
第38回日本マスターズ水泳選手権大会　ＯＷＳ競技
ＯＷＳ愛知りんくうオープン2022

１．女子　５００ｍ
No 氏名 カナ 区分 都道府県 チーム名

101 加藤いちご ｶﾄｳ ｲﾁｺﾞ 小学生 愛知県 岡崎竜城SC

102 服部　楓希 ﾊｯﾄﾘ ﾌｳｷ 高校生 愛知県 中村88

103 森山　菜月 ﾓﾘﾔﾏ ﾅﾂｷ 一般 愛知県 アクアティクスジャパン

104 辻村　宣子 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾉﾌﾞｺ 一般 三重県

105 髙野　映子 ﾀｶﾉ ｴｲｺ 40～44歳 愛知県 AQUATICS-JP

106 森山　万里 ﾓﾘﾔﾏ ﾏﾘ 55～59歳 愛知県 AQUATICS-JP

107 佐々木　滋子 ｻｻｷ ｼｹﾞｺ 65～69歳 愛知県 AQUATICS-JP

108 鈴木　美津子 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｺ 65～69歳 愛知県 AQUATICS-JP

２．男子　５００ｍ
No 氏名 カナ 区分 都道府県 チーム名

121 竹田　慎吾 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 一般 静岡県

122 木村　康希 ｷﾑﾗ ｺｳｷ 一般 愛知県

123 中村　征人 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾄ 一般 愛知県

124 隅川　純一 ｽﾐｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 一般 三重県

125 山口　茂 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 一般 愛知県 リップル

126 加藤　浩克 ｶﾄｳ ﾋﾛｶﾂ 一般 北海道

127 吉本　昇司 ﾖｼﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 一般 愛知県 バチェラ

128 清水　明 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ 一般 愛知県

129 白井　尋也 ｼﾗｲ ﾋﾛﾅﾘ 40～44歳 愛知県 AQUATICS-JP

130 石原　昇太郎 ｲｼﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 50～54歳 東京都 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬

131 山本　英朗 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 55～59歳 愛知県 中日ＳＣ

132 竹原　清人 ﾀｹﾊﾗ ｷﾖﾄ 60～64歳 長野県 ＡＤＩスイム
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３．女子　１０００ｍ
No 氏名 カナ 区分 都道府県 チーム名

201 古川　瑞歩 ﾌﾙｶﾜ ﾐｽﾞﾎ 小学生 広島県 ビート広島

202 岩野  紗和 ｲﾜﾉ ｻﾜ 小学生 愛知県 東邦ＳＣ

203 土岐　美咲 ﾄｷ ﾐｻｷ 一般 岐阜県

204 中嶋　明子 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｺ 一般 神奈川県

205 服部　松美 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾂﾐ 60～64歳 愛知県 ｒＣＯＭＥＴ

４．男子　１０００ｍ
No 氏名 カナ 区分 都道府県 チーム名

221 髙野    淳 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ 高校生 愛知県 ＴＸ刈谷

222 松下　晃太郎 ﾏﾂｼﾀ ｺｳﾀﾛｳ 一般 神奈川県

223 飯塚　正樹 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻｷ 一般 茨城県

224 妹尾　元気 ｾﾉｵ ｹﾞﾝｷ 一般 東京都

225 忠内　芳光 ﾀﾀﾞｳﾁ ﾖｼﾐﾂ 一般 東京都

226 亀井　誠 ｶﾒｲ ﾏｺﾄ 一般 愛知県 アクアティクスジャパン

227 千種　淳一 ﾁｸｻ ｼﾞｭﾝｲﾁ 一般 愛知県

228 塚本　崇宜 ﾂｶﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 一般 愛知県

229 熊谷　秀則 ｸﾏｶﾞｴ ﾋﾃﾞﾉﾘ 一般 愛知県 アクアティクスジャパン

230 加地　マキト ｶｼﾞ ﾏｷﾄ 一般 滋賀県

231 加藤　幸治 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 一般 富山県 きらり勝ッパ

232 堀田　修身 ﾎﾘﾀ ｵｻﾐ 一般 滋賀県

233 山田　浩 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 一般 神奈川県

234 西川　明利 ﾆｼｶﾜ ｱｷﾄｼ 40～44歳 愛知県 コパンＳＳ

235 鈴木　洋 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 55～59歳 愛知県 ＡＦＡＳ

236 赤坂　博寿 ｱｶｻｶ ﾋﾛﾄｼ 55～59歳 島根県 松江ＡＣ

237 矢坂　和広 ﾔｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ 55～59歳 兵庫県 アクアスリー

