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団体泳法競技 １位：

２位：

３位：

1位 田脇 翔太 水府流 三田水泳会 240.0

2位 南川 英輝 岩倉流 岩倉流和歌山水練学校 239.0

3位 池上 正太郎 小堀流踏水術 京都踏水会水泳学園 232.5

4位 大久保 優駿 水府流 慶應義塾大学 230.0

5位 上野 帯磯 能島流 浜寺水練学校 226.5

6位 田脇 裕太 水府流 慶應義塾大学 224.0

1位 高沢 夏子 水府流 水府流水術協会 248.0

2位 今野 玲奈 水府流太田派 ｱｸｱﾏﾘﾝ品川ｽｲﾑｽｸｰﾙ 235.0

3位 富森 清香 小堀流踏水術 京都踏水会水泳学園 232.5

4位 伊藤 あゆみ 水府流太田派 日泳会 218.0

5位 熊野 志保 岩倉流 岩倉流和歌山水練学校 217.5

6位 南 美妃 岩倉流 岩倉流和歌山水練学校 217.0

1位 松田 真季 京都踏水会水泳学園 1 25 02秒分

2位 浅羽 栞 横泳会 1 26 24秒分

3位 高橋 理菜 横泳会 1 26 70秒分

1位 堀内 颯太 岩倉流和歌山水練学校 3 04 秒分

2位 藤木 彰太 京都踏水会水泳学園 2 23 秒分

3位 池上 正太郎 京都踏水会水泳学園 2 11 秒分

1位 富森 清香 京都踏水会水泳学園 3 02 秒分

2位 田中 紗矢香 京都踏水会水泳学園 2 40 秒分

3位 山口 紗恵 長崎游泳協会 2 10 秒分

1位 川﨑 一紀 慶應義塾大学 1 08 71秒分

2位 田脇 裕太 慶應義塾大学 1 11 40秒分

3位 奥村 滉太 京都踏水会水泳学園 1 12 15秒分
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資格審査合格者

游士: 名17
森 恵美 (向井流･雪ヶ谷スポーツクラブ) 松坂 美紀子 (山内流･NPO富山スイミングクラブ)

渡辺 政見 (太田派･深川水好会) 加藤 恵津子 (太田派･立川市水泳協会)

天野 秀子 (太田派･横泳会) 篠原 恵美子 (太田派･ｱｸｱﾏﾘﾝ品川ｽｲﾑｽｸｰﾙ)

小山 進 (太田派･霞ヶ丘游泳会) 岡本 良子 (太田派･横泳会)

和田 政美 (向井流･向井流水法研修会世田谷) 竹田 千恵 (太田派･立川市水泳協会)

村田 明子 (小堀流･京都踏水会水泳学園) 犬塚 一歩 (神統流･神統流保存会)

永濵 理恵子 (神伝流･兵庫県水泳連盟泳法研修所) 片野 由美子 (神統流･神統流保存会)

齊藤 弘樹 (太田派･巣泳会) 荒木 淳 (小堀流･京都踏水会水泳学園)

寺嶋 優佳 (太田派･日泳会)

練士: 名7
北島 義之 (岩倉流･岩倉流和歌山水練学校) 岡﨑 保江 (小池流･小池流泅道会)

鈴木 庸子 (水府流･水府流水術協会) 中島 愛 (向井流･向井流水法研修会世田谷)

髙橋 めぐみ (水府流･水府流水術協会) 竹岡 寿理 (神伝流･大洲水泳協会)

宮田 愛佳 (能島流･浜寺水練学校)

教士: 名13
野部 亮子 (向井流･雪ヶ谷スポーツクラブ) 今野 眞理 (太田派･ｱｸｱﾏﾘﾝ品川ｽｲﾑｽｸｰﾙ)

頭師 智佳子 (能島流･浜寺水練学校) 中村 真久 (水府流･三田水泳会)

北川 由美子 (太田派･立川市水泳協会) 児玉 孝喜 (神伝流･瑞穂会)

松田 美輪 (小堀流･京都踏水会水泳学園) 多田 信雄 (太田派･深川水好会)

檀野 晴言 (小堀流･京都踏水会水泳学園) ｱﾝﾄﾆｰ ｶﾝﾃﾞｨ- (小堀流･小堀流踏水会)

緑川 洋平 (神伝流･瑞穂会) 福田 舞子 (神伝流･新潟水泳協会)

山室 佳奈子 (小堀流･小堀流踏水会)

範士: 名8
松田 美子 (小堀流･京都踏水会水泳学園) 福田 光代 (太田派･水府流太田派研修会)

石槗 玲子 (神伝流･一水会) 森田 基嗣 (小堀流･京都踏水会水泳学園)

藤井 透 (小堀流･京都踏水会水泳学園) 阪本 秀人 (岩倉流･岩倉流和歌山水練学校)

浅井 久照 (小堀流･京都踏水会水泳学園) 大縄 聖子 (水府流･水府流水術協会)


