
男子  5km
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

OWSオーシャンズカップ2022　

野中　大暉 ﾉﾅｶ ﾀｲｷ Team JAPAN1

南出　大伸 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ Team JAPAN2

黒瀧　巧翔 ｸﾛﾀｷ ｺｳｼ                八戸工大一高    高校（1）3 02015

大畠恵史朗            ｵｵﾊﾀ ｹｲｼﾛｳ              花巻ＳＦ        中学（3）4 03503

大畠雄太朗            ｵｵﾊﾀ ﾕｳﾀﾛｳ              花巻ＳＦ        高校（2）5 03503

松本　　輝            ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ                自衛隊          6 11001

ﾌｧｳﾗｰ快留             ﾌｧｳﾗｰ ｶｲﾙ               KYOEI           大学（1）7 11005

油井竜太郎            ﾕｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ               春日部共栄      高校（2）8 11105

今井　柊介            ｲﾏｲ ｼｭｳｽｹ               武南            高校（1）9 11333

内村　弥路            ｳﾁﾑﾗ ﾐﾛ                 ｽｳｨﾝみよし      中学（3）10 11628

小林　　陸            ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ                ロコ辻堂        11 14509

岩渕　広虎            ｲﾜﾌﾞﾁ ﾋﾛﾄ               ロコ辻堂        大学（3）12 14509

小澤雄二郎            ｵｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ             ロコ辻堂        大学（4）13 14509

小玉　風護            ｺﾀﾞﾏ ﾌｳｺﾞ               ヨコハマＳＣ    大学（3）14 14518

大塚　　陽            ｵｵﾂｶ ﾋﾅﾀ                相模原市水協    大学（2）15 14644

宇戸 斗志晄 ｳﾄﾞ ﾄｼｷ 金沢SC中林 高校（1）16 19539

村佐　達也 ﾑﾗｻ ﾀﾂﾔ 中京大中京高 高校（1）17 22029

今福　和志            ｲﾏﾌｸ ｶｽﾞｼ               枚方SS牧野      中学（3）18 27326

早﨑　遼真            ﾊﾔｻｷ ﾘｮｳﾏ               日本体育大      大学（3）19 48007

永野　　蒼            ﾅｶﾞﾉ ｿｳ                 日本体育大      大学（1）20 48007

坂下　拓己            ｻｶｼﾀ ﾀｸﾐ                拓殖大          大学（2）21 48030

米山　　毅            ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ                早稲田大        大学（3）22 48056

築地原智二            ﾂｲﾁﾊﾗ ﾄﾓｼ               山梨学院大      大学（1）23 48132

大村紘一郎            ｵｵﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ             山梨学院大      大学（1）24 48132

大野虎治郎            ｵｵﾉ ｺｼﾞﾛｳ               山梨学院大      大学（1）25 48132
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男子 10km
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

OWSオーシャンズカップ2022　

古畑　海生 ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ Team JAPAN1

野中　大暉 ﾉﾅｶ ﾀｲｷ Team JAPAN2

南出　大伸 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ Team JAPAN3

濱野　　巧            ﾊﾏﾉ ﾀｸﾐ                 千歳ﾋﾞｰﾊﾞｰSC    大学（4）4 01172

塚本　進平            ﾂｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ              ＳＡ伊勢崎      大学（2）5 10506

大塚　　陽            ｵｵﾂｶ ﾋﾅﾀ                相模原市水協    大学（2）6 14644

渡辺　　柊            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ               ダッシュ三条    大学（2）7 17566

岩住宏一郎            ｲﾜｽﾞﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ            枚方ＳＳ        高校（3）8 27327

白坂　大輝            ｼﾗｻｶ ﾀﾞｲｷ               鹿児島情報高    高校（3）9 46032

渡辺　雅空            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸ               日本体育大      大学（3）10 48007

時川　叶夢            ﾄｷｶﾞﾜ ｶﾅﾑ               日本体育大      大学（2）11 48007

髙栁　康介            ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｺｳｽｹ             日本大          大学（1）12 48057

平野　翔一            ﾋﾗﾉ ｼｮｳｲﾁ               日本大          大学（1）13 48057

木村　修梧            ｷﾑﾗ ｼｭｳｺﾞ               日本大          大学（1）14 48057

綿貫　慶吾            ﾜﾀﾇｷ ｹｲｺﾞ               新潟医福大      大学（4）15 49032

筒井　大介            ﾂﾂｲ ﾀﾞｲｽｹ               新潟医福大      大学（3）16 49032

本山　　空            ﾓﾄﾔﾏ ｸｳ                 新潟医福大      大学（2）17 49032

本江　騎吏            ﾎﾝｺﾞｳ ｷﾘ                新潟医福大      大学（3）18 49032

生見　泰聖            ﾇｸﾐ ﾀｲｾｲ                近畿大学        大学（3）19 50010

加藤　睦也            ｶﾄｳ ﾁｶﾔ                 近畿大学        大学（2）20 50010
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男子 7.5km
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

OWSオーシャンズカップ2022　

ｶｼﾞｲﾀﾘｸ               ｶｼﾞｲ ﾀﾘｸ                スポフィー      高校（2）1 13526

櫻井 智和 ｻｸﾗｲ ﾄﾓｶｽﾞ ｵｰｼｬﾝﾅﾋﾞ2 13900

白井　　樹            ｼﾗｲ ｲﾂｷ                 湘南工大附      高校（2）3 14002

山口　修司            ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ             ダッシュ三条    高校（1）4 17566

