
No.1 ＯＷＳ検定5級集団泳

ゼッケン 氏名 フリガナ 出身地 所属 コメント

1 藤社　寿希 トウシャ　トシキ 岩手 かまいしＳＣ　　 オリンピック選手になりたい

2 久喜　陽南子 クキ　ヒナコ 岩手 かまいしＳＣ　　 最後まで泳げるよう頑張る

3 佐藤　匠 サトウ　ショウ 岩手 完泳！

No.2 女子500ｍ

ゼッケン 氏名 フリガナ 出身地 所属 コメント

11 谷地佳暖 ヤチカノン 岩手 花巻ＳＦ がんばります！

12 古川杏実 フルカワアミ 岩手 花巻ＳＦ

13 石村海鈴 イシムラミスズ 岩手 かまいしＳＣ 好きな選手は池江璃花子！

14 志土富葵 シトトミアオイ 岩手 かまいしＳＣ 池江璃花子選手を目指したい！

15 川端心 カワバタココロ 岩手 かまいしＳＣ 去年より良いタイムを出す

16 佐々木杏津 ササキアズ 岩手 かまいしＳＣ 最後まで頑張る！

17 佐々木渚央 ササキナオ 岩手 かまいしＳＣ がんばります！

18 佐野佑葵 サノユウア 岩手 かまいしＳＣ 今年も頑張りたい！

19 伊藤宝 イトウタカラ 岩手 花巻東水泳教室 スタミナ強化に努める

20 真鍋いろは マナベイロハ 岩手 花巻東水泳教室 1位目指して頑張ります！

21 伊藤羽奏 イトウワカナ 岩手 花巻東水泳教室 精一杯泳いで入賞を目指す

No.3 男子500ｍ

ゼッケン 氏名 フリガナ 出身地 所属 コメント

31 菅原拓海 スガワラタクミ 岩手

32 照井隆翔 テルイリュウショウ 岩手 花巻ＳＦ 水泳選手になりたい

33 大畠恵史朗 オオハタケイシロウ 岩手 花巻ＳＦ 海にも負けずいい記録を出したい

34 大下桜雅 オオシタオウガ 岩手 かまいしＳＣ 最後まで頑張るゾ

35 志土富翼 シトトミツバサ 岩手 かまいしＳＣ 上手になってトライアスロンに挑戦！

36 松本琉音 マツモトリオン 岩手 かまいしＳＣ 最後まであきらめずに泳ぐ

37 佐藤滋郎 サトウジロウ 岩手 花巻東水泳教室 入賞できるよう頑張る

38 伊藤煌太 イトウコウタ 岩手 花巻東水泳教室 出来る限り頑張る

39 葛尾青大 クズオセイタ 岩手 花巻東水泳教室 1位目指して頑張ります！
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40 岡田涼佑 オカダリョウスケ 岩手 花巻東水泳教室

