
OWSオーシャンズカップ2021　エントリーリスト（Bib No入）

5km 2021/6/8 現在

Bib No. 選考対象 氏名 カナ 所属 性別 学校 学年 距離 年齢

551 内田　真樹 ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ （武庫川女子大／PHOENIX） 女 大学 2 5 20 付添 谷川　　誠

552 松下　彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ （カワサキＳＣ） 女 一般 5 28 付添 新井　洋之

553 ○ 阿部　　悠 ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ （須磨学園高校） 女 高校 1 5 15 付添 谷川　　誠

554 森山　幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ （SWANS） 女 一般 5 25 付添 藤森　善弘

7,5km

Bib No. 選考対象 氏名 カナ 所属 性別 学校 学年 距離 年齢

751 ○ 平山　　桃 ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓ （豊川高／1toSWIM） 女 高校 2 7.5 17 付添 小池　隆治

752 ○ 岡本　心美 ｵｶﾓﾄ ｺｺﾛ （ダッシュ三条） 女 高校 2 7.5 17 付添 中條　和之

753 ○ 小島　光丘 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ （中京大中京高／東邦ＳＣ） 女 高校 1 7.5 16 付添 内藤　　智

754 ○ 山本　衣良 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ （ATSC.YW／白鵬女子高校） 女 高校 1 7.5 16 付添 山本　裕子

755 ○ 寺田　夢空 ﾃﾗﾀﾞ ﾕﾗ （豊川高／東邦ＳＣ） 女 高校 2 7.5 16 付添 小池　隆治

10km

Bib No. 選考対象 氏名 カナ 所属 性別 学校 学年 距離 年齢

51 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ （枚方ＳＳ／同志社大） 女 大学 3 10 20 給水 太田　　伸

52 松下　彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ （カワサキＳＣ） 女 一般 10 28 給水 新井　洋之

53 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ （中京大／枚方ＳＳ） 女 大学 3 10 21 給水 岩間　薫乃

54 山田　奈子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｺ （新潟医福大） 女 大学 4 10 22 給水 千葉佳奈絵

55 加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ （ダッシュ三条） 女 大学 4 10 22 給水 中條　和之

56 ○ 永尾　美友 ﾅｶﾞｵ ﾐﾕ （新潟医福大） 女 大学 1 10 19 給水 馬場　康博

57 ○ 山本こゆき ﾔﾏﾓﾄ ｺﾕｷ （近畿大学） 女 大学 1 10 19 給水 越智麻土香

58 小池　優媛 ｺｲｹ ﾕｴﾝ （日本体育大） 女 大学 4 10 22 給水 山本　和幹

59 蝦名　愛梨 ｴﾋﾞﾅ ｱｲﾘ （日本体育大） 女 大学 2 10 20 給水 中島　海聖

60 ○ 丸山　莉奈 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾅ （豊川高／ＪＳＳ中川） 女 高校 3 10 18 給水 小池　隆治

61 宮田 沙依 ﾐﾔﾀ ｻﾖﾘ （ｵｰｼｬﾝﾅﾋﾞ） 女 一般 10 30 給水 本間　素子

62 藤　　優実 ﾄｳ ﾕﾐ （三重スポ協／横浜サクラ） 女 一般 10 23 給水 北野　琢也
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