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1801 濱野　晃圭 ハマノ　コウケイ 男 18 兵庫県

1802 榊　壮一郎 サカキ　ソウイチロウ 男 19 東京都

1803 松尾　航暉 マツオ　コウキ 男 19 広島県

1804 山田　和哉 ヤマダ　カズヤ 男 19 学連広島

1805 足立　崚太郎 アダチ　リョウタロウ 男 19 広島県

1806 林　友樹 ハヤシ　ユウキ 男 19 学連大阪

1807 澤口　光 サワグチ　ヒカル 男 20 学連滋賀

1808 倉元　啓志 クラモト　ケイシ 男 20 広島県

1809 松井　義文 マツイ　ヨシフミ 男 20 岡山県

1810 弘津　翔也 ヒロツ　ショウヤ 男 21 学連広島

1811 児島　瑞基 コジマ　ミズキ 男 21 徳島県

1812 亀井　優輝 カメイ　ユウキ 男 21 徳島県

1813 石田　涼 イシダ　リョウ 男 21 大阪府

1814 森島　浩太 モリシマ コウタ 男 21 大阪府

1815 田野　量大 タノ　カズヒロ 男 23 徳島県

1816 大塚　裕貴 オオツカ　ユウキ 男 23 東京都

1817 野間　悠太朗 ノマ　ユウタロウ 男 24 福岡県

1818 日浦　晃志 ヒウラ　コウシ 男 24 和歌山県

1819 岡島　大策 オカジマ　ダイサク 男 24 大阪府

1820 山中　康也 ヤマナカ　ヤスナリ 男 24 徳島県

2501 井戸　皓大 イド　コウダイ 男 25 大阪府

2502 新井　貴大 アライ　タカヒロ 男 25 香川県

2503 水谷　有佑 ミズタニ　ユウスケ 男 25 大阪府

2504 池尻　直人 イケジリ　ナオト 男 26 徳島県

2505 宇崎　啓太 ウサキ　ケイタ 男 26 兵庫県

2506 長野　京介 ナガノ　キョウスケ 男 26 三重県

2507 大林　剛 オオバヤシ　ゴウ 男 26 香川県

2508 前川　俊也 マエカワ　トシヤ 男 26 大阪府

2509 奥村　圭大 オクムラ　ヨシヒロ 男 26 大阪府
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2510 武田　貴志 タケダ　タカシ 男 27 香川県

