｳSC73

622 黒松　好彦 男 奈良県 ｺﾅﾐ西大和64

623 香西　信 男 京都府51

624 越川　英明 男 兵庫県 赤穂ＳＳ59

625 佐々江　隆之 男 岡山県 ｵｰﾊﾞﾙ玉野63

626 志賀　雅樹 男 兵庫県64

627 篠原　孝明 男 福岡県 ｺﾅﾐ福岡香椎70

628 志摩　和範 男 神奈川県43

629 白川　卓司 男 岡山県 玉野鉄人会51

630 鈴村　広平 男 広島県 Jellyfish 福山支部36

631 鷲見　信二郎 男 兵庫県61

632 仙田　隆宏 男 鳥取県 Jellyfish47

633 高部　賢一 男 和歌山県 MASH33

634 武内　俊治 男 岡山県58

635 田中　俊行 男 岡山県 川崎学園陸上競技ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部50

636 玉岡　直泰 男 兵庫県45

637 中禮　太一 男 岡山県37

638 鶴岡　康裕 男 大阪府 ｺﾅﾐ茨木37

639 徳平　隆之 男 奈良県 ｺﾅﾐ西大和62

640 戸塚　丈博 男 兵庫県 かめはめ波55

641 富永　俊夫 男 広島県 広島ＭＳＣ75

642 豊留　満 男 千葉県 ＴＩｵｰｼｬﾝｽﾞ65

643 中井　家作 男 和歌山県67

644 中島　泰信 男 大阪府 茨木水泳教室53

645 永山　幹夫 男 岡山県 SBR ﾌｪﾆｯｸｽ55

646 西應　和伸 男 香川県 さくら塾50

647 野村　佳武 男 大阪府 DPS46

648 萩原　辰夫 男 岡山県42

649 畑　隆文 男 岡山県 ｱｲﾋﾞｰﾘｰｸﾞ67

650 濱田　耕太郎 男 愛媛県38

651 林　真司 男 岡山県 ﾁｰﾑはっとり47

652 原田　真季 男 兵庫県39

653 福本　利朗 男 鳥取県58

654 藤本　幸博 男 大阪府48
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No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

ワンウェースイム3km 一般 男性の部

655 舩野　哲夫 男 東京都 ﾙﾈｻﾝｽ　東伏見70

656 古田　敏尚 男 岡山県 RSC岡山36

657 宝亀　一之 男 岡山県 ｴﾝｼﾞｮｲ笠岡51

658 細谷　真治 男 東京都 八王子水泳愛好会59

659 堀端　健一 男 大阪府 大川幕府48

660 前野　直之 男 兵庫県45

661 松浦　孝彦 男 兵庫県 かめはめ波37

662 真鍋　克也 男 香川県 たくまｼｰﾏｯｸｽ54

663 三浦　尊 男 大阪府47

664 水田　浩紀 男 兵庫県40

665 湊　昭夫 男 山口県70

666 宮垣　昌明 男 兵庫県 かめはめ波50

667 村上　新之介 男 兵庫県 兵庫県立姫路工業高等学校16

668 村上　佳洋 男 広島県 jellyfish福山支部50

669 村田　栄志 男 大阪府42

670 室山　樹 男 岡山県 SUNすぷりんぐす27

671 毛利　一郎 男 大阪府 ﾄﾘﾆﾃｨ54

672 持田　壽信 男 神奈川県 ﾊﾞﾄﾙｼｬｰｸ60

673 百田　淳之介 男 広島県46

674 山内　弘也 男 大阪府 Azzurri47

675 山下　栄男 男 兵庫県67

676 山中　一功 男 兵庫県 ｴｽ･ﾊﾟﾃｨｵ62

677 山野　穣 男 兵庫県 うみものがたり34

678 山本　徳男 男 岡山県 JSS津山76

679 吉村　浩司 男 岡山県 SBRﾌｪﾆｯｸｽ55

680 吉村　年人 男 大阪府 ｺﾅﾐ茨木53

681 分島　幸治 男 広島県46

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

ワンウェースイム3km 一般 女性の部

701 飯田　淳子 女 兵庫県56

702 池上　陽子 女 岡山県42

703 岩橋　綾 女 広島県 広島MSC43

704 宇田　ゆかり 女 広島県35

705 易　みゆき 女 大阪府 KONAMI茨木60

706 小津　美智子 女 三重県 津ﾄｯﾌﾟｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ59

707 片岡　早苗 女 福岡県49

708 加藤　幸江 女 兵庫県 Swimmys Tour42

709 加藤　典子 女 岡山県62

710 金本　美有紀 女 広島県49

711 川畑　典子 女 大阪府 ｺﾅﾐ茨木51

712 木村　享子 女 奈良県 ｽｲﾑﾋﾟｱ奈良61

713 栗木　成美 女 兵庫県56

714 榮　美和 女 兵庫県 かめはめ波50

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

ワンウェースイム3km 一般 女性の部

715 坂根　三保 女 広島県44

716 笹原　紀代美 女 熊本県53

717 田口　妙 女 岡山県 JSS津山57

718 橘　知恵 女 兵庫県46

719 速水　綾子 女 兵庫県 ＪＳＳ大久保47

720 前田　邦子 女 鳥取県 jelly fish59

721 松岡　裕子 女 東京都 海人くらぶ59

722 松下　彩花 女 神奈川県 田園SS25

723 水田　ﾒﾗｰｵ喜海 女 奈良県 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ田原本13

724 室井　優子 女 大阪府 2bFISH45

725 森原　寄指子 女 兵庫県 ｱｸﾄｽ神戸56

726 山田　忍 女 大阪府54

727 山根　由美 女 鳥取県 jellyfish49

728 山本　清美 女 愛媛県51

729 吉田　智江 女 埼玉県 TIｵｰｼｬﾝｽﾞ58

730 若林　麻子 女 兵庫県 S･ﾊﾟﾃｨｵ60

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

OWS検定5級（集団泳500m）

水田　ﾒﾗｰｵ喜海 女 奈良県 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ田原本13

一ﾉ瀬　雄太 男 兵庫県45

小野　由衣 女 岡山県29

金子　聡 男 新潟県57

香西　祥次 男 岡山県 三原山ｱﾌﾛ51

白川　卓司 男 岡山県 玉野鉄人会51

水田　ｷﾞｷﾕｰﾙ知海 女 奈良県 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ田原本9

5/5


