
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 菅原夏帆 スガワラ　カホ 岩手

2 大志田芽依 オオシダメイ 岩手 永井小学校

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 寺林祈 テラバヤシココロ 岩手 花巻ＳＦ 上位に入れるよう頑張りたい！

12 白藤杏 シラフジアン 岩手 花巻ＳＦ 全力でがんばりたいです！

13 真鍋いろは マナベイロハ 岩手 花巻東SC 1位目指して頑張ります！

14 髙橋宝希 タカハシホマレ 岩手 花巻東SC ゴール目指して頑張って泳ぎたい！

15 森真心 モリココロ 岩手 かまいしＳＣ 完泳をめざす！

16 浅田桜子 アサダサクラコ 岩手 かまいしＳＣ がんばります！

17 佐野佑葵 サノユウア 岩手 かまいしＳＣ 去年よりいいタイムで泳ぐぞ ‼

18 中田清乃 ナカタサヤノ 岩手 かまいしＳＣ 初めてのOWS頑張ります。

19 佐々木渚央 ササキナオ 岩手 かまいしＳＣ 表彰台に上がれるよう頑張る！

20 志土富葵 シトトミアオイ 岩手 かまいしＳＣ 上位目指して頑張ります ‼

No.3 男子500ｍ

ゼッケン 氏名 フリガナ 出身地 所属 コメント

51 菅原拓海 スガワラタクミ 岩手

52 佐藤匠 サトウショウ 岩手

53 久保壮史 クボソウシ 千葉

54 久保拓己 クボタクミ 千葉

55 小川晴 オガワハル 岩手 花巻SF
前回1Kmで1位でした。今回500ｍでも
勝ちたい。

56 大矢柊真 オオヤシュウマ 岩手 花巻SF
初めてのOWSで1位になれるようがん
ばりたいです。

57 佐藤滋郎 サトウジロウ 岩手 花巻東SC 500ｍで優勝します。

58 伊藤煌太 イトウコウタ 岩手 花巻東SC

59 葛尾青大 クズオセイタ 岩手 花巻東SC 1位目指して頑張ります！

60 岡田涼佑 オカダリョウスケ 岩手 花巻東SC 体力をつけるため頑張ります。

61 志土富翼 シトトミツバサ 岩手 かまいしＳＣ 1位目指して頑張ります！
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62 藤社寿希 トウシャトシキ 岩手 かまいしＳＣ 水泳選手になりたい。