2511 北岡　知也 キタオカ　トモヤ 男 27 徳島県

2512 谷口　正樹 タニグチ　マサキ 男 27 徳島県

2513 川久保　直希 カワクボ　ナオキ 男 27 奈良県

2514 徳永 翼 トクナガ　ツバサ 男 27 愛媛県

2515 大崎　隆典 オオサキ　タカノリ 男 28 兵庫県

2516 角田　隆幸 スミダ　タカユキ 男 28 兵庫県

2517 瀬際　和章 セギワ　カズアキ 男 28 大阪府

2518 山本　浩猛 ヤマモト　ヒロタカ 男 28 大阪府

2519 川島　啓道 カワシマ　ヒロミチ 男 28 徳島県

2520 米澤　昌志 ヨネザワ　マサシ 男 28 徳島県

2521 藤田　慎也 フジタ　シンヤ 男 29 徳島県

2522 秋田　祐輔 アキタ　ユウスケ 男 29 兵庫県

2523 長田　裕史 ナガタ　ヒロフミ 男 29 千葉県

2524 高橋　武志 タカハシ　タケシ 男 29 兵庫県

2525 野口　佳恭 ノグチ　ヨシユキ 男 29 兵庫県

2526 大野　友希 オオノ　ユウキ 男 29 兵庫県

2527 中作　晃祐 ナカサク　コウスケ 男 29 兵庫県

2528 中橋　秀明 ナカハシ　ヒデアキ 男 29 愛媛県

2529 戸田　博己 トダ　ヒロキ 男 29 徳島県

3001 新林　和樹 シンバヤシ　カズキ 男 30 兵庫県

3002 角田　剛 カクタ　ツヨシ 男 30 香川県

3003 中部　翔五 ナカベ　ショウゴ 男 30 兵庫県

3004 内山　達也 ウチヤマ　タツヤ 男 30 大阪府

3005 小谷　陸馬 コタニ　リクマ 男 30 大阪府

3006 釜田　貴裕 カマダ　タカヒロ 男 30 兵庫県

3007 堤  清悟 ツツミ  シンゴ 男 30 大阪府

3008 赤松　敬之 アカマツ　タカユキ 男 30 兵庫県

3009 吉田　直史 ヨシダ　ナオフミ 男 30 徳島県

3010 樋口　孝雄 ヒグチ　タカオ 男 30 神奈川県

3011 齊藤　剛司 サイトウ　タカシ 男 30 愛知県

3012 中村　大祐 ナカムラ　ダイスケ 男 30 大阪府

3013 宮下　裕樹 ミヤシタ　ヒロキ 男 30 大阪府

3014 宮本　啓太郎 ミヤモト　ケイタロウ 男 31 香川県

3015 岸本　崇 キシモ　タカシ 男 31 兵庫県

3016 磯田　明宏 イソダ　アキヒロ 男 31 徳島県

3017 中村　忠記 ナカムラ　タダキ 男 31 兵庫県

3018 寺井　涼祐 テライ リョウスケ 男 31 愛知県

3019 森田　祥一 モリタ　ショウイチ 男 31 大阪府

3020 西口　悟史 ニシグチ　サトシ 男 31 兵庫県

3021 岡本　侑樹 オカモト　ユウキ 男 31 兵庫県



3022 西尾　年弘 ニシオ　トシヒロ 男 31 徳島県

3023 富岡　陽介 トミオカ　ヨウスケ 男 31 大阪府

3024 桂　大輔 カツラ　ダイスケ 男 31 兵庫県

3025 仁木　海渡 ニキ　カイト 男 31 高知県

3026 徳田　寛之 トクダ　ヒロユキ 男 32 大阪府

3027 山田　圭介 ヤマダ　ケイスケ 男 32 東京都

3028 黒崎　文吾 クロサキ　ブンゴ 男 32 大阪府

3029 瀬山　真也 セヤマ　シンヤ 男 32 大阪府

3030 古林　優一 コバヤシ　ユウイチ 男 32 徳島県

3031 大西　和也 オオニシ　カズヤ 男 32 徳島県

3032 菊池　庄太 キクチ　ショウタ 男 32 兵庫県

3033 清水　桂 シミズ　ケイ 男 32 大阪府

3034 牧本　茂朗 マキモト　シゲアキ 男 32 大阪府

3035 澤　孝太郎 サワ　コウタロウ 男 33 大阪府

3036 邉見　宗一郎 ヘンミ　ソウイチロウ 男 33 兵庫県

3037 上野　晋平 ウエノ　シンペイ 男 33 愛媛県

3038 細谷　康太 ホソヤ　コウタ 男 33 兵庫県

3039 脇阪　太輔 ワキサカ　ダイスケ 男 33 大阪府

3040 奥野　峻史 オクノ　タケフミ 男 33 大阪府

3041 齊藤　翔一 サイトウ　ショウイチ 男 33 徳島県

3042 中川　進也 ナカガワ　シンヤ 男 33 徳島県

3043 今井　悠介 イマイ　ユウスケ 男 33 兵庫県

3044 井上　一輝 イノウエ　カズキ 男 34 東京都

3045 犬房　陽一 イヌフサ　ヨウイチ 男 34 香川県

3046 高村　昌吾 タカムラ　ショウゴ 男 34 広島県

3047 岡本　浩一 オカモ　コウイチ 男 34 大阪府

3048 國澤　武夫 クニサワ　タケオ 男 34 大阪府

3049 山方　聡志 ヤマガタ　サトシ 男 34 徳島県

3050 前田　貴啓 マエダ　タカヒロ 男 34 兵庫県

3051 三宅　大貴 ミヤケ　ダイキ 男 34 大阪府

3052 浅野　佑 アサノ　ユウ 男 34 滋賀県

3053 堀江　謙一 ホリエ　ケンイチ 男 34 徳島県

3054 上村　大輔 ウエムラ　ダイスケ 男 34 兵庫県

3055 池田　憲史 イケダ　ノリフミ 男 34 兵庫県

3056 吉岡　誠一郎 ヨシオカ　セイイチロウ 男 34 香川県

3501 野本　有吾 ノモト　ユウゴ 男 35 京都府

3502 成松   法晃 ナリマツ   ノリアキ 男 35 大阪府

3503 森尾　晃吉 モリオ　アキヨシ 男 35 兵庫県

3504 深見　富雄 フカミ　トミオ 男 35 兵庫県

3505 亀岡　貴史 カメオカ　タカフミ 男 35 愛媛県

3506 伊勢　浩一 イセ　コウイチ 男 35 徳島県



3507 浜本　悠人 ハマモト　ユウジン 男 35 東京都

3508 松本　具樹 マツモト　トモキ 男 35 大阪府

3509 兼松　信広 カネマツ　ノブヒロ 男 35 兵庫県

3510 中西　泰彦 ナカニシ　ヤスヒコ 男 35 徳島県

3511 岡地　信幸 オカチ　ノブユキ 男 36 徳島県

3512 大村　孝明 オオムラ　タカアキ 男 36 徳島県

3513 清水　慎之介 シミズ　シンノスケ 男 36 兵庫県

3514 渡井口　和豪 トイグチ　カズタケ 男 36 徳島県

3515 梅本　卓資 ウメモト　タクシ 男 36 徳島県

3516 平田　謙児 ヒラタ　ケンジ 男 36 徳島県

3517 辻　巨樹 ツジ　ナオキ 男 36 大阪府

3518 坂田　陽介 サカタ　ヨウスケ 男 36 徳島県

3519 松浦　和文 マツウラ　カズフミ 男 37 徳島県

3520 岡田　健吾 オカダ　ケンゴ 男 37 大阪府

3521 東　光寿 アズマ　ミツトシ 男 37 徳島県

3522 中村　烈 ナカムラ ツヨシ 男 37 兵庫県