No.4 女子1Km

■中学生

ゼッケン 氏名 フリガナ 出身地 所属 コメント

51 角部歩美 カドベアユミイ 岩手 花巻ＳＦ 頑張るぞー

52 平賀雛 ヒラガヒナ 岩手 花巻ＳＦ 入賞できるよう頑張る！

53 小川羽菜 オガワハナ 岩手 花巻ＳＦ 全力で完泳を目指す！

54 菊池麗 キクチアキラ 岩手 かまいしＳＣ 水泳も勉強も頑張る！

55 大下織葉 オオシタオルハ 岩手 かまいしＳＣ

56 佐野華音 サノカノン 岩手 かまいしＳＣ

■高校生～29才

57 角部息吹 カドベイブキ 東京 頑張ります１

58 野田妃華 ノダヒハル 岩手 釜石高校 一生懸命頑張ります。

59 石村七海 イシムラナナミ 岩手 釜石高校 去年と同様完泳を目指す。

60 鈴木未代子 スズキミヨコ 岩手 釜石高校

■30～39才

61 トマス　アンナ トマスアンナ 岩手 Ｃｒａｚｙ　Ｔａｉｌ がんばります。

62 森田知美 モリタトモミ 東京

■40～49才

63 角部美々子 カドベミミコ 東京 ゆっくり泳ぎます

64 竹花千鶴子 タケハナチヅコ 神奈川

65 小林ゆかり コバヤシユカリ 岩手

66 木内理加 キナイリカ 岩手

67 児玉由美 コダマユミ 岩手 初めてです！

■50～59才

ゼッケン 氏名 フリガナ 出身地 所属 コメント

68 佐々木桐子 ササキキリコ 岩手 釜石トライアスロン

No.5 男子1Ｋｍ

■小学生

ゼッケン 氏名 フリガナ 出身地 所属 コメント



71 角部秀樹 カドベヒデキ 東京 1位になりたい！

72 佐々木一翔 ササキカッショウ 岩手 かまいしＳＣ 頑張って1Ｋｍ泳ぎたい

73 菊池一朗 キクチイチロウ 岩手 かまいしＳＣ

74 小川晴 オガワハル 岩手 花巻ＳＦ 上位に入れるよう頑張る

75 佐藤風真 サトウフウマ 岩手 花巻ＳＦ 最後まで泳げるよう頑張りたい

76 佐々木健心 ササキケンシン 岩手 かまいしＳＣ

■中学生

77 山崎泰雅 ヤマザキタイガ 岩手 かまいしＳＣ 最後まで泳ぎきる！

78 大畠雄太朗 オオハタユウタロウ岩手 花巻ＳＦ 泳ぎきる！

79 小笠原憲真 オガサワラケンシン岩手 かまいしＳＣ

80 高橋煌 タカハシコウ 岩手

81 菊池光祐 タカハシコウスケ 岩手 花巻東水泳教室 初参加です。頑張ります！

82 遠藤龍士 エンドウリュウシ 岩手 花巻東水泳教室

■高校生～29才

83 石橋多郎 イシバシタロウ 宮城
東北大学友会トライア
スロン部

84 田端玲鳳 タバタライチ 岩手 釜石高校 頑張ります

85 小笠原莉玖 オガサワラリク 岩手 釜石高校 最後まで頑張ります

86 芳賀翔真 ハガショウマ 岩手 釜石高校 完泳します！

■30～39才

87 三浦研 ミウラケン 埼玉

88 田中健太郎 タナカケンタロウ 岩手

89 近藤和貴 コンドウカズタカ 岩手

90 四童子誠 シドウジマコト 埼玉 頑張ります！

■40～49才

91 内舘保明 ウチダテヤスアキ 岩手 釜石トライアスロン

92 菅原章次 スガワラショウジ 岩手

93 寺島勇気 テラジマユウキ 青森 八戸市 完泳！

94 石村惣吉 イシムラソウキチ 岩手 リタイアせず泳ぎ切りたい！

95 田中和則 タナカカズノリ 岩手 昨年のリベンジを果たしたい。

■50～59才



96 田村淳 タムラアツシ 岩手

97 菅原圭一 スガワラケイイチ 岩手

98 金田一文隆 キンダイチフミタカ 岩手

99 佐藤義高 サトウヨシタカ 東京

100 花山寛 ハナヤマヒロシ 宮城 ハチ公スイマーズ

■60～69才

