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シニアクラス

1位 関 泰亨 水府流 水府流水術協会 251.5

2位 町田 哲哉 水府流太田派 油屋会 236.5

3位 八木 一夫 小堀流踏水術 小堀流踏水会 231.5

4位 中島 一貴 能島流 浜寺水練学校 231.5

5位 結城 虎太郎 小池流 小池流泅道会 230.5

6位 坂﨑 健斗 小堀流踏水術 小堀流踏水会 230.5

1位 今野 玲奈 水府流太田派 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ品川 247.0

2位 南 美妃 岩倉流 岩倉流和歌山水練学校 239.0

3位 村上 絢華 小堀流踏水術 小堀流踏水会 233.0

4位 西出 朱里 小堀流踏水術 京都踏水会水泳学園 229.5

5位 大西 美穂 神伝流 瑞穂会 228.5

6位 宮森 初音 水府流 水府流水術協会 228.5

1位 中野 安寿加 京都踏水会水泳学園 1 20 17秒分

2位 松田 真季 京都踏水会水泳学園 1 24 26秒分

3位 杉本 瑞夏 京都踏水会水泳学園 1 26 38秒分

1位 池田 光辰 長崎游泳協会 1 23 秒分

1位 齊田 惇之介 京都踏水会水泳学園 1 23 秒分

3位 米田 誉 浜寺水練学校 1 04 秒分

1位 蝦名 麗花 向井流水法会 6 03 秒分

2位 秋山 愛奈 京都踏水会水泳学園 3 40 秒分

3位 杉本 瑞夏 京都踏水会水泳学園 3 28 秒分

1位 難波 神 京都踏水会水泳学園 1 11 40秒分

2位 三木 明了 京都踏水会水泳学園 1 13 21秒分

3位 一丸 謙志郎 慶應義塾大学 1 13 42秒分

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ品川

浜寺水練学校

瑞穂会

泳法会品川

横泳会

深川水好会



資格審査合格者

游士: 名28
渡邉 ヨシ子 (向井流･向井流水法研究会) 谷内 純一 (山内流･百万石日泳会)

上原 正典 (水府流･水府流水術協会) 眞邉 眞智子 (神統流･神統流保存会)

石黒 宏子 (太田派･泳法会品川) 杉林 典子 (太田派･霞ヶ丘游泳会)

元井 聖子 (向井流･向井流水法会) 才田 幸一 (神伝流･神伝流広島游泳同志会)

中林 範子 (太田派･霞ヶ丘游泳会) 梅澤 佳代 (太田派･ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ品川)

織笠 寿榮廣 (神伝流･神伝流広島游泳同志会) 木庭 裕子 (神伝流･神伝流岡山游泳会)

鈴木 公美 (太田派･長野県水泳連盟) 三輪 千子 (太田派･長野県水泳連盟)

武石 朋子 (太田派･YWCAフィットネスワオ) 安井 恵理 (太田派･ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ品川)

藤原 充 (向井流･向井流水法道場) 両角 久美 (太田派･長野県水泳連盟)

林 太志 (太田派･長野県水泳連盟) 井上 貴子 (神伝流･日本神伝流游泳会)

向山 剛史 (太田派･長野県水泳連盟) 大野 悟 (太田派･霞ヶ丘游泳会)

ｷｴｼﾞｭﾝ ﾋﾟｮｰﾄﾙ (水府流･ポーランド水術チーム) 菊本 友 (太田派･深川水好会)

中島 真理子 (向井流･向井流水法研修会世田谷) ﾙﾗｸ ﾊﾟｳﾞｪｳ (水府流･ポーランド水術チーム)

林 誠志 (向井流･向井流水法会) 梶原 慎司 (水任流･水任流保存会)

練士: 名4
大竹 敦子 (能島流･浜寺水練学校) 小笠原 宏之 (能島流･浜寺水練学校)

石松 宏幸 (太田派･油屋会) 小川 美加 (岩倉流･岩倉流和歌山水練学校)

教士: 名7
西川 義正 (山内流･百万石日泳会) 五島 正光 (太田派･巣泳会)

黒田 周 (神統流･神統流保存会) 東 聖二 (山内流･臼杵山内流游泳所)

浅井 健志 (太田派･油屋会) 田川 洋輔 (太田派･油屋会)

藤原 智美 (神伝流･新潟水泳協会)

範士: 名4
大島 純子 (向井流･向井流水法会) 眞家 貴子 (水府流･水府流水術協会)

米田 典子 (能島流･浜寺水練学校) 土屋 守史 (神伝流･瑞穂会)

修水: 名10
澤 秀子 (能島流･浜寺水練学校) 浦山 百合子 (太田派･深川水好会)

岡田 藤子 (太田派･霞ヶ丘游泳会) 阿部 照実 (太田派･YWCAフィットネスワオ)

武田 玲子 (太田派･泳法会品川) 三森 美枝 (太田派･水府流太田派研修会)

鈴木 順子 (太田派･ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ品川) 岡本 良子 (太田派･横泳会)

小池 直子 (太田派･立川市水泳協会) 石橋 美樹 (小堀流･学習院)

和水: 名7
遠藤 光子 (太田派･水府流太田派研修会) 松井 真理 (向井流･雪ヶ谷スポーツクラブ)

江口 幸子 (太田派･横泳会) 脇田 倫子 (太田派･游泳会)

和泉 朱 (太田派･深川水好会) 福井 康弘 (水府流･水府流土佐会)

岡本 二美 (太田派･ワカバ水泳教室)

如水: 名4
菊本 るい (太田派･深川水好会) 稲葉 修悦 (太田派･水府流太田派研修会)

平野 三千子 (太田派･游泳会) 原 敏彦 (太田派･水府流太田派研修会)