3523 四宮　俊生 シノミヤ　トシキ 男 37 徳島県

3524 犬塚　弘経 イヌヅカ　ヒロツネ 男 37 徳島県

3525 大地　高規 オオチ　タカノリ 男 37 徳島県

3526 板東　毅 バンドウ　ツヨシ 男 37 徳島県

3527 今井　聡志 イマイ　サトシ 男 37 大阪府

3528 田中　泰年 タナカヤス　トシ 男 37 兵庫県

3529 土田　洋平 ツチダ　ヨウヘイ 男 37 岐阜県

3530 中村谷　威之 ナカムラヤ　タケシ 男 37 香川県

3531 石井　明彦 イシイ　アキヒコ 男 37 岡山県

3532 清水　昌雄 シミズ　マサオ 男 37 愛知県

3533 吉本　和輝 ヨシモト　カズテル 男 37 京都府

3534 吉田  治訓 ヨシダ　ハルノリ 男 37 大阪府

3535 根本　昌幸 ネモト　マサユキ 男 37 徳島県

3536 長町　啓吾 ナガマチ　ケイゴ 男 37 香川県

3537 田中　悠吾 タナカ　ユウゴ 男 37 大阪府

3538 白石　正行 シライシ　マサユキ 男 37 兵庫県

3539 小坂　文昭 コサカ　フミアキ 男 38 兵庫県

3540 横山　裕司 ヨコヤマ　ユウジ 男 38 徳島県

3541 壷井　覚 ツボイ　サトル 男 38 大阪府

3542 近藤　祐介 コンドウ　ユウスケ 男 38 徳島県

3543 大森　好彦 オオモリ　ヨシヒコ 男 38 兵庫県

3544 松本　昌士 マツモト　マサシ 男 38 大阪府

3545 出口　恵司 デグチ　ケイジ 男 38 大阪府

3546 嶋岡　裕史 シマオカ　ヒロシ 男 38 大阪府

3547 藤本　努 フジモト ツトム 男 38 大阪府



3548 谷川　隆史 タニガワ　タカシ 男 38 兵庫県

3549 藤原　弘樹 フジワラ　ヒロキ 男 38 兵庫県

3550 井上　洋平 イノウエ　ヨウヘイ 男 38 徳島県

3551 亀井　宣人 カメイ　ノブヒト 男 38 大阪府

3552 大西　勝博 オオニシ  カツヒロ 男 38 兵庫県

3553 大石　陽一郎 オオイシ　ヨウイチロウ 男 38 鳥取県

3554 中村　浩也 ナカムラ　ヒロヤ 男 38 徳島県

3555 吉田　涼ニ ヨシダ　リョウジ 男 39 三重県

3556 山本　裕文 ヤマモト　ヒロフミ 男 39 京都府

3557 村上　幸宏 ムラカミ　ユキヒロ 男 39 大阪府

3558 開　健太 ヒラキ　ケンタ 男 39 愛媛県

3559 前田　長志 マエダ　ヒサシ 男 39 兵庫県

3560 樫原　祐市 カシハラ　ユウイチ 男 39 滋賀県

3561 釣　孝宏 ツリ　タカヒロ 男 39 兵庫県

3562 坂尾　将幸 サカオ　マサユキ 男 39 大阪府

3563 島田　勝弘 シマダ　カツヒロ 男 39 兵庫県

3564 山城　佑介 ヤマシロ　ユウスケ 男 39 大阪府

3565 森下　功一 モリシタ　コウイチ 男 39 大阪府

3566 天野　貴文 アマノ　ヨシフミ 男 39 徳島県

3567 小林　賢司 コバヤシ　ケンジ 男 39 兵庫県

3568 近藤　英司 コンドウ　エイジ 男 39 徳島県

3569 根岸　健太郎 ネギシ　ケンタロウ   男 39 大阪府

3570 広瀬　健太郎 ヒロセ　ケンタロウ 男 39 大阪府

4201 西澤　和也 ニシザワ　カズヤ 男 40 滋賀県

4202 篠崎　成 シノザキ　セイ 男 40 香川県

4203 舛形　勲 マスガタ　イサオ 男 40 香川県

4204 伊藤　公一 イトウ　コウイチ 男 41 兵庫県

4205 三宅　真一 ミヤケ　シンイチ 男 41 香川県

4206 亀川　健司 カメガワ　ケンジ 男 41 徳島県

4207 渡邉 　浩司 ワタナベ　コウジ 男 41 愛媛県

4208 梅津　剛裕 ウメヅ　タカヒロ 男 41 徳島県

4209 松平　泰 マツヒラ　ヤスシ 男 41 愛媛県

4210 西岡　　耕一 ニシオカ　コウイチ 男 41 愛媛県

4211 竹内　章雄 タケウチ　アキオ 男 42 岡山県

4212 片山　秀樹 カタヤマ　ヒデキ 男 42 高知県

4213 安田　裕己 ヤスダ　ヒロミ 男 42 東京都

4214 神月　祥臣 コウヅキ　ヨシオミ 男 42 兵庫県

4215 辻川　元庸 ツジカワ　モトノブ 男 43 大阪府

4216 植田　大介 ウエダ　ダイスケ 男 43 大阪府

4217 浅川　秀之 アサカワ　ヒデユキ 男 43 神奈川県

4218 平野　正臣 ヒラノ　マサオミ 男 43 徳島県



4219 若原　新吾 ワカハラ　シンゴ 男 44 兵庫県

4701 加藤　正樹 カトウ　マサキ 男 45 兵庫県

4702 高田　一治 タカタ　カズハル 男 45 広島県

4703 若竹　真一 ワカタケ　シンイチ 男 45 奈良県

4704 中川　和男 ナカガワ　カズオ 男 45 大阪府

4705 佐藤　源信 サトウ　ゲンシン 男 46 愛知県

4706 天野　順二 アマノ　ジュンジ 男 46 兵庫県

4707 岸本 　健吾 キシモト  ケンゴ 男 46 兵庫県

4708 田村　直樹 タムラ　ナオキ 男 46 徳島県

4709 芥川　悟 アクタガワ　サトル 男 47 愛媛県

4710 飯田　博之 イイダ　ヒロユキ 男 48 愛知県

4711 菊地　量久 キクチ　カズヒサ 男 48 愛媛県

4712 浅本　勝一 アサモト　ショウイチ 男 49 大阪府

4713 伯耆　徳之 ホウキ　ノリユキ 男 49 奈良県

4714 武内　裕孝 タケウチ　ヒロタカ 男 49 香川県

4715 山内　裕正 ヤマウチ　ヒロマサ 男 49 愛媛県

4716 高橋　泰夫 タカハシ　ヤスオ 男 49 岡山県

5201 谷本　聖二 タニモト　ショウジ 男 52 香川県

5202 幸野　利彦 コウノ　トシヒコ 男 52 香川県

5203 宿院　雅広 シュクイン　マサヒロ 男 52 京都府

5204 平磯　正吏 ヒライソ　マサシ 男 52 愛媛県

5701 田中　英夫 タナカ　ヒデオ 男 55 新潟県

5702 小島　一朗 コジマ　イチロウ 男 55 京都府

5703 二木　明彦 フタキ　アキヒコ 男 57 東京都

5704 堀川　光裕 ホリカワ　ミツヒロ 男 58 徳島県

5705 塩谷　浩二 シオタニ　コウジ 男 58 福岡県

6767 住友  敏明 スミトモ　トシアキ 男 68 徳島県
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4001 宇佐美　智之 ウサミ　トモユキ 男 40 大阪府