101 佐々木正人 ササキマサヒト 岩手

■70才以上

102 照井洸一 テルイコウイチ 岩手 岩手県ＴＡＫ 体調良く完泳する！

103 岡本鉄雄 オカモトテツオ 宮城 完泳したい！

No.6 女子3Ｋｍ

■中学生

ゼッケン 氏名 フリガナ 出身地 所属 コメント

201 伊藤小桜 イトウコハル 岩手 花巻東水泳教室 あきらめず泳ぎきりたい！

■高校生～29才

202 山口七海 ヤマグチナナミ 岩手 花巻ＳＦ

203 尾﨑日向子 オザキヒナコ 岩手 花巻東水泳教室 昨年は1Ｋｍ，今年は3Ｋｍでも優勝した

204 高橋透枝 タカハシユキエ 岩手

■30～39才

205 岩渕美紀 イワブチミキ 岩手 ＫＴＡ 釜石の海で泳げることに感謝

206 細川久実子 ホソカワクミコ 岩手 ＫＴＡ

207 山室沙綾香 ヤマムロサヤカ 宮城 ＡＱＵＡ仙台 さやか　ガンバル！

■40～49才

208 大沼純子 オオヌマジュンコ 宮城 楽しみます

209 大志田紀子 オオシダノリコ 岩手 システムエイド

210 高橋洋子 タカハシヨウコ 岩手 八幡平市陸協 初参加、頑張ります。

211 川原山由香 カワハラヤマユカ 東京

212 山口暁子 ヤマグチアキコ 岩手

213 今村裕子 イマムラユウコ 京都 大震災の早期復興を祈願します

214 高橋英絵 タカハシハナエ 岩手



215 竹花千鶴子 タケハナチヅコ 神奈川 ＳＵＲＦ90鎌倉ＬＳＣ

216 成田千春 ナリタチハル 岩手

■50～59才

217 桜井多賀子 サクライタカコ 東京 海人くらぶ

218 首藤みどり シュトウミドリ 宮城

219 角田智子 カクタノリコ 岩手

■60～69才

220 山岡佐知子 ヤマオカサチコ 東京 海人くらぶ 釜石に行くのが楽しみです。

221 庄司明子 ショウジアキコ 宮城 AQUA仙台 コース取りを上手にし完泳を目指します

222 尾形祐子 オガタユウコ 福島 AQUA仙台 今年は完泳を目指す！

No.7 男子3Ｋｍ

■中学生

ゼッケン 氏名 フリガナ 出身地 所属 コメント

301 五内川和歩 ゴナイカワカズホ 岩手 花巻ＳＦ

■高校生～29才

302 佐々木颯太 ササキフウタ 岩手 花巻ＳＦ 初めてです。頑張ります！

303 宮川星司 ミヤカワセイジ 岩手 花巻ＳＦ 頑張ります！

304 竹内克朗 タケウチカツアキ 岩手 花巻ＳＦ 去年より速く泳ぐ

305 菊池雄太 キクチユウタ 岩手 花巻ＳＦ 俺は止まんねーからな！

306 五内川創太 ゴナイカワソウタ 岩手 花巻ＳＦ

307 和田風人 ワダフウト 岩手 Ｃｒａｚｙ　Ｔａｉｌ 夫婦で楽しみます

308 長崎裕 ナガサキユタカ 青森 スイムぴっぐ I am a pig ！

309 川崎湧至 カワサキユウシ 宮城
東北大学友会トライア
スロン部  

310 木元悠太 キモトユウタ 宮城
東北大学友会トライア
スロン部

■30～39才

311 渡邉恭祥 ワタナベユキヨシ 大阪

312 渋谷圭介 シブヤケイスケ 宮城 ＡＱＵＡ仙台 去年より速く！頑張ります！

313 及川裕司 オイカワユウジ 岩手 己に勝つ！

314 常田昇 ツネタノボル 青森 ナゼロソ

■40～49才



315 及川貴裕 オイカワタカヒロ 岩手 ＫＴＡ

316 佐藤吉和 サトウヨシカズ 岩手 Ｋａｔｈｍａｎｄｕ 去年の自分を超える！

317 尾張幸久 オワリユキヒサ 岩手

318 吉田光潤 ヨシダミツヒロ 宮城

319 藤原哲弘 フジワラテツヒロ 岩手 ＢＭＳＴ

320 村上振一朗 ムラカミシンイチロウ 岩手