63 畠山偉利 ハタケヤマイオリ 岩手 かまいしＳＣ 泳ぎきれるようがんばります。

64 松本琉音 マツモトリオン 岩手 かまいしＳＣ 最後まで頑張るぞー！

No.4 女子1Km

■小学生

ゼッケン 氏名 フリガナ 出身地 所属 コメント

71 小笠原結 オガサワラユウ 岩手 花巻ＳＦ 最後まで全力で！

72 菊池成美 キクチナルミ 岩手 花巻ＳＦ 最後まで泳ぎきり、上位を目指す。

■中学生

73 小川羽菜 オガワハナ 岩手 花巻ＳＦ 去年より速く泳ぐ。

74 谷地佳暖 ヤチカノン 岩手 花巻ＳＦ がんばります！

75 Rei Numaguchi ヌマグチレイ 香港

76 佐野華音 サノカノン 岩手 かまいしＳＣ 今年も頑張ります。

77 佐々木杏津 ササキアズ 岩手 かまいしＳＣ いい夏になるよう頑張る！

78 石村海鈴 イシムラミスズ 岩手 かまいしＳＣ ただ頑張るのみ。

79 川端心 カワバタココロ 岩手 かまいしＳＣ 頑張って1Ｋｍ泳ぎきる！

80 伊藤宝 イトウタカラ 岩手 花巻東SC

■高校生～29才

81 山口七海 ヤマグチナナミ 岩手 花巻SF がんばろう岩手 ‼

82 熊谷吏真 クマガイリマ 岩手 釜石高校

83 始閣莉子 シカクリコ 岩手 釜石高校 1Kmを泳ぎきる！

84 佐々木佳凛 ササキカリン 岩手 釜石高校 泳ぎきる

90 藤田晴香 フジタハルカ 岩手 釜石トライアスロン

■30～39才

■40～49才

85 松本寿子 マツモトヒサコ 千葉
家族で千葉から来ました。次男と1Km出場
します。完泳を目指して頑張ります！

86 舘野幸枝 タテノサチエ 岩手

87 佐藤美由紀 サトウミユキ 宮城

■50～59才

88 沼口美代子 ヌマグチミヨコ 香港
娘と一緒に初参加、時間内に泳ぎきるよう
頑張ります！お世話になります。

岩手の祖母に会いに行きます。日本で初参加のＯＷＳが夏
休みのいい思い出になるようＤｏ　my　best！で頑張ります。



■60～69才

89 山岡佐知子 ヤマオカサチコ 東京 海人くらぶ

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

101 照井隆翔 テルイリュウショウ 岩手 花巻SF 全力を出して良いタイムを出したい。

102 大畠恵史朗 オオハタケイシロウ 岩手 花巻SF
去年の’晴’の記録に勝てるようがん
ばります。

103 松本勝人 マツモトマサト 千葉 大和田西小学校
頑張って完泳してわんこそばをおなか
いっぱい食べたいと思います！

104 大下桜雅 オオシタオウガ 岩手 かまいしＳＣ 完泳目指して頑張ります。

■中学生

105 佐藤風真 サトウフウマ 岩手 花巻SF

106 小原朋己 オバラトモキ 岩手 花巻ＳＦ 初めてですが頑張ります！

107 山崎泰雅 ヤマザキタイガ 岩手 かまいしＳＣ 泳ぎます！最後まで！

108 佐々木一翔 ササキカッショウ 岩手 かまいしＳＣ 今年も頑張って泳ぎます ‼

■高校生～29才

109 杉田翔 スギタカケル 岩手 釜石高校

110 村木稜汰 ムラキリョウタ 岩手 釜石高校 頑張ります

111 小笠原莉玖 オガサワラリク 岩手 釜石高校
去年の記録を更新できるよう頑張りま
す。

112 田端玲鳳 タバタライチ 岩手 釜石高校 頑張ります。

■30～39才

113 鈴木亮兵 スズキリョウヘイ 岩手

114 佐藤拓也 サトウタクヤ 宮城

115 伊藤達也 イトウタツヤ 宮城

■40～49才

116 寺島勇気 テラジマユウキ 青森 八戸市
去年に引き続き1Kmを楽しんで泳ごう
と思います。

117 菅原章次 スガワラショウジ 岩手

118 内舘保明 ウチダテヤスアキ 岩手 妻の地元で今年も楽しくSWIM

119 壬生田晴康 ミブタハレヤス 青森

120 久保晃弘 クボアキヒロ 千葉
息子二人と親子で参加、子供達にオーシャ
ンスイムを好きになってもらいたい！

121 尾張幸久 オワリユキヒサ 岩手



122 三浦研 ミウラケン 埼玉

■50～59才

123 金指正太郎 カネザシショウタロウ 静岡 初参加です。頑張ります！

124 花山寛 ハナヤマヒロシ 宮城 ハチ公スイマーズ

125 田村淳 タムラアツシ 岩手

126 鈴木邦明 スズキクニアキ 宮城
ノルディックフィットネ
ス松島

初参加、トライアスロンの練習をしていてもっとOWSで泳
いでみたくなりました。完泳目指して頑張ります

■60～69才

127 佐々木正人 ササキマサヒト 岩手

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 平賀雛 ヒラカヒナ 岩手 花巻SF 優勝出来るよう頑張りたい。