4002 清水　雄一郎 シミズ　ユウイチロウ 男 40 大阪府

4003 吉岡　均 ヨシオカ　ヒトシ 男 40 三重県

4004 藤井　拓弥 フジイ　タクヤ 男 40 兵庫県

4005 佐藤　亮一 サトウ　リョウイチ 男 40 京都府

4006 溝口　明 ミゾグチ　アキラ 男 40 兵庫県

4007 金村　斉 カナムラ　ヒトシ 男 40 京都府

●第２ウエーブ　９時０２分スタート（青色スイムキャップ）

　＜男子４０歳－４９歳：合計１９７名＞



4008 金山　裕亮 カナヤマ　ヒロアキ 男 40 大阪府

4009 西　達也 ニシ　タツヤ 男 40 福岡県

4010 西川　雅徳 ニシカワ　マサノリ 男 40 大阪府

4011 宮嶋　宏順 ミヤジマ　ヒロユキ 男 41 愛知県

4012 藤原　常樹 フジワラ　ツネキ 男 41 兵庫県

4013 瀬野　洋平 セノ　ヨウヘイ 男 41 徳島県

4014 湊　俊介 ミナト　シュンスケ 男 41 徳島県

4015 George Rohan George Rohan 男 41 東京都

4016 山上　佳樹 ヤマガミ　ヨシキ 男 41 香川県

4017 坂本　昌郎 サカモト　マサオ 男 41 徳島県

4018 鈴木　史郎 スズキ　シロウ 男 41 兵庫県

4019 田邉　好 タナベ　ヨシミ 男 41 大阪府

4020 眞藤　浩司 シンドウ　コウジ 男 41 兵庫県

4021 山本　朋貴 ヤマモト　トモタカ 男 41 滋賀県

4022 岸浜　順志 キシハマ　ジュンジ 男 41 徳島県

4023 林　岳 ハヤシ　タカシ 男 41 滋賀県

4024 上栗　基靖 カミグリ　モトヤス 男 41 兵庫県

4025 龍頭　正明 リュウトウ　マサアキ 男 41 大阪府

4026 道閑　雅俊 ドウカン　マサトシ 男 41 岡山県

4027 右城　伸 ウシロ　シン 男 42 高知県

4028 江口　昌幸 エグチ　マサユキ 男 42 徳島県

4029 北原　基成 キタハラ　モトシゲ 男 42 神奈川県

4030 新田　啓之介 ニッタ　ケイノスケ 男 42 徳島県

4031 中島　秋彦 ナカジマ　アキヒコ 男 42 兵庫県

4032 小泉　隆司 コイズミ　タカシ 男 42 大阪府

4033 西　利明 ニシ　トシアキ 男 42 徳島県

4034 宮地　秀明 ミヤチ　ヒデアキ 男 42 兵庫県

4035 伊藤　秀樹 イトウ　ヒデキ 男 42 兵庫県

4036 伊勢島　淳一 イセジマ　ジュンイチ 男 42 香川県

4037 篠原　勇理 シノハラ　ユウリ 男 42 兵庫県

4038 谷田　映広 タニダ　アキヒロ 男 42 兵庫県

4039 井上　靖士 イノウエ　ヤスシ 男 42 兵庫県

4040 小松　正樹 コマツ　マサキ 男 42 大阪府

4041 和田　裕二 ワダ　ユウジ 男 42 香川県

4042 平居　郁雄 ヒライ　イクオ 男 42 京都府

4043 車塚　大輔 クルマヅカ　ダイスケ 男 42 大阪府

4044 元木　斉 モトキ　ヒトシ 男 42 徳島県

4045 三木　勝之 ミキ　カツユキ 男 42 香川県

4046 黒明　敏郎 クロミヨウ　トシロウ 男 43 岡山県

4047 喜田　浩平 キダ　コウヘイ 男 43 香川県



4048 喜多谷　栄治 キタヤ　エイジ 男 43 徳島県

4049 大西　祥一 オオニシ　ショウイチ 男 43 愛媛県

4050 北浜　太郎 キタハマ　タロウ 男 43 徳島県

4051 住瀬　秋彦 スミゼ 　アキヒコ 男 43 徳島県

4052 木村　俊介 キムラ　シュンスケ 男 43 兵庫県

4053 川岸　康文 カワギシ　ヤスフミ 男 43 大阪府

4054 米田 和英 ヨネダ　カズヒデ 男 43 徳島県

4055 南川　義孝 ミナガワ　ヨシノリ 男 43 大阪府

4056 原木　庄平 ハラキ　ショウヘイ 男 43 東京都

4057 山田　一憲 ヤマダ　カズノリ 男 43 大阪府

4058 真田　祐治 サナダ　ユウジ 男 43 広島県

4059 中西　良一 ナカニシ　リョウイチ 男 43 徳島県

4060 松橋　亨 マツハシ　トオル 男 43 静岡県

4061 玉岡　直泰 タマオカ　ナオヤス 男 43 兵庫県

4062 小川　修功 オガワ　シュウコウ 男 43 東京都

4063 米本　豊 ヨネモト　ユタカ 男 43 神奈川県

4064 樫原　一仁 カシハラ　カズヒト 男 43 兵庫県

4065 青山　昌裕 アオヤマ　マサヒロ 男 43 兵庫県

4066 村上　正浩 ムラカミ　マサヒロ 男 43 石川県

4067 富野　亮太 トミノ　リョウタ 男 43 兵庫県

4068 中野　徹 ナカノ　トオル 男 43 大阪府

4069 井筒　典久 イヅツ　ノリヒサ 男 43 兵庫県

4070 宮脇　健朗 ミヤワキ　ケンロウ 男 43 大阪府

4071 田村　知己 タムラ　トモミ 男 43 徳島県

4072 久岡　卓司 ヒサオカ　タクジ 男 43 兵庫県

4073 一宮　省三 イチミヤ　ショウゾウ 男 44 徳島県

4074 安井　竣希 ヤスイ　トシキ 男 44 大阪府

4075 石井　靖人 イシイ　ヤスト 男 44 兵庫県

4076 西田　秀一 ニシダ　ヒデカズ 男 44 兵庫県

4077 上杉　貴則 ウエスギ　タカノリ 男 44 兵庫県

4078 大野　力也 オオノ　リキヤ 男 44 兵庫県

4079 山本　浩平 ヤマモト　コウヘイ 男 44 東京都

4080 村田　正人 ムラタ　マサト 男 44 兵庫県

4081 大久保　和典 オオクボ　カズノリ 男 44 大阪府

4082 大西　勝也 オオニシ　カツヤ 男 44 兵庫県

4083 松木　隆史 マツキ　タカシ 男 44 香川県

4084 佐伯　英樹 サエキ　ヒデキ 男 44 岡山県

4085 山本　直充 ヤマモト　ナオミツ 男 44 兵庫県

4086 金田　直広 カネダ　ナオヒロ 男 44 大阪府

4087 木地　達也 キジ　タツヤ 男 44 奈良県



4088 藤岡　大輔 フジオカ　ダイスケ 男 44 愛媛県

4089 宮本　良平 ミヤモト　リョウヘイ 男 44 大阪府

4090 吉平　一彦 ヨシヒラ　カズヒコ 男 44 大阪府

4091 宮　豊 ミヤ　ユタカ 男 44 兵庫県

4501 野村　光皓 ノムラ　ミツテル 男 45 大阪府

4502 植松　久登 ウエマツ　ヒサト 男 45 兵庫県

4503 中原　悟史 ナカハラ　サトシ 男 45 岡山県

4504 大家　健司 オオヤ　ケンジ 男 45 徳島県

4505 越宗　勝 コシムネ　マサル 男 45 大阪府

4506 生駒　元保 イコマ　モトヤス 男 45 兵庫県

4507 梶間　吉雄 カジマ　ヨシオ 男 45 兵庫県

4508 雁幕　星児 ガンマク　セイジ 男 45 広島県

