
オープンウォータースイミング　ジャパンオープン館山２０１５

２０１５年９月８日現在

No. 性別 距離 登録団体番号 所属名称 氏名 カナ 学校 学年

1 男子  10km 03016 一関第一高校 渡辺　大将                    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ                   高校 2

2 男子  10km 03032 盛岡南 桑添　　陸                    ｸﾜｿﾞｴ ﾘｸ                      高校 2

3 男子  10km 11001 自衛隊 片岡　裕也                    ｶﾀｵｶ ﾕｳﾔ                      一般

4 男子  10km 11001 自衛隊 宮本　陽輔                    ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ                     一般

5 男子  10km 11508 スウィン大宮 稲荷山　陸                    ｲﾅﾘﾔﾏ ﾘｸ                      高校 3

6 男子  10km 11540 サンシャイン 九町　俊吾                    ｸﾁｮｳ ｼｭﾝｺﾞ                    一般

7 男子  10km 12780 朝日ネット 平井　康翔                    ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ                      一般

8 男子  10km 13523 太陽教育ＳＣ 半田　虎生                    ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾗｲ                      大学 3

9 男子  10km 14513 アクラブ藤沢 宮澤　　青                    ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾞｮｳ                    高校 2

10 男子  10km 14513 アクラブ藤沢 高橋　海輝                    ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ                      高校 1

11 男子  10km 18539 アミューＳＣ 田村　篤識                    ﾀﾑﾗ ｱﾂﾉﾘ                      一般

12 男子  10km 21018 飛龍高校 柚木　　穣                    ﾕｽﾞｷ ｼﾞｮｳ                     高校 3

13 男子  10km 22308 豊川高 今北龍之介                    ｲﾏｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ                   高校 2

14 男子  10km 27274 コスパ藤井寺 東　　徹弥 ｱｽﾞﾏ ﾃﾂﾔ 一般

15 男子  10km 27566 ＳＡ今川 山崎　一仁 ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞﾋﾄ 一般

16 男子  10km 28613 村野工 田中　魁都                    ﾀﾅｶ ｶｲﾄ                       高校 1

17 男子  10km 28711 神戸市役所 伊東　貴司                    ｲﾄｳ ﾀｶｼ                       一般

18 男子  10km 28766 大和軌道製造 尾塩　温史                    ｵｼｵ ｱﾂｼ                       一般

19 男子  10km 28848 ＳＵＮ姫路 原田　真季 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｷ 一般

20 男子  10km 28862 ＳＵＮ太子 榮　　将也                    ｻｶｴ ﾏｻﾔ                       高校 1

21 男子  10km 28875 ＪＳＳ姫路 宇田　唯人                    ｳﾀﾞ ﾕｲﾄ                       高校 2

22 男子  10km 29209 ニッシンＳＳ 植村　将毅                    ｳｴﾑﾗ ﾏｻｷ                      大学 3

23 男子  10km 29209 ニッシンＳＳ 大森　　拓                    ｵｵﾓﾘ ﾀｸ                       高校 1

24 男子  10km 29209 ニッシンＳＳ 種村　颯太                    ﾀﾈﾑﾗ ｿｳﾀ                      高校 1

25 男子  10km 45015 延岡ＳＣ 節政　健一 ｾﾂﾏｻ ｹﾝｲﾁ 一般

26 男子  10km 46032 鹿児島情報高 宮田　剣志                    ﾐﾔﾀ ｹﾝｼ                       高校 1

27 男子  10km 46843 鹿屋体大学院 鷲野　壮平                    ﾜｼﾉ ｿｳﾍｲ                      一般

28 男子  10km 48007 日本体育大 豊田　　壮                    ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ                      大学 2

29 男子  10km 48023 慶應義塾大 小城　力人                    ｺｼﾞｮｳ ﾁｶﾗ                     大学 1

30 男子  10km 48026 国士舘大 阿久津照幸                    ｱｸﾂ ﾃﾙﾕｷ                      大学 3

31 男子  10km 48026 国士舘大 小出　　廉                    ｺｲﾃﾞ ﾚﾝ                       大学 1

32 男子  10km 48057 日本大 藤原　　慧                    ﾌｼﾞﾊﾗ ｻﾄｲ                     大学 2

33 男子  10km 48059 東海大 恩田　　匠                    ｵﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ                      大学 2

34 男子  10km 48090 国際武道大 土田　省吾                    ﾂﾁﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ                    大学 1

35 男子  10km 49002 中京大 島村健太郎                    ｼﾏﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ                    大学 1

36 男子  10km 49002 中京大 溝木　竣也                    ﾐｿﾞｷ ｼｭﾝﾔ                     大学 1

37 男子  10km 49002 中京大 松村　脩平                    ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ                    大学 3

38 男子  10km 49002 中京大 中島　拓海                    ﾅｶｼﾏ ﾀｸﾐ                      大学 2

39 男子  10km 49002 中京大 佐藤　悠斗                    ｻﾄｳ ﾕｳﾄ                       大学 1