238 只野　公一 ﾀﾀﾞﾉ ｺｳｲﾁ 60～64歳 神奈川県 pharmacistTK

239 山口　敏秀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾃﾞ 65～69歳 大阪府 和泉府中ST
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５．女子　１５００ｍ
No 氏名 カナ 区分 都道府県 チーム名

301 﨑田紗矢音 ｻｷﾀ ｻﾔﾈ 中学生 愛知県 アシスト蟹江

302 安部  苺花 ｱﾍﾞ ﾏｲｶ 中学生 愛知県 岡崎竜城SC

303 蒔田  陽菜 ﾏｷﾀ ﾋﾅ 中学生 愛知県 アシスト蟹江

304 宇田　緑 ｳﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 一般 愛知県

305 有川　久賀 ｱﾘｶﾜ ｸｶﾞ 一般 滋賀県 長浜水泳協会

306 森　涼 ﾓﾘ ｽｽﾞﾐ 18～24歳 愛知県 ｒＣＯＭＥＴ

307 岡田　美穂 ｵｶﾀﾞ ﾐﾎ 30～34歳 静岡県 ル・静岡

308 高田　伸子 ﾀｶﾀ ﾉﾌﾞｺ 50～54歳 兵庫県 アクトス明石

309 服部　由紀子 ﾊｯﾄﾘ ﾕｷｺ 50～54歳 愛知県 岡崎竜城ＳＣ

310 服部　智美 ﾊｯﾄﾘ ﾄﾓﾐ 50～54歳 愛知県 名大河童会

311 鈴木　節子 ｽｽﾞｷ ｾﾂｺ 65～69歳 埼玉県 プレオンふじ

６．男子　１５００ｍ
No 氏名 カナ 区分 都道府県 チーム名

321 片岡  暖人 ｶﾀｵｶ ﾊﾙﾄ 中学生 愛知県 アシスト蟹江

322 筒井　海翔 ﾂﾂｲ ｶｲﾄ 一般 愛知県 中部大学トライアスロン部

323 上川畑　圭 ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀ ｹｲ 一般 神奈川県

324 成田　遼 ﾅﾘﾀ ﾘｮｳ 一般 愛知県

325 伊藤　教善 ｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 一般 神奈川県

326 羽田野　祐介 ﾊﾀﾞﾉ ﾕｳｽｹ 一般 愛知県

327 長尾　将博 ﾅｶﾞｵ ﾏｻﾋﾛ 一般 愛知県 シーモンキー

328 中神　裕也 ﾅｶｶﾞﾐ ﾕｳﾔ 一般 愛知県

329 津田　孝博 ﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 一般 奈良県

330 五十嵐　広樹 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 一般 愛知県 中村88

331 川瀬　隆志 ｶﾜｾ ﾀｶｼ 一般 愛知県 中村88

332 伊藤　嘉規 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 一般 愛知県 中村88

333 杉山　智浩 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 一般 愛知県 中村88

334 辻村　公大 ﾂｼﾞﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 一般 三重県

335 杉山　幸介 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 一般 大阪府

336 青柳　久雄 ｱｵﾔｷﾞ ﾋｻｵ 一般 福岡県

337 竹島　啓文 ﾀｹｼﾏ ﾋﾛﾌﾐ 一般 奈良県

338 野藤　哲生 ﾉﾄｳ ﾃﾂｵ 一般 愛知県

339 海瀬　剛 ｶｲｾ ﾂﾖｼ 一般 千葉県

340 筒井　功 ﾂﾂｲ ｲｻｵ 一般 茨城県

341 木野　好彦 ｷﾉ ﾖｼﾋｺ 一般 愛知県

342 木下　雅彦 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋｺ 一般 愛知県 OTC

343 横山　哲之 ﾖｺﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ 一般 愛知県

344 伊藤　巧 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 25～29歳 静岡県 ル・静岡

345 渡辺　魁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲ 25～29歳 愛知県 ｒＣＯＭＥＴ

346 木幡　開 ｺﾊﾀ ｶｲ 30～34歳 千葉県 ル・静岡

347 朝平　俊佑 ｱｻﾋﾗ ｼｭﾝｽｹ 30～34歳 静岡県 ル・静岡

348 奥村　貴志 ｵｸﾑﾗ ﾀｶｼ 35～39歳 静岡県 ル・静岡

349 河合　厚志 ｶﾜｲ ｱﾂｼ 40～44歳 愛知県 Ｓ６スターズ

350 和田　武彦 ﾜﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 45～49歳 静岡県 ル・静岡