4509 大塚　俊作 オオツカ　シュンサク 男 45 千葉県

4510 岡村　直人 オカムラ　ナオト 男 45 徳島県

4511 有野　康隆 アリノ　ヤスタカ 男 45 兵庫県

4512 赤道　鉄哉 アカミチ　テツヤ 男 45 奈良県

4513 佐藤　義之 サトウ　ヨシユキ 男 45 兵庫県

4514 林　丈裕 ハヤシ　タケヒロ 男 45 兵庫県

4515 平林　純 ヒラバヤシ　ジュン 男 45 兵庫県

4516 岩本　勝治 イワモト　カツジ 男 45 大阪府

4517 奥　崇 オク　タカシ 男 45 兵庫県

4518 藤田　貴之 フジタ　タカユキ 男 45 東京都

4519 小池　良雅 コイケ　ヨシマサ 男 45 大阪府

4520 浦田　浩孝 ウラタ　ヒロタカ 男 45 大阪府

4521 新羽　達也 ニワ　タツヤ 男 45 大阪府

4522 あべ木　亮二 アベキ　リョウジ 男 45 神奈川県

4523 樋下田　隆史 ヒゲタ　タカシ 男 45 埼玉県

4524 吉川    和男 ヨシカワ   カズオ 男 45 徳島県

4525 寺本　昌功 テラモト　マサノリ 男 45 徳島県

4526 原　正臣 ハラ　マサタミ 男 46 京都府

4527 田中　也尚 タナカ　ナリヒサ 男 46 奈良県

4528 米田　亮一 ヨネダ　リョウイチ 男 46 大阪府

4529 島田　真悟 シマダ　シンゴ 男 46 北海道

4530 岡澤　正樹 オカザワ　マサキ 男 46 徳島県

4531 笠井　慎二 カサイ　シンジ 男 46 徳島県

4532 廣岡　映治 ヒロオカ　エイジ 男 46 埼玉県

4533 丸山　和伸 マルヤマ　カズノブ 男 46 香川県

4534 濱野　曜一 ハマノ　ヨウイチ 男 46 兵庫県

4535 西村　健司 ニシムラ　ケンジ 男 46 徳島県

4536 桧皮　雅継 ヒワダ　マサツグ　 男 46 徳島県



4537 堀尾　勝英 ホリオ　カツヒデ 男 46 兵庫県

4538 谷口　哲也 タニグチ　テツヤ 男 46 徳島県

4539 古本　憲一 フルモト　ケンイチ 男 46 長崎県

4540 高井　春彦 タカイ　ハルヒコ 男 46 東京都

4541 矢野　博之 ヤノ　ヒロユキ 男 46 大阪府

4542 福岡　孝博 フクオカ　タカヒロ 男 46 徳島県

4543 荻野　賢志郎 オギノ　ケンシロウ 男 46 兵庫県

4544 神本　博勝 カミモト　ヒロマサ 男 47 兵庫県

4545 大岡　恒美 オオオカ　ツネミ 男 47 大阪市

4546 浅野　貴之 アサノ　タカユキ 男 47 愛知県

4547 上﨑 　尚吾 ウエサキ　ショウゴ 男 47 京都府

4548 野﨑　恭伸 ノザキ　ヤスノブ 男 47 大阪府

4549 黒土　善仁 クロツチ　ヨシヒト 男 47 大阪府

4550 横山　安業 ヨコヤマ　ヤスナリ 男 47 大阪府

4551 櫻根　誠一郎 サクラネ　セイイチロウ 男 47 兵庫県

4552 尾形　和雄 オガタ　カズオ 男 47 徳島県

4553 吉田　克也 ヨシダ　カツヤ 男 47 大阪府

4554 瀧　康太郎 タキ　コウタロウ 男 47 神奈川県

4555 板屋　克明 イタヤ　カツアキ 男 47 京都府

4556 三浦　雄一郎 ミウラ　ユウイチロウ 男 47 大阪府

4557 津布久　照慶 ツブク　アキノリ 男 47 大阪府

4558 鳥海　武夫 トリウミ　タケオ 男 47 徳島県

4559 中西　将之 ナカニシ　マサユキ 男 47 香川県

4560 花待　健 ハナマチ　タケシ 男 47 大阪府

4561 八木　悟 ヤギ　サトル 男 47 徳島県

4562 廣田　真紀 ヒロタ　マサキ 男 47 大阪府

4563 赤瀬　伸 アカセ　シン 男 47 兵庫県

4564 川上　雄二 カワカミ　ユウジ 男 47 徳島県

4565 藤原　一郎 フジワラ　イチロウ 男 47 大阪府

4566 吉澤　篤史 ヨシザワ　アツシ 男 47 広島県

4567 廣田　浩一 ヒロタ　コウイチ 男 47 奈良県

4568 新井　武志 アライ　タケシ 男 47 静岡県

4569 安田　徳基 ヤスダ　トクキ 男 47 兵庫県

4570 乾　康之 イヌイ　ヤスユキ 男 48 東京都

4571 秋田　秀樹 アキタ　ヒデキ 男 48 香川県

4572 西阪　充 ニシサカ　ミツル 男 48 大阪府

4573 村島　昇一 ムラシマ　ショウイチ 男 48 徳島県

4574 高尾　純一 タカオ　ジュンイチ 男 48 兵庫県

4575 牟田　敏晃 ムタ　トシアキ 男 48 大阪府

4576 仮谷　道彦 カリヤ　ミチヒコ 男 48 兵庫県



4577 濱野　正樹 ハマノ マサキ 男 48 兵庫県

4578 池元　泰 イケモト　ヤスシ 男 48 京都府

4579 金子　和矢 カネコ　カズヤ 男 48 神奈川県

4580 由里　雅則 ユリ　マサノリ 男 48 兵庫県

4581 柳井　英之 ヤナイ　ヒデユキ 男 48 大阪府

4582 小田　雄一 オダ　ユウイチ 男 48 大阪府

4583 宮崎　剛 ミヤザキ　タケシ 男 48 兵庫県

4584 牧野　貴 マキノ 　タカシ 男 48 兵庫県

4585 宮井　政夫 ミヤイ　マサオ 男 48 大阪府

4586 松井　直人 マツイ　ナオト 男 48 兵庫県

4587 藤田　雅史 フジタ　マサシ 男 49 兵庫県

4588 辻元　英 ツジモト　スグル 男 49 大阪府

4589 山本　幸弘 ヤマモト　ユキヒロ 男 49 愛知県

4590 大西　敬人 オオニシ　ヨシト 男 49 徳島県

4591 跡市　吉広 アトイチ　ヨシヒロ 男 49 兵庫県

4592 下谷　智久 シモタニ　トモヒサ 男 49 愛知県

4593 有田　英明 アリタ　ヒデアキ 男 49 大阪府

4594 奥本　哲一郎 オクモト　テツイチロウ 男 49 東京都

4595 藤田　東洋男 フジタ　トヨオ 男 49 大阪府

4596 常深　裕史 ツネミ　ヒロシ 男 49 兵庫県

4597 芳野　博俊 ヨシノ　ヒロトシ 男 49 兵庫県

4598 濱　善正 ハマ　ヨシマサ 男 49 奈良県

4599 雑賀　久晶 サイカ　ヒサアキ 男 49 和歌山県

4600 中条　俊士 ナカジョウ　シュンジ 男 49 兵庫県

4601 藤田　 賢治 フジタ　ケンジ 男 49 兵庫県

4602 国友　忠雄 クニトモ　タダオ 男 49 大阪府

4603 西田　佳史 ニシダ　ヨシフミ 男 49 大阪府

4604 中川　貴臣 ナカガワ　タカノリ 男 49 奈良県

4605 池辺　義博 イケベ　ヨシヒロ 男 49 大阪府

4606 浜口　憲司 ハマグチ　ケンジ 男 49 大阪府
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5001 田村　桂一 タムラ　ケイイチ 男 50 香川県

