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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 242.0

2位 田脇 裕太 水府流 慶應義塾大学 240.0

3位 八木 一夫 小堀流踏水術 小堀流踏水会 230.0

4位 丹野 拓也 神伝流 一水会 229.5

5位 坂﨑 健斗 小堀流踏水術 小堀流踏水会 222.0

6位 笠原 敬太 水府流 慶應義塾大学 221.0

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 241.5

2位 大西 美穂 神伝流 瑞穂会 225.5

3位 中野 安寿加 小堀流踏水術 京都踏水会水泳学園 218.5

4位 西出 朱里 小堀流踏水術 京都踏水会水泳学園 218.5

5位 宮森 初音 水府流 水府流水術協会 217.5

6位 村上 絢華 小堀流踏水術 小堀流踏水会 215.0

1位 中野 安寿加 京都踏水会水泳学園 1 20 42秒分

2位 松田 真季 京都踏水会水泳学園 1 25 43秒分

3位 寺嶋 優佳 日泳会 1 26 76秒分

1位 田脇 裕太 慶應義塾大学 2 19 秒分

2位 米田 誉 浜寺水練学校 2 07 秒分

3位 丹野 拓也 一水会 1 57 秒分

1位 秋山 愛奈 京都踏水会水泳学園 4 23 秒分

2位 杉本 瑞夏 京都踏水会水泳学園 3 20 秒分

3位 蝦名 麗花 向井流水法会 2 52 秒分

1位 奥村 滉太 京都踏水会水泳学園 1 07 90秒分

2位 田脇 裕太 慶應義塾大学 1 10 06秒分

3位 三木 明了 京都踏水会水泳学園 1 11 66秒分

三田水泳会

日泳会

水任流保存会
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資格審査合格者

游士: 名23
服部 詢子 (太田派･ﾋﾞｯｸﾞ･ｴｽ ｻﾝｳｪｲ横浜) 田中 玲子 (太田派･游水会)

村田 康治 (太田派･霞ヶ丘游泳会) 土岐 光徳 (水任流･水任流保存会)

熊島 千佐 (向井流･向井流水法研修会世田谷) 江原 博明 (向井流･川口水術練習所)

浦 外志子 (山内流･百万石日泳会) 浅島 良子 (太田派･YWCAフィットネスワオ)

小森 陽子 (太田派･ワカバ水泳教室) 海老根 仁子 (水府流･水府流水術協会)

甲本 あけみ (神伝流･神伝流津山游泳会) 松田 美智子 (太田派･ワカバ水泳教室)

亀谷 千代子 (神伝流･兵庫県水泳連盟泳法研修所) 八木 清隆 (神伝流･神伝流津山游泳会)

後藤 順子 (神伝流･神伝流津山游泳会) 田中 丈士 (向井流･川口水術練習所)

近藤 康代 (太田派･日泳会) 津山 昌江 (水任流･水任流保存会)

髙島 奈都美 (水府流･水府流水術協会) 上別府 真子 (岩倉流･岩倉流和歌山水練学校)

梶村 耕平 (能島流･浜寺水練学校) 南出 拓 (能島流･浜寺水練学校)

平 真季史 (能島流･浜寺水練学校)

練士: 名11
田邊 茂 (山内流･NPO富山スイミングクラブ) 濱園 卓郎 (神統流･神統流保存会)

木村 聡一郎 (水府流･三田水泳会) 寺嶋 優佳 (太田派･日泳会)

土屋 智博 (神伝流･一水会) 渡邉 裕恵 (能島流･浜寺水練学校)

富森 清香 (小堀流･京都踏水会水泳学園) 佐々木 直子 (太田派･ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ品川)

南川 英輝 (岩倉流･岩倉流和歌山水練学校) 田脇 翔太 (水府流･三田水泳会)

榎本 雅江 (太田派･日泳会)

教士: 名4
友成 亮太 (水府流･三田水泳会) 古賀 由絵 (能島流･浜寺水練学校)

上妻 沙紀 (水府流･三田水泳会) 望月 南海子 (神伝流･一水会)

範士: 名9
橋立 幸子 (向井流･向井流錦会) 赤崎 誠 (神統流･神統流保存会)

上野 繁樹 (神統流･神統流保存会) 加藤 みち代 (太田派･YWCAフィットネスワオ)

阿部 京子 (太田派･深川水好会) 米田 昌弘 (能島流･浜寺水練学校)

上原 洋明 (太田派･油屋会) 早川 博久 (太田派･油屋会)

菊池 寿徳 (水府流･水府流水術協会)

修水: 名14
青山 千歳 (太田派･游泳会) 藤澤 せい (神伝流･神伝流游泳協会)

小澤 育子 (太田派･小山游泳会) 伊藤 さよ子 (向井流･向井流錦会)

髙野 富美子 (太田派･) 篠原 恵美子 (太田派･ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ品川)

石橋 直子 (神伝流･神伝流游泳協会) 西水 克己 (山内流･臼杵山内流游泳所)

高久 真佐子 (太田派･深川水好会) 對馬 絹江 (太田派･横泳会)

文原 京子 (能島流･浜寺水練学校) 保田 昌子 (太田派･YWCAフィットネスワオ)

竹田 千恵 (太田派･立川市水泳協会) 関根 秀人 (太田派･霞ヶ丘游泳会)

和水: 名7
沼澤 千恵子 (太田派･ワカバ水泳教室) 西川 義正 (山内流･百万石日泳会)

中村 嘉秀 (神伝流･神伝流游泳協会) 服部 惠子 (向井流･向井流水法研修会世田谷)

秋山 敏子 (向井流･向井流水法会) 渡辺 和美 (太田派･水府流太田派研修会)

加藤 喜美子 (太田派･游泳会)
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