351 小林　弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 45～49歳 千葉県 セ・蘇我

352 鶴田　力矢 ﾂﾙﾀ ﾘｷﾔ 45～49歳 愛知県 ｒＣＯＭＥＴ

353 田邊　敦司 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 50～54歳 愛知県 ｒＣＯＭＥＴ

354 大屋　晋 ｵｵﾔ ｼﾝ 50～54歳 愛知県 てふてふ魚
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355 伊藤　達志 ｲﾄｳ ﾀﾂｼ 50～54歳 愛知県 名古屋ＳＣ

356 林　太志 ﾊﾔｼ ﾌﾄｼ 50～54歳 長野県 ＡＦＡＳ

357 木村　朋弘 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 55～59歳 京都府 marinesnow

358 南　重孝 ﾐﾅﾐ ｼｹﾞﾀｶ 60～64歳 愛知県 ル・甚目寺

359 忠内　将光 ﾀﾀﾞｳﾁ ﾏｻﾐﾂ 65～69歳 静岡県 アクトス浜松
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７．女子　３０００ｍ
No 氏名 カナ 区分 都道府県 チーム名

401 古川　歩香 ﾌﾙｶﾜ ﾎﾉｶ 中学生 広島県 ビート広島

402 松川　希代子 ﾏﾂｶﾜ ｷﾖｺ 一般 兵庫県

403 大久保　友美 ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾐ 一般 兵庫県

404 小川　純子 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 一般 三重県

405 山下　來花 ﾔﾏｼﾀ ﾗｲｶ 25～29歳 大阪府 ＢｉｇＷｅｄ

406 村松　敦子 ﾑﾗﾏﾂ ｱﾂｺ 55～59歳 愛知県 ｒＣＯＭＥＴ

407 木村　妙 ｷﾑﾗ ﾀｴ 65～69歳 徳島県 ＯＫ山城

408 庄司　明子 ｼｮｳｼﾞ ｱｷｺ 65～69歳 宮城県 ＡＱＵＡ仙台

８．男子　３０００ｍ
No 氏名 カナ 区分 都道府県 チーム名

421 佐藤　　笙 ｻﾄｳ ｼｮｳ 中学生 愛知県 BIG東海

422 上岡　凌太 ｶﾐｵｶ ﾘｮｳﾀ 中学生 兵庫県

423 綱嶋　亮 ﾂﾅｼﾏ ﾘｮｳ 一般 東京都

424 森田　卓磨 ﾓﾘﾀ ﾀｸﾏ 一般 愛知県

425 山本　裕規 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 一般 愛知県

426 星野　圭吾 ﾎｼﾉ ｹｲｺﾞ 一般 愛知県

427 松島　浩之 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 一般 三重県

428 関　言志 ｾｷ ｹﾞﾝｼ 一般 茨城県 BIGWEDNESDAY

429 富安　健治 ﾄﾐﾔｽ ｹﾝｼﾞ 一般 愛知県

430 篠崎　勉 ｼﾉｻﾞｷ ﾂﾄﾑ 一般 愛知県

431 浅野　真一郎 ｱｻﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 一般 愛知県

432 船津　敦司 ﾌﾅﾂ ｱﾂｼ 一般 愛知県 つちのこ

433 椿井　教郎 ﾂﾊﾞｲ ﾉﾘｵ 一般 大阪府

434 藤本　幸博 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 一般 大阪府

435 田中　弘 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 一般 奈良県 たなか会

436 森田　泰人 ﾓﾘﾀ ﾔｽﾄ 一般 愛知県

437 酒井　隆志 ｻｶｲ ﾀｶｼ 一般 滋賀県

438 菊地　優介 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 18～24歳 兵庫県 ツキノワグマ

439 土肥　洋介 ﾄﾞﾋ ﾖｳｽｹ 18～24歳 大阪府 ツキノワグマ

440 野末　幸洋 ﾉｽﾞｴ ﾕｷﾋﾛ 40～44歳 静岡県 ＦＥＮＩＣＥ

441 五十崎　陽二 ｲｶｻﾞｷ ﾖｳｼﾞ 45～49歳 愛媛県 ココナツ・古

442 関口　義和 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 45～49歳 神奈川県 セ・Ｆ東戸塚