5002 中田　博之 ナカタ　ヒロユキ 男 50 奈良県

5003 山村　敏之 ヤマムラ　トシユキ 男 50 愛知県

●第３ウエーブ　９時０４分スタート（緑色スイムキャップ）

　＜男子５０歳－６４歳：合計１８７名＞



5004 新川　宏司 シンカワ　コウジ 男 50 香川県

5005 西尾　憲明 ニシオ　ノリアキ 男 50 香川県

5006 吉永　岳史 ヨシナガ　タケシ 男 50 大阪府

5007 森　広志 モリ　ヒロシ 男 50 愛媛県

5008 松本　龍哉 マツモト　タツヤ 男 50 大阪府

5009 藤本　純一 フジモト　ジュンイチ 男 50 大阪府

5010 原口　知則 ハラグチ　トモノリ 男 50 兵庫県

5011 小西　道広 コニシ　ミチヒロ 男 50 兵庫県

5012 桶谷　重雄 オケタニ  シゲオ 男 50 大阪府

5013 香坂　浩史 コウサカ　ヒロシ 男 50 大阪府

5014 伊集院　剛史 イジュウイン　タケシ 男 50 兵庫県

5015 西山　輝秋 ニシヤマ　テルアキ 男 50 兵庫県

5016 久保　匡敏 クボ　タダトシ 男 51 和歌山県

5017 有馬　吉弘 アリマ　ヨシヒロ 男 51 兵庫県

5018 武市　秀樹 タケイチ　ヒデキ 男 51 大阪府

5019 朝生　美徳 アサオ　ヨシノリ 男 51 兵庫県

5020 播田　尚人 ハリタ　ヒサト 男 51 大阪府

5021 畑　浩司 ハタ　ヒロシ 男 51 大阪府

5022 梅澤　宏之 ウメザワ　ヒロユキ 男 51 兵庫県

5023 前田　伸二 マエダ　シンジ 男 51 徳島県

5024 合田　和彦 ゴウダ　カズヒコ 男 51 香川県

5025 田中　章夫 タナカ　ノリオ 男 51 千葉県

5026 澁谷　祐一 シブヤ　ユウイチ 男 51 高知県

5027 中村　司郎 ナカムラ　シロウ 男 51 山口県

5028 糸井　良成 イトイ　ヨシナリ 男 51 大阪府

5029 南部　孝治 ナンブ　コウジ 男 51 高知県

5030 石橋　光明 イシバシ　ミツアキ 男 51 大阪府

5031 日下　郊介 クサカ　コウスケ 男 51 香川県

5032 守能　昇治 モリノ　ショウジ 男 51 大阪府

5033 高橋　仁 タカハシ　ヒトシ 男 51 愛媛県

5034 小国　達矢 オグニ　タツヤ 男 52 京都府

5035 丹下　智博 タンゲ　トモヒロ 男 52 千葉県

5036 尾崎　英樹 オサキ　ヒデキ 男 52 岡山県

5037 倉井　雅之 クライ　マサユキ 男 52 大阪府

5038 田中　滋 タナカ　シゲル 男 52 大阪府

5039 大喜田　義雄 オオキタ　ヨシオ 男 52 徳島県

5040 安田　雅章 ヤスダ　マサアキ 男 52 大阪府

5041 瀬尾　圭司 セオ　ケイジ 男 52 徳島県



5042 前田　道彦 マエダ　ミチヒコ 男 52 兵庫県

5043 桃井　寛仁 モモイ　ヒロヒト 男 52 兵庫県

5044 松下　靖弘 マツシタ　ヤスヒロ 男 52 大阪府

5045 戸祭　直己 トマツリ　ナオキ 男 52 香川県

5046 柳生　誠志 ヤギュウ　セイジ 男 52 大阪府

5047 森　卓史 モリ　タカジ 男 52 徳島県

5048 西川　吉浩 ニシカワ　ヨシヒロ 男 52 大阪府

5049 村上　和也 ムラカミ　カズヤ 男 52 徳島県

5050 羽田野　潔 ハタノ　キヨシ 男 52 東京都

5051 陶器　陽介 トウキ　ヨウスケ 男 52 大阪府

5052 吉田　竜二 ヨシダ　リュウジ 男 52 大阪府

5053 泉谷 泰彦 イズミヤ　ヤスヒコ 男 52 東京都

5054 宮地　一郎 ミヤジ　イチロウ 男 53 香川県

5055 山高　可継 ヤマタカ　ヨシツグ 男 53 大阪府

5056 所谷　哲志 トコロダニ　サトシ 男 53 高知県

5057 尾上　勝己 オノウエ　カツミ 男 53 大阪府

5058 泉　正文 イズミ　マサフミ 男 53 徳島県

5059 美濃部　宗雄 ミノベ　ムネオ 男 53 大阪府

5060 松島　億 マツシマ　ヤス 男 53 東京都

5061 月本　晋二 ツキモト　シンジ 男 53 岡山県

5062 中山　俊雄 ナカヤマ　トシオ 男 53 徳島県

5063 堂本　玲二 ドウモト　レイジ 男 53 兵庫県

5064 正岡　勝利 マサオカ　カツトシ 男 53 香川県

5065 藤田　直也 フジタ　ナオヤ 男 53 兵庫県

5066 青木　隆夫 アオキ　タカオ 男 53 神奈川県

5067 中村　錦彦 ナカムラ　カネヒコ 男 53 奈良県

5068 岩鼻　敏明 イワハナ　トシアキ 男 53 兵庫県

5069 大久保　隆義 オオクボ　タカヨシ 男 53 徳島県

5070 原口　睦央 ハラグチ　ムツオ 男 53 京都府

5071 砂川　正彦 スナガワ　マサヒコ 男 54 兵庫県

5072 藤原　又三 フジワラ　マタゾウ 男 54 大阪府

5073 小西　正宣 コニシ　マサノブ 男 54 兵庫県

5074 竹原　大輔 タケハラ　ダイスケ 男 54 度島県

5075 森山　秀二 モリヤマ　シュウジ 男 54 大阪府

5076 富川　晃行 トミカワ　テルユキ 男 54 徳島県

5077 七田　栄作 シチタ　エイサク 男 54 徳島県

5078 大西　好久 オオニシ　ヨシヒサ 男 54 香川県

5079 熊田原  修 クマタバラ　オサム 男 54 大阪府



5080 横田　忠昌 ヨコタ　タダマサ 男 54 和歌山

5081 加地　豊満 カジ　トヨミツ 男 54 香川県

5082 伊東　聡 イトウ　サトシ 男 54 大阪府

5083 酒井　肇 サカイ　ハジメ 男 54 大阪府

5084 植松　弘至 ウエマツ　ヒロシ 男 54 奈良県

5085 福田　茂男 フクダ　シゲオ 男 54 兵庫県

5501 寺田　孝 テラダ　タカシ 男 55 静岡県

5502 中野　和夫 ナカノ　カズオ 男 55 高知県

5503 坂田　和人 サカタ　カズト 男 55 奈良県

5504 前田　晃 マエダ　アキラ 男 55 滋賀県

5505 伊藤　毅志 イトウ　タケシ 男 55 東京都

5506 秋山　研龍 アキヤマ　ケンリュウ 男 55 広島県

5507 牧田　広隆 マキタ　ヒロタカ 男 55 京都府

5508 北市　隆 キタイチ　タカシ 男 55 徳島県

5509 山田　勝美 ヤマダ　カツミ 男 55 岐阜県

5510 菅野 　泰典 スガノ  ヤスノリ 男 55 和歌山県

5511 藤本　正己 フジモト　マサミ 男 55 徳島県

5512 竹中　友見 タケナカ　トモミ 男 55 愛知県

5513 持田　長雄 モチダ　オサオ 男 56 滋賀県

5514 薮下　克彦 ヤブシタ　カツヒコ 男 56 兵庫県

5515 長尾　浩 ナガオ　ヒロシ 男 56 京都府

5516 上野　稔 ウエノ　ミノル 男 56 東京都

5517 野垣　浩 ノガキ　ヒロシ 男 56 大阪府

5518 野邊　仁司 ノベ 　ヒトシ 男 56 兵庫県

5519 久保田　利宏 クボタ　トシヒロ 男 56 兵庫県

5520 梅口　昇 ウメグチ　ノボル 男 56 大阪府

5521 前野　哲也 マエノ　テツヤ 男 56 徳島県