321 小室純一 コムロジュンイチ 茨城 ルネサンス水戸
今年は3Ｋｍで心折れることなく楽
しみたい

322 石田将樹 イシダマサキ 宮城

323 石郷一 イシゴウハジメ 宮城

324 梅田直哉 ウメダナオヤ 岩手 Ｋａｔｈｍａｎｄｕ

■50～59才

325 黄田立文 コウダリツブン 東京

326 酒井啓充 サカイヒロミツ 岩手 Ｋａｔｈｍａｎｄｕ マイペース

327 金子裕吉 カネコヒロヨシ 宮城 ＡＱＵＡ仙台 故郷の海で泳ぐ・・・

328 渡辺拓 ワタナベヒラク 宮城 ＡＱＵＡ仙台 去年より温かい海で泳ぎたい

329 菊池俊彦 キクチトシヒコ 岩手 遠野トライアスロン

330 松村基 マツムラモトイ 東京 葉水会 楽しんできます

331 齋藤靖 サイトウヤスシ 東京 葉水会 2回目の釜石寒さに負けず頑張る

332 佐藤信春 サトウノブハル 秋田 目指せ完泳！

333 宮崎達雄 ミヤザキタツオ 青森 八戸ＴＡ 腹一杯楽しみたい、本日誕生日

334 松村佳昭 マツムラヨシアキ 東京 ＳＷＴ 釜石ＯＷＳ2回目！

335 竹内俊博 タケウチトシヒロ 岩手 去年より練習してさんかします７

336 田村剛 タムラゴウ 岩手

337 浅川進 アサカワススム 岩手 ＫＴＡ
大好きな釜石の海で思いっきり泳ぎた
い

338 多井豊 タイユタカ 神奈川

339 香西信 コウザイシン 京都

■60～69才

340 山岡秀男 ヤマオカヒデオ 東京 海人くらぶ

341 宮口裕 ミヤグチヒロシ 宮城

342 秋山実 アキヤマミノル 栃木



343 林節 ハヤシタカシ 岩手 宮古トライアスロン今年も完泳を目指します

344 菊池裕幸 キクチユウコウ 岩手

345 Conway Daniel コンウェイ　ダニエル 宮城

■70才以上

346 小林格也 コバヤシカクヤ 岩手 釜石トライアスロンマイペースで！

No.8 女子5Ｋｍ

■中学生

ゼッケン 氏名 フリガナ 出身地 所属 コメント

501 山口ありす ヤマグチアリス 福島 スウィン大教郡山北 頑張ります。来年も参加したい１

■高校生～29才

502 高橋美香 タカハシハルカ 宮城 国士舘大学 成長した自分をレースで見せれるよう頑張る

503 高清水美紅 タカシミズミク 秋田 大館スイミング 競泳で鍛えた体力を生かして頑張る！

■30～39才

504 森田知美 モリタトモミ 東京

■40～49才

505 中村香季 ナカムラカズエ 千葉

506 藤本景子 フジモトケイコ 宮城

507 松尾恵美子 マツオエミコ 東京

508 石郷知奈 イシゴウチナ 宮城

■50～59才

509 山田忍 ヤマダシノブ 大阪

■60～69才

510 佐野智子 サノトシコ 岩手 ジェーン スウィミング

511 高浦祐子 タカウラヒロコ 神奈川

No.9 男子5Ｋｍ

■高校生～29才

ゼッケン 氏名 フリガナ 出身地 所属 コメント

601 綿貫慶吾 ワタヌキケイゴ 群馬 スウィンあざみ 精一杯頑張ります

602 木村雅人 キムラマサト 宮城 名鉄観光サービス 被災者に勇気を与えられるようなレースをしたい

603 宮有希 ミヤユウキ 宮城
東北大学友会トライア
スロン部 今年も釜石を盛り上げたい！



604 栗山卓也 クリヤマタクヤ 宮城

605 須賀亮太 スガリョウタ 宮城

606 柏﨑陽 カシワザキアキラ 岩手 釜石水泳協会 完泳目指して頑張る！

607 瀧内陽平 タキウチヨウヘイ 宮城 蘇我スイミング 完泳目指します

608 西塔心路 サイトウココロ 宮城
東北大学友会トライア