40 男子  10km 49021 福井工業大 村田　宜陽                    ﾑﾗﾀ ﾀｶｱｷ                      大学 2

41 男子  10km 49021 福井工業大 吉田　友悟                    ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｺﾞ                     大学 1

42 男子  10km 49021 福井工業大 越智　龍冬                    ｵﾁ ﾘｭｳﾄ                       大学 1

43 男子  10km 49021 福井工業大 井関　　翔                    ｲｾｷ ｼｮｳ                       大学 2

44 男子  10km 49032 新潟医福大 青木　陽佑                    ｱｵｷ ﾖｳｽｹ                      大学 4

45 男子  10km 49032 新潟医福大 赤石　泰宗                    ｱｶｲｼ ﾔｽﾑﾈ                     大学 3

46 男子  10km 49046 東海学園大 河野　修平                    ｶﾜﾉ ｼｭｳﾍｲ                     大学 2

47 男子  10km 50021 同志社大学 川向　弘晃                    ｶﾜﾑｶｲ ﾋﾛｱｷ                    大学 1

48 男子  10km 52001 福岡大 三村　浩介                    ﾐﾑﾗ ｺｳｽｹ                      大学 4
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1 女子  10km 11001 自衛隊 渡辺　耶唯                    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｲ                      一般

2 女子  10km 11546 コナミ所沢 岩田　　文 ｲﾜﾀ ｱﾔ 一般

3 女子  10km 12157 西武台千葉 中島　華穂                    ﾅｶｼﾏ ｶﾎ                       高校 2

4 女子  10km 13526 スポフィー 山中　　薫                    ﾔﾏﾅｶ ｶｵﾙ                      一般

5 女子  10km 13694 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 新倉みなみ                    ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ                      高校 3

6 女子  10km 13801 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 貴田　裕美                    ｷﾀﾞ ﾕﾐ                        一般

7 女子  10km 13899 Sweetfish 片岡　早苗 ｶﾀｵｶ ｻﾅｴ 一般

8 女子  10km 14631 ATSC.YW 岩永　美里                    ｲﾜﾅｶﾞ ﾐｻﾄ                     一般

9 女子  10km 14644 相模原市水協 長谷川ほのか                  ﾊｾｶﾞﾜ ﾎﾉｶ                     高校 2

10 女子  10km 17602 新潟医福大SC 佐藤　由菜                    ｻﾄｳ ﾕﾅ                        一般

11 女子  10km 20407 福工大福井中 高見　雪月                    ﾀｶﾐ ﾕﾂﾞｷ                      中学 3

12 女子  10km 21108 城南静岡 川口いほり                    ｶﾜｸﾞﾁ ｲﾎﾘ                     高校 3

13 女子  10km 22011 愛み大瑞穂高 藤代　莉帆                    ﾌｼﾞｼﾛ ﾘﾎ                      高校 1

14 女子  10km 22021 東邦高 平野由里子                    ﾋﾗﾉ ﾕﾘｺ                       高校 2

15 女子  10km 27274 コスパ藤井寺 東　紗矢香 ｱｽﾞﾏ ｻﾔｶ 一般

16 女子  10km 28924 家島ＳＣ 古賀　千尋                    ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ                       一般

17 女子  10km 29209 ニッシンＳＳ 吉岡　理沙                    ﾖｼｵｶ ﾘｻ                       大学 2

18 女子  10km 31550 鳥取・パジャ 橋尾　友香                    ﾊｼｵ ﾕｶ                        一般

19 女子  10km 33018 レイＳＣ倉敷 畑　　陽香 ﾊﾀ ﾊﾙｶ 一般

20 女子  10km 40523 福岡西部ＳＣ 藤野沙誉子 ﾌｼﾞﾉ ｻﾖｺ 一般

21 女子  10km 48007 日本体育大 森山　幸美                    ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ                      大学 1

22 女子  10km 48011 日本女子体大 内田　柚菜 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾅ 大学 3

23 女子  10km 48011 日本女子体大 柴原　　冴 ｼﾊﾞﾊﾗ ｻｴ 大学 3

24 女子  10km 48011 日本女子体大 吉田　奈央 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 大学 1

25 女子  10km 48026 国士舘大 松下　彩花                    ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ                      大学 4

26 女子  10km 48026 国士舘大 高橋　美香                    ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ                      大学 1

27 女子  10km 48132 山梨学院大 松浦　由佳                    ﾏﾂｳﾗ ﾕｶ                       大学 3

28 女子  10km 48132 山梨学院大 浅山　美貴                    ｱｻﾔﾏ ﾐｷ                       大学 3

29 女子  10km 49032 新潟医福大 伊藤　楓華                    ｲﾄｳ ﾌｳｶ                       大学 1

30 女子  10km 49046 東海学園大 大野　友美                    ｵｵﾉ ﾄﾓﾐ                       大学 1

31 女子  10km 50003 大阪大学 櫛田　夏織                    ｸｼﾀﾞ ｶｵﾘ                      大学 3