5522 竹下　宏太郎 タケシタ　コウタロウ 男 57 大阪府

5523 柳川　好夫 ヤナガワ　ヨシオ 男 57 兵庫県

5524 灘波　博司 ナンバ　ヒロシ 男 57 香川県

5525 浜　典男 ハマ　ノリオ 男 57 京都府

5526 増尾　繁ニ マスオ　シゲジ 男 57 奈良県

5527 新村　泰憲 シンムラ　ヤスノリ 男 57 静岡県

5528 河野　正秀 カワノ　マサヒデ 男 57 徳島県

5529 船越　信 フナコシ　マコト 男 57 大阪府

5530 竹内　正 タケウチ　タダシ 男 57 徳島県

5531 石田　一美 イシダ　カズミ 男 57 岡山県

5532 増田　洋一 マスダ　ヨウイチ 男 57 東京都



5533 坂口　雅夫 サカグチ　マサオ 男 57 岡山県

5534 伊藤　耕治 イトウ　コウジ 男 57 岡山県

5535 畑　伸生 ハタ　ノブオ 男 57 高知県

5536 吉田　雅彦 ヨシダ　マサヒコ 男 58 徳島県

5537 毛利　正志 モウリ　タダシ 男 58 大阪府

5538 大島　昇 オオシマ　ノボル 男 58 埼玉県

5539 鈴木　敏之 スズキ　トシユキ 男 58 徳島県

5540 片山　裕昭 カタヤマ ヒロアキ 男 58 徳島県

5541 畑　正樹 ハタ　マサキ 男 58 滋賀県

5542 CHELBERG STEPHEN チェルバーグ　スティーブン 男 58 東京都

5543 新宮　龍二 シングウ　リュウジ 男 58 香川県

5544 岩倉  孝治 イワクラ  コウジ 男 58 大阪府

5545 祖父江　貴 ソフエ　タカシ 男 58 徳島県

5546 前田　恭孝 マエダ　ヤスタカ 男 58 京都府

5547 秋山　秀行 アキヤマ　ヒデユキ 男 58 岡山県

5548 河野　明史 カワノ　アキフミ 男 58 徳島県

5549 立井　潤也 タチイ　ジュンヤ 男 58 大阪府

5550 瀬谷　和男 セタニ　カズオ 男 58 徳島県

5551 山口　豊 ヤマグチ　ユタカ 男 58 兵庫県

5552 小山　裕司 コヤマ　ユウジ 男 59 大阪府

5553 名和手　哲 ナワテ　テツ 男 59 大阪府

5554 川原　勝行 カワハラ　カツユキ 男 59 大阪府

5555 越智　豊 オチ　ユタカ 男 59 兵庫県

5556 雁木　淳一 ガンギ　ジュンイチ 男 59 愛媛県

5557 岸本　哲嘉 キシモト　テツヨシ 男 59 京都府

5558 岩澤　哲 イワザワ　アキラ 男 59 兵庫県

6001 田中 栄二 タナカ　エイジ 男 60 香川県

6002 西原　学 ニシハラ　マナブ 男 60 岡山県

6003 福岡　正彦 フクオカ　マサヒコ 男 60 大阪府

6004 犬伏　重雄 イヌブシ　シゲオ 男 60 徳島県

6005 松尾　誠治 マツオ　セイジ 男 60 徳島県

6006 福田　恒人 フクダ　ツネト 男 60 高知県 

6007 川岸　隆彦 カワギシ　タカヒコ 男 60 大阪府

6008 浅見　学 アサミ　マナブ 男 60 兵庫県

6009 太田　勝行 オオタ　カツユキ 男 61 兵庫県

6010 藤原　廣昭 フジワラ　ヒロアキ 男 61 兵庫県

6011 大江　進 オオエ　ススム 男 61 兵庫県

6012 萩原　和繁 ハギハラ　カズシゲ 男 61 岡山県



6013 安積　幸志 アヅミ　コウジ 男 61 大阪府

6014 岸田　健 キシダ　ケン 男 61 兵庫県

6015 黒崎　宏行 クロサキ　ヒロユキ 男 61 徳島県

6016 山口　敏秀 ヤマグチ　トシヒデ 男 61 大阪府

6017 喜多　啓吉 キタ　ケイキチ 男 61 徳島県

6018 昌子　一郎 ショウジ　イチロウ 男 61 島根県

6019 香門　浩一 カモン　コウイチ 男 61 兵庫県

6020 西亦　良公 ニシマタ　ヨシヒト 男 61 徳島県

6021 梶浦　秀一 カジウラ　ヒデイチ 男 62 徳島県

6022 鎌田　徳一 カマダ　トクイチ 男 62 徳島県

6023 奥井　潤 オクイ　ジュン 男 62 大阪府

6024 森　浩二 モリ　コウジ 男 62 兵庫県

6025 岩井　浩一 イワイ　コウイチ 男 62 兵庫県

6026 早馬　一正 ハヤマ　カズマサ 男 62 香川県

6027 工藤　信人 クドウ　ノブヒト 男 62 徳島県

6028 林　寿彦 ハヤシ　トシヒコ 男 62 兵庫県

6029 石飛　肇 イシトビ　ハジメ 男 62 兵庫県

6030 楠　孝夫 クスノキ　タカオ 男 62 徳島県

6031 小笠　秀二郎 オガサ　シュウジロウ 男 63 徳島県

6032 三木　國夫 ミキ　クニオ 男 63 徳島県

6033 毛利　寛治 モウリ　カンジ 男 63 愛媛県

6034 西尾　秀明 ニシオ　ヒデアキ 男 63 徳島県

6035 筒路　登志男 ツツジ　トシオ 男 63 大阪府

6036 川﨑　潔 カワサキ　キヨシ 男 63 大阪府

6037 平岡　裕 ヒラオカ　ヒロシ 男 63 鳥取県

6038 竹内　光雄 タケウチ　ミツオ 男 63 兵庫県

6039 横木　芳弘 ヨコギ　ヨシヒロ 男 63 京都府

6040 沖村　政則 オキムラ　マサノリ 男 63 東京都

6041 吉永　勝重 ヨシナガ　カツシゲ 男 64 徳島県

6042 原　良明 ハラ　ヨシアキ 男 64 徳島県

6043 山本　賢一 ヤマモト　ケンイチ 男 64 神奈川県

6044 佐藤　周平 サトウ　シュウヘイ 男 64 東京都

●第４ウエーブ　９時０６分スタート（黄色スイムキャップ）

　＜男子６５歳－８９歳：合計３４名＞



レース

ナンバー
氏名 シメイ 性別

2016

年末年齢

登録加

盟団体

6501 吉本　豊英 ヨシモト　トヨヒデ 男 65 徳島県

6502 和泉谷　英雄 イズミタニ　ヒデオ 男 65 大阪府

6503 角田　隆志 ツノダ　タカシ 男 65 大阪府

6504 長谷部　雅幸 ハセベ　マサユキ 男 65 大阪府

6505 大和　義幸 ヤマト　ヨシユキ 男 66 徳島県

6506 西田　秋義 ニシダ　アキヨシ 男 66 岡山県

6507 山口　誠 ヤマグチ　マコト 男 66 兵庫県

6508 賀川　泰広 カガワ　ヤスヒロ 男 66 徳島県

6509 揖場　裕 イバ　ユタカ 男 66 兵庫県

6510 大津　行春 オオツ　ユキハル 男 66 徳島県

6511 小野田　勇 オノダ　イサム 男 66 和歌山県

6512 若林　万寿雄 ワカバヤシ　マキオ 男 66 徳島県

6513 山本　哲 ヤマモト　サトシ 男 66 香川県

6514 竹村　健太郎 タケムラ　ケンタロウ 男 67 滋賀県

6515 村井　登　 ムライ　ノボル 男 67 香川県

6516 小寺　卓郎 コテラ　タクロウ 男 67 兵庫県

6517 安藤　隆史 アンドウ　タカシ 男 68 香川県

6518 中山　徳雄 ナカヤマ　ノリオ 男 68 香川県

6519 熊本　徹 クマモト　トオル 男 68 徳島県

6520 中武　佳史 ナカタケ　ヨシフミ 男 69 奈良県

6521 熊倉　正彦 クマクラ　マサヒコ 男 69 兵庫県

6522 住友　 明 スミトモ　アキラ 男 69 兵庫県