スロン部 完泳します！

■30～39才

609 山本一人 ヤマモトカズト 宮城 宜しくお願いします。

610 小柳朋也 コヤナギトモヤ 宮城

611 寺﨑庸 テラサキヨウ 神奈川 ＳＵＲＦ90鎌倉ＬＳＣ選手として根浜に戻れることに感謝

612 芳賀博史 ハガヒロシ 岩手

613 及川聡介 オイカワトシユキ 岩手 北上競泳塾 今年こそ完泳！

614 坂口恭久 サカグチヤスヒサ 秋田 セントラル秋田土崎 初めてです。頑張ります。

■40～49才

615 角部亮 カドベリョウ 東京 釜石が元気になると嬉しいです。

616 高橋公正 タカハシキミマサ 宮城 ちーむなつ 毎年楽しみにしています。

617 河野潤 コウノジュン 岩手

618 畠山学 ハタケヤママナブ 岩手

■50～59才

619 内田研 ウチダケン 兵庫 神戸ウイング

620 鎌田俊一 カマタシュンイチ 岩手

621 曽田尊也 ソタタカヤ 大阪 Ｍａｃ緑地

622 高尾克則 タカオカツノリ 東京 葉水会

623 大沼雅史 オオヌママサシ 宮城 頑張ります！

624 奥田周年 オクダチカトシ 茨城 頑張ります

625 岩崎剛士 イワサキタケシ 千葉

626 平賀裕士 ヒラガヒロシ 岩手 住宅金融支援機構 今年も入賞できるよう頑張る

627 井上基大 イノウエモトヒロ 神奈川

628 市村隆也 イチムラタカヤ 埼玉 裸足塾 去年はトライアスロン　釜石良い所！

629 角田直樹 カクタナオキ 岩手

630 菊地長武 キクチオサム 宮城 完泳目指して頑張ります！



631 萱森英男 カヤモリヒデオ 福島 本宮トライアスロン今年は5キロ

■60～69才

632 熊澤隆 クマザワタカシ 神奈川

633 渡部正彦 ワタナベマサヒコ 千葉 今年も完泳できるよう頑張ります

634 工藤栄三 クドウシゲゾウ 岩手 ナンチャッテＳＳ 目標は完泳、趣味は海釣り。

635 戸澤義夫 トザワヨシオ 群馬 行くぜ釜石！

No.10 女子5Kmトライアル

ゼッケン 氏名 フリガナ 出身地 所属 コメント

701 大塲妃優 オオバヒュウ 山形 酒田光陵高校 好きな歌手ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ

702 田代光 タシロヒカル 山形 酒田光陵高校 好きな歌手E-girls  Sexy Zone

703 千葉結衣子 チバユイコ 岩手 盛岡市体協ＳＣ

704 及川美翔 オイカワミカ 岩手 至学館大学

705 斎藤美月 サイトウミツキ 福島 スウィン大教二本松

706 北原楓夏 キタハラフウカ 福島 スウィン大教二本松

707 佐藤夏香 サトウナツカ 福島 スウィン大教二本松

708 高山理乃 タカヤマリノ 福島 ジーラックＳＣ

709 千葉あんな チバアンナ 岩手 一関一高

No.11 男子5Ｋｍトライアル

ゼッケン 氏名 フリガナ 出身地 所属 コメント

801 山野穣 ヤマノミノル 兵庫 うみものがたり 初めての岩手、楽しみです

802 佐藤航大 サトウコウダイ 山形 酒田光陵高校

803 佐藤恵斗 サトウケイト 山形 山形中央高校 頑張ります

804 寺田尚紘 テラダナオヒロ 岐阜 AimForTheTop

805 桑添陸 クワゾエリク 岩手 新潟医療福祉大

806 高橋竜太 タカハシリュウタ 岩手 花巻ＳＦ

807 岩﨑英朔 イワサキエイサク 青森 スイミングアカデミーむつ 陸上大迫傑を尊敬します。全力で攻める

808 太田諒 オオタリョウ 長崎 長崎県水泳連盟 初レース、前の人にしっかりついていきたい