443 山田　邦明 ﾔﾏﾀﾞ ｸﾆｱｷ 45～49歳 新潟県 けんかたばみ

444 吉田　英智 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄﾓ 50～54歳 大阪府 タナカＳＣ

445 小森　啓司 ｺﾓﾘ ｹｲｼﾞ 50～54歳 大阪府 みずほＳＣ

446 飯田　徳明 ｲｲﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 50～54歳 静岡県 ハマスポ

447 土方　宏治 ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｼﾞ 50～54歳 愛知県 アクトス安城

448 荻久保　清 ｵｷﾞｸﾎﾞ ｷﾖｼ 55～59歳 愛知県 ＥＳＴ西尾

449 豊田　律 ﾄﾖﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 55～59歳 京都府 ＱＰ－Ｕ

450 赤坂　博寿 ｱｶｻｶ ﾋﾛﾄｼ 55～59歳 島根県 松江ＡＣ

451 石崎　仁司 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾄｼ 60～64歳 三重県 ｵﾘﾝﾋﾟｱSC

452 犬塚　哲司 ｲﾇﾂﾞｶ ﾃﾂｼﾞ 60～64歳 静岡県 マックスＡＣ

453 手塚　修 ﾃﾂﾞｶ ｵｻﾑ 65～69歳 兵庫県 アクトス明石

454 金城　清成 ｷﾝｼﾞｮｳ ｷｮｳｾｲ 65～69歳 沖縄県 波之上ＳＳ

455 荒川　博行 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 70～74歳 大阪府 ＢｉｇＷｅｄ

456 富永　俊夫 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾄｼｵ 75～79歳 広島県 広島ＭＳＣ
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９．女子　５０００ｍ
No 氏名 カナ 区分 都道府県 チーム名

501 鈴木  智葉 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊ 中学生 愛知県 東邦ＳＣ

502 佐藤　二胡 ｻﾄｳ ﾆｺ 高校生 愛知県 BIG東海

503 曾布川　実里 ｿﾌﾞｶﾜ ﾐﾉﾘ 一般 静岡県

504 瀬戸　美咲 ｾﾄ ﾐｻｷ 一般 埼玉県

505 神谷　有香 ｶﾐﾔ ﾕｶ 一般 静岡県

506 米田　知香 ﾖﾈﾀﾞ ﾁｶ 一般 大阪府

507 今村　裕子 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｺ 一般 京都府

508 吉田　智江 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｴ 一般 埼玉県 バラクロオーシャンズ

509 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 18～24歳 茨城県 両国きんぎょ

510 椎野　夏海 ｼｲﾉ ﾅﾂﾐ 30～34歳 東京都 両国きんぎょ

511 森田　知美 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 40～44歳 東京都 東京ＳＣ

512 片岡　早苗 ｶﾀｵｶ ｻﾅｴ 50～54歳 東京都 ＴＩＰ大泉

513 古田　志乃雅 ﾌﾙﾀ ｼﾉｶ 50～54歳 三重県 三滝リバーズ

514 鳥飼　千枝子 ﾄﾘｶｲ ﾁｴｺ 55～59歳 愛知県 名古屋ＳＣ
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１０．男子　５０００ｍ
No 氏名 カナ 区分 都道府県 チーム名