6523 前田　博幸 マエダ　ヒロユキ 男 69 徳島県

7001 森　正 モリ　タダシ 男 71 奈良県

7002 尾藤　博文 ビトウ　ヒロフミ 男 72 和歌山県

7003 濱口　辰雄 ハマグチ　タツオ 男 72 茨城県

7004 門田　勝 カドタ　マサル 男 72 徳島県

7005 高木　茂雄 タカギ　シゲオ 男 74 大阪府

7501 柏原　宏 カシハラ　ヒロシ 男 75 香川県

7502 田中　欣二 タナカ　キンジ 男 75 山口県

7503 小林　良康 コバヤシ　ヨシヤス 男 78 大阪府

7504 田中　國宣 タナカ　クニノブ 男 78 熊本県

8001 阪本　一雄 サカモト　カズオ 男 80 大阪府

8501 伊賀　正美 イガ　マサミ 男 87 徳島県



レース

ナンバー
氏　名 シ　メ　イ 性別

2016

年末年齢

登録加

盟団体

181 石田　愛 イシダ　アイ 女 20 大阪府

182 木下　遥奈 キノシタ　ハルナ 女 20 岡山県

183 杉谷　雪 スギタニ　ユキ 女 23 徳島県

251 曽根原　綾華 ソネハラ　アヤカ 女 25 香川県

252 前田　美里 マエダ　ミサト 女 26 京都府

253 橋本　沙奈枝 ハシモト　サナエ 女 27 徳島県

254 奥井　沙織 オクイ　サオリ 女 27 兵庫県

255 岡本　直子 オカモト　ナオコ 女 29 和歌山県

301 Vedeneeva Ksenia Vedeneeva Ksenia 女 31 東京都

302 東尾　奈々 ヒガシオ　ナナ 女 32 茨城県

303 田村 　莉絵 タムラ  リエ 女 32 滋賀県

304 岩松　裕子 イワマツ　ユウコ 女 33 大阪府

305 林　伸江 ハヤシ　ノブエ 女 34 兵庫県

351 金剛丸　朋子 コンゴウマル　トモコ 女 35 兵庫県

352 川村　　望美 カワムラ　ノゾミ 女 36 和歌山県

353 二星　智恵子 ニボシ　チエコ 女 36 兵庫県

354 CHELBERG 裕美 チェルバーグ　ヒロミ 女 36 東京都

355 中島　聖子 ナカジマ  セイコ 女 37 兵庫県

356 上野　洋子 ウエノ　ヨウコ 女 37 兵庫県

357 藤田　喜久子 フジタ　キクコ 女 37 滋賀県

358 仲上　記代 ナカガミ　キヨ 女 37 滋賀県

359 樋口　知美 ヒグチ　トモミ 女 37 和歌山県

360 乾井　貴子 イヌイ  タカコ 女 38 奈良県

361 山野　聡子 ヤマノ　アキコ 女 38 兵庫県

362 佐竹　順子 サタケ　ジュンコ 女 38 徳島県

363 杉本　百代 スギモト　モモヨ 女 39 京都府

364 小阪　はるな コサカ　ハルナ 女 39 兵庫県

401 辻江　智子 ツジエ　トモコ 女 40 大阪府

402 近藤　佐枝 コンドウ　サエ 女 41 岡山県

403 池上　裕子 イケガミ　ユウコ 女 41 和歌山県

404 畔上　多恵子 アゼガミ　タエコ 女 41 大阪府

405 新倉　綾 ニイクラ　アヤ 女 42 東京都

406 伊浦　佳代子 イウラ　カヨコ 女 42 大阪府

407 三宅 　美有紀 ミヤケ  ミユキ 女 42 大阪府

　＜全女子：合計９５名＞

●第４ウエーブ　９時０６分スタート（赤色スイムキャップ）



408 中村　あゆ子 ナカムラ　アユコ 女 42 香川県

409 松川　希代子 マツカワ　キヨコ 女 43 兵庫県

410 山本　キンバリー ヤマモト　キンバリー 女 43 神奈川県

411 坂田　絵里子 サカタ　エリコ 女 43 東京都

412 大村　実巨 オオムラ　マコ 女 43 大阪府

413 高原　しのぶ タカハラ　シノブ 女 43 徳島県

414 中川　美樹 ナカガワ　ミキ 女 43 大阪府

415 笠谷　仁美 カサタニ　ヒトミ 女 43 奈良県　

416 阿部　美智子 アベ　ミチコ 女 43 兵庫県

417 先田　由紀 サキタ　ユキ 女 43 徳島県

418 山本　加陽子 ヤマモト　カヨコ 女 44 兵庫県

419 福島　永子 フクシマ　エイコ 女 44 大阪府

420 円増　朋子 エンソウ　トモコ 女 44 兵庫県

421 森本　亜由美 モリモト　アユミ 女 44 兵庫県

422 中村　眞理 ナカムラ　マリ 女 44 香川県

423 道法  裕子 ドウホウ　ユウコ 女 44 兵庫県

424 牟礼　知子 ムレ　トモコ 女 44 徳島県

425 碇　由香 イカリ　ユカ 女 44 大阪府

426 趙　千里 チョウ　チサト 女 44 大阪府

451 大家　淳子 オオヤ　ジュンコ 女 45 徳島県

452 中川　紀美佳 ナカガワ　キミカ 女 45 徳島県

453 山本　あゆみ ヤマモト　アユミ 女 45 大阪府

454 三輪　泉 ミワ　イズミ 女 46 兵庫県

455 榮　圭子 サカエ　ケイコ 女 47 大阪府

456 近藤　美和 コンドウ　ミワ 女 48 兵庫県

457 山澤 　洋子 ヤマザワ  ヨウコ 女 48 東京都

458 山下　昭子 ヤマシタ　アキコ 女 49 兵庫県

459 平野　真弓 ヒラノ　マユミ 女 49 徳島県

501 米田　友香 ヨネダ　ユカ 女 50 徳島県

502 竹内　雅子 タケウチ　マサコ 女 50 徳島県

503 脇田　みどり ワキタ　ミドリ 女 51 徳島県

504 湯川　ゆかり ユカワ　ユカリ 女 51 京都府

505 南方　亜津子 ミナカタ　アツコ 女 51 和歌山県

506 田中　貴美子 タナカ　キミコ 女 52 大阪府

507 田久世　奈々子 タクセ　ナナコ 女 52 兵庫県

508 中村　真奈 ナカムラ　マナ 女 53 京都府

509 小国　久子 オグニ　ヒサコ 女 54 京都府

510 富川　由美子 トミカワ　ユミコ 女 54 徳島県

511 寺田　香織 テラダ　カオリ 女 54 東京都



512 佐貫　秀子 サヌキ　ヒデコ 女 54 兵庫県

551 田中　あけみ タナカ　アケミ 女 55 香川県

552 政田　由紀 マサダ　ユキ 女 55 大阪府

553 山本　彩 ヤマモト　アヤ 女 55 京都府

554 岡田 　広美 オカダ 　ヒロミ 女 56 高知県

555 船越　友紀子 フナコシ　ユキコ 女 56 大阪府

556 井上　範子 イノウエ　ノリコ 女 57 兵庫県

557 國友　るり クニトモ　ルリ 女 57 和歌山県

558 安部　英子 アベ　エイコ 女 58 大阪府

559 中川   智子 ナカガワ　トモコ 女 58 大阪府

560 細尾　光子 ホソオ　ミツコ 女 58 和歌山県

561 岩松　温子 イワマツ　アツコ 女 59 兵庫県

601 阪部　貴美 サカベ　タカミ 女 61 和歌山県

602 浅見　まち子 アサミ　マチコ 女 61 兵庫県

603 小杉　智英子 コスギ　チエコ 女 61 大阪府

604 小川　好子 オガワ　ヨシコ 女 62 岡山県

605 竹内　敏江 タケウチ　トシエ 女 63 兵庫県

606 廣田　美代 ヒロタ　ミヨ 女 63 大阪府

651 宮本　悦子 ミヤモト　エツコ 女 68 徳島県

652 松本　郁子 マツモト　イクコ 女 69 大阪府

701 三田　伸子 ミタ　ノブコ 女 70 広島県

702 森　祥子 モリ　サチコ 女 73 徳島県