伊藤　銀士            ｲﾄｳ ｷﾞﾝｼﾞ               中京大中京高    高校（3）5 22029

早川祐偉人            ﾊﾔｶﾜ ﾕｲﾄ                中京大中京高    高校（2）6 22029

鈴木　大智            ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ                中京大中京高    高校（2）7 22029

土井　煌陽            ﾄﾞｲ ｺｳﾖｳ                初芝ＳＳ        高校（3）8 27324

辻森　魁人            ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ               須磨学園高校    高校（2）9 28615

齊藤　　瑛            ｻｲﾄｳ ｴｲ                 須磨学園高校    高校（2）10 28615

木下　寿優            ｷｼﾀ ｶｽﾞﾏ                鹿児島情報高    高校（2）11 46032

川井　　優            ｶﾜｲ ﾕｳ                  拓殖大          大学（4）12 48030

川野　誠悟            ｶﾜﾉ ｾｲｺﾞ                大阪大学        大学（4）13 50003
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女子  5km
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

OWSオーシャンズカップ2022　

森山　幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ Team JAPAN1

蝦名　愛梨 ｴﾋﾞﾅ ｱｲﾘ Team JAPAN2

藤　　優実 ﾄｳ ﾕﾐ Team JAPAN3

加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ Team JAPAN4

楢舘　寿音            ﾅﾗﾀﾞﾃ ｼﾞｭﾈ              八戸工大一高    高校（3）5 02015

澤田　有里            ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ                 ひらかわSC      6 02522

平賀　　雛 ﾋﾗｶ ﾋﾅ                  花巻ＳＦ        高校（3）7 03503

寺島くるみ            ﾃﾗｼﾏ ｸﾙﾐ                春日部共栄      高校（3）8 11105

緑川　小瑚            ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｺｺ               武南            高校（2）9 11333

守友陽花莉            ﾓﾘﾄﾓ ﾋｶﾘ                ｽｳｨﾝみよし      高校（1）10 11628

竹澤　瑠珂            ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ                東京ＳＣ        高校（1）11 13530

松下　彩花            ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ                カワサキＳＣ    12 14524

伏屋 杏彩 ﾌｾﾔ ｱｽﾞｻ 金沢SC中林 中学（3）13 19539

緒方　　愛            ｵｶﾞﾀ ｱｶﾘ                中京大中京高    高校（1）14 22029

阪井　葵心            ｻｶｲ ｱｵｲ                 初芝ＳＳ        中学（2）15 27324

土井　理愛            ﾄﾞｲ ﾘｱ                  ＫＳＧ可部      中学（2）16 34114

田中　夢乃            ﾀﾅｶ ﾕﾉ                  日本体育大      大学（2）17 48007

中井　花音            ﾅｶｲ ｶﾉﾝ                 山梨学院大      大学（2）18 48132

岡庭茉名美            ｵｶﾆﾜ ﾏﾅﾐ                山梨学院大      大学（1）19 48132
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女子 10km
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

OWSオーシャンズカップ2022　

森山　幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ Team JAPAN1

加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ Team JAPAN2

藤　　優実 ﾄｳ ﾕﾐ Team JAPAN3

蝦名　愛梨 ｴﾋﾞﾅ ｱｲﾘ Team JAPAN4

荒谷　桃花            ｱﾗﾔ ﾓﾓｶ                 ＳＡ伊勢崎      高校（3）5 10506

田崎 沙楽 ﾀｻﾞｷ ｻﾗ アクラブ調布 大学（1）6 13509

岩渕　立歩            ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘﾎ                ロコ辻堂        大学（1）7 14509

松下　彩花            ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ                カワサキＳＣ    8 14524

横地　　梢            ﾖｺﾁ ｺｽﾞｴ                豊川高          高校（3）9 22308

平山　　桃            ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓ                 豊川高          高校（3）10 22308

梶本　一花            ｶｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ               枚方ＳＳ        大学（1）11 27327

永尾　美友            ﾅｶﾞｵ ﾐﾕ                 新潟医福大      大学（2）12 49032

八木　紀香            ﾔｷﾞ ﾉﾘｶ                 新潟医福大      大学（1）13 49032

江原　奈穂            ｴﾊﾗ ﾅﾎ                  九州共立大      大学（3）14 52055
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女子 7.5km
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

OWSオーシャンズカップ2022　

宮田 沙依 ﾐﾔﾀ ｻﾖﾘ ｵｰｼｬﾝﾅﾋﾞ1 13900

鷹野　亜湖            ﾀｶﾉ ｱｺ                  横浜サクラ      高校（1）2 14579

山本　衣良            ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ                 ATSC.YW 高校（2）3 14631

三條　　愛            ｻﾝｼﾞｮｳ ｱｲ               JSSジャンボ     高校（2）4 17501

小島　光丘            ｺｼﾞﾏ ﾐｸ                 中京大中京高    高校（2）5 22029

寺田　夢空            ﾃﾗﾀﾞ ﾕﾗ                 豊川高          高校（3）6 22308

野田　　愛            ﾉﾀﾞ ｱｲ                  初芝ＳＳ        高校（1）7 27324

阿部　　悠            ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ                 須磨学園高校    高校（2）8 28615

内田　真樹            ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ                 PHOENIX         大学（3）9 28933

谷　　清美            ﾀﾆ ｷﾖﾐ                  ﾙﾈｻﾝｽ登美       高校（1）10 29212
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