521 緒方  健人 ｵｶﾞﾀ ｹﾝﾄ 小学生 愛知県 東邦ＳＣ

522 大脇    望 ｵｵﾜｷ ﾉｿﾞﾐ 中学生 愛知県 東邦ＳＣ

523 寺田  朝陽 ﾃﾗﾀﾞ ｱｻﾋ 中学生 愛知県 東邦ＳＣ

524 竹田　慎吾 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 一般 静岡県

525 有松　孝 ｱﾘﾏﾂ ﾀｶｼ 一般 東京都

526 妹尾　元気 ｾﾉｵ ｹﾞﾝｷ 一般 東京都

527 Dinsmore　Michae ﾃﾞｨﾝｽﾞﾓｱ ﾏｲｹﾙ 一般 大阪府

528 藤井　俊行 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾕｷ 一般 東京都

529 木村　奉多賀 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾀｶ 一般 岐阜県

530 高木　貴光 ﾀｶｷﾞ ﾀｶﾐﾂ 一般 岐阜県 金曜らぅめん会

531 村上　貴彦 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋｺ 一般 愛知県

532 櫻井  宏樹 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｷ 一般 愛知県 フロンティア

533 近藤　利光 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾐﾂ 一般 愛知県 tifare

534 土屋　和彦 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞﾋｺ 一般 東京都

535 伊東　貴司 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 一般 兵庫県 神戸市役所水泳部

536 水野　善夫 ﾐｽﾞﾉ ﾖｼｵ 一般 愛知県

537 平井　淳也 ﾋﾗｲ ｼﾞｭﾝﾔ 一般 愛知県 ゴーヤー

538 林　宏昭 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 一般 東京都

539 内山　好申 ｳﾁﾔﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 一般 大阪府

540 林田　淳也 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 一般 大阪府

541 新山　正人 ｱﾗﾔﾏ ﾏｻﾄ 一般 千葉県

542 岩崎　剛士 ｲﾜｻｷ ﾀｹｼ 一般 千葉県 葉水会

543 村上　淳一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 一般 愛知県 シーモンキー

544 橋本　良浩 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 一般 栃木県

545 竹花　真治 ﾀｹﾊﾅ ｼﾝｼﾞ 一般 京都府

546 高尾　克則 ﾀｶｵ ｶﾂﾉﾘ 一般 東京都 葉水会

547 妹尾　信一 ｾﾉｵ ｼﾝｲﾁ 一般 東京都

548 島田　達己 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾂﾐ 一般 山梨県

549 武藤　淳司 ﾑﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ 一般 岐阜県

550 矢治　敬英 ﾔｼﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ 一般 三重県 SP陽だまり

551 山口　誠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 一般 兵庫県

552 縄田　慎吾 ﾅﾜﾀ ｼﾝｺﾞ 40～44歳 福岡県 コナミ天神

553 鴨下　章 ｶﾓｼﾀ ｱｷﾗ 45～49歳 愛知県 岡崎竜城ＳＣ

554 小林　弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 45～49歳 千葉県 セ・蘇我

555 田中　剛 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 45～49歳 佐賀県 柳川大人水泳

556 岡崎　満 ｵｶｻﾞｷ ﾐﾂﾙ 50～54歳 京都府 ロッキーズ

557 徳田　敬三 ﾄｸﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ 50～54歳 大阪府 クボタ

558 小川　泰彦 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋｺ 50～54歳 神奈川県 アカデミ新城

559 山本　省三 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｿﾞｳ 55～59歳 大阪府 大阪中央ST

560 新井　茂夫 ｱﾗｲ ｼｹﾞｵ 60～64歳 東京都 両国きんぎょ

561 阿久津　広海 ｱｸﾂ ﾋﾛﾐ 70～74歳 群馬県 游倶楽部

562 四宮　敬司 ｼﾉﾐﾔ ｹｲｼﾞ 70～74歳 兵庫県 ＫＴＶ垂水
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１１．女子　５０００ｍ　日本水泳連盟認定　サーキットシリーズ
No 氏名 カナ 区分 都道府県 チーム名

601 本庄　　渚 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾅｷﾞｻ 日本選手権トライアル 愛知県 ビート守山

602 野澤  花菜 ﾉｻﾞﾜ ﾊﾅ 日本選手権トライアル 愛知県 瑞穂

603 緒方    愛 ｵｶﾞﾀ ｱｶﾘ 日本選手権トライアル 愛知県 中京大中京

604 牧　咲良 ﾏｷ ｻｸﾗ 日本選手権トライアル 岐阜県

605 伊佐次　葵 ｲｻｼﾞ ｱｵｲ 日本選手権トライアル 岐阜県

606 古川　凛歩 ﾌﾙｶﾜ ﾘﾎ 日本選手権トライアル 広島県 沼田高校

607 山中  小波 ﾔﾏﾅｶ ｺﾅﾐ 日本選手権トライアル 愛知県 アシスト蟹江

608 小島  光丘 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 日本選手権トライアル 愛知県 中京大中京

609 和田佳奈子 ﾜﾀﾞ ｶﾅｺ 日本選手権トライアル 愛知県 瑞穂

610 岡田　知花 ｵｶﾀﾞ ﾁﾊﾅ 日本選手権トライアル 広島県 広島県水泳連盟

611 松下　奈那香 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾅｶ 日本選手権トライアル 愛知県 中京大学

612 松下　彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ 日本選手権トライアル 神奈川県 カワサキSC

１２．男子　５０００ｍ　日本水泳連盟認定　サーキットシリーズ
No 氏名 カナ 区分 都道府県 チーム名

621 中西　純貴 ﾅｶﾆｼ ﾖｼｷ 日本選手権トライアル 愛知県 ビート守山

622 前田    篤 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 日本選手権トライアル 愛知県 アシスト蟹江

623 丸田  健登 ﾏﾙﾀ ｹﾝﾄ 日本選手権トライアル 愛知県 瑞穂

624 木村　和斗 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 日本選手権トライアル 静岡県 飛龍高校

625 石田　基 ｲｼﾀﾞ ﾓﾄｲ 日本選手権トライアル 静岡県 飛龍高校

626 佐藤　稀一 ｻﾄｳ ｷｲﾁ 日本選手権トライアル 岐阜県

627 鈴木  大智 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 日本選手権トライアル 愛知県 中京大中京

628 西田　蕾弥 ﾆｼﾀﾞ ﾗｲﾔ 日本選手権トライアル 静岡県 飛龍高校

629 勝亦　紘也 ｶﾂﾏﾀ ﾋﾛﾔ 日本選手権トライアル 静岡県 飛龍高校

630 伊藤  銀士 ｲﾄｳ ｷﾞﾝｼﾞ 日本選手権トライアル 愛知県 中京大中京

631 久米　蒼真 ｸﾒ ｱｵﾏ 日本選手権トライアル 静岡県 飛龍高校

632 伊賀上　竜馬 ｲｶﾞｳｴ ﾘｭｳﾏ 日本選手権トライアル 静岡県 飛龍高校

633 杉山　大晟 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲｾｲ 日本選手権トライアル 静岡県 飛龍高校

634 永縄　宙 ﾅｶﾞﾅﾜ ｿﾗ 日本選手権トライアル 岐阜県 岐阜スイミングスクール

635 近藤  貫太 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾝﾀ 日本選手権トライアル 愛知県 瑞穂

636 上岡　颯太 ｶﾐｵｶ ｿｳﾀ 日本選手権トライアル 兵庫県 須磨学園

637 大塚　健記 ｵｵﾂｶ ｹﾝｷ 日本選手権トライアル 岐阜県 岐阜スイミングスクール

638 岩田　優雅 ｲﾜﾀ ﾕｳｶﾞ 日本選手権トライアル 愛知県 中京大学

639 大木　優太朗 ｵｵｷ ﾕｳﾀﾛｳ 日本選手権トライアル 愛知県 中京大学

640 時川　叶夢 ﾄｷｶﾞﾜ ｶﾅﾑ 日本選手権トライアル 神奈川県 広島県水泳連盟

641 東藤　承太郎 ﾄｳﾄﾞｳ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 日本選手権トライアル 愛知県 中京大学

642 佐藤　脩斗 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 日本選手権トライアル 愛知県 中京大学

643 道浦　雅弘 ﾐﾁｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 日本選手権トライアル 愛知県 中京大学

644 川口　裕大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 日本選手権トライアル 愛知県 中京大学

645 黒澤　佑介 ｸﾛｻﾜ ﾕｳｽｹ 日本選手権トライアル 愛知県 中京大学

646 寺田　尚紘 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 日本選手権トライアル 岐阜県 センゴクジャパン

647 櫻井　智和 ｻｸﾗｲ ﾄﾓｶｽﾞ 日本選手権トライアル 東京都 オーシャンナビ



１３．４×５００ｍリレー ＯＷＳ愛知りんくうオープン2022
No 都道府県 チーム名 第一泳者 第二泳者 第三泳者 第四泳者

701 愛知県 愛知県選抜 高校生

宮﨑　　瞬 緒方    愛 野澤  花菜 鈴木  大智

702 愛知県 愛知県選抜 高校生

丸田  健登 工藤　　蓮 小島  光丘 梅村　已織

703 愛知県 愛知県選抜 高校生

近藤　貫太 加藤　遼馬 和田佳奈子 伊藤　銀士

704 静岡県 飛龍高校 高校生

西田　蕾弥 勝亦　紘也 石田　基 木村　和斗

705 愛知県 モーマンタイ 一般

浅野　巧真 三島　大和 中西　優太 藤川　然

706 愛知県 火曜スイム 一般

寺田　尚紘 櫻井　宏樹 鶴田　力矢 河合　厚志

707 愛知県 中村88 一般

杉山　智浩 川瀬　隆志 伊藤　嘉規 五十嵐　広樹

708 愛知県 シーモンキー 一般

加藤　雅昭 西津　菜穂子 横山　とも子 村上　淳一