202 山口星来 ヤマグチセイラ 岩手 花巻SF
池江選手のようになれるよう日々練習
を頑張る。自分の記録を超えろ！

203 尾﨑萌々子 オザキモモコ 岩手 花巻東SC 念願だったOWSに出場出来て嬉しい！

■高校生～29才

204 千葉桃子 チバモモコ 岩手 花巻東ＳC 優勝出来るよう頑張ります！

■30～39才

205 山室沙綾香 ヤマムロサヤカ 宮城 AQUA仙台 完泳するぞ～～～！

206 菅原千紘 スガワラチヒロ 宮城

207 細川久実子 ホソカワクミコ 岩手 釜石、根浜大好きです！

208 岩渕美紀 イワブチミキ 岩手 ＫＴＡ

■40～49才

209 高橋洋子 タカハシヨウコ 岩手

210 鈴木麻里子 スズキマリコ 山形

211 大志田紀子 オオシダノリコ 岩手 システムエイド

212 成田千春 ナリタチハル 岩手 盛岡トライアスロン

213 木内理加 キナイリカ 岩手 ＫＴＡ

■50～59才

214 首藤みどり シュトウミドリ 宮城

215 角田智子 カクタノリコ 岩手 遠野トライアスロン



216 桜井多賀子 サクライタカコ 東京 海人くらぶ

217 児玉由美 コダマユミ 岩手 ＫＴＡ
今年アキレス腱炎で走れない分スイムで頑
張ります！

218 佐藤恵美 サトウエミ 宮城
以前からOWSに興味があり夢が叶ったの
でマイペースで完泳できれば良いです！

■60～69才

219 庄司明子 ショウジアキコ 宮城 AQUA仙台
完泳が目標ですが去年のタイムを更新で
きると嬉しい！

220 藤田恭子 フジタキョウコ 東京 アクラブ
東北出身です。関東地方の大会とは違うも
のを感じています。

221 尾形祐子 オガタユウコ 福島
2年続けて水温に負けました。今年はウェッ
トスーツ準備して臨みます。

222 高浦祐子 タカウラヒロコ 神奈川

■70才以上

223 小田切史子 オダギリフミコ 千葉 海人くらぶ

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 大畠雄太朗 オオハタユウタロウ 岩手 花巻ＳＦ 総合3位以内に入れるよう頑張る！

302 白藤楓 シラフジカエデ 岩手 花巻ＳＦ

303 岩波奏人 イワナミカナト 岩手

■高校生～29才

304 木村聡汰 キムラソウタ 青森

305 菊池光祐 キクチコウスケ 岩手 花巻東SC

■30～39才

306 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！

307 菅野雄耶 スガノユウヤ 福島

308 及川裕司 オイカワユウジ 岩手

309 牛山竜太朗 ウシヤマリュウタロウ 東京

■40～49才

310 川端明義 カワバタアキヨシ 岩手
初めてのOWSなので完泳をめざして頑張
るぞ！

311 吉田光潤 ヨシダミツヒロ 岩手

312 新保哲郎 シンボテツロウ 宮城
年齢に負けず頑張っている人達を見て私も
頑張りたいと思いました。

313 松本勝司 マツモトカツシ 千葉
家族全員で出場です。千葉から来ました、
全力で楽しみます。

314 山崎隆雄 ヤマザキタカオ 宮城



315 佐藤吉和 サトウヨシカズ 岩手 Kathmandu

316 藤原哲弘 フジワラテツヒロ 岩手 ＢＭＳＴ

317 小室純一 コムロジュンイチ 茨城 ルネサンス水戸

■50～59才

318 渡辺拓 ワタナベヒラク 宮城 温かい海で泳ぎたい！

319 金子裕吉 カネコヒロヨシ 宮城 AQUA仙台 故郷の海で泳ぐ・・・

320 荻野喜恵 オギノヨシエ 福島 完泳を目指して頑張ります。

321 黄田立文 コウダリツブン 東京 MDK47 釜石根浜で泳げる幸せ！

322 松村佳昭 マツムラヨシアキ 東京 ＳＷＴ
毎年参加しております。力強く復興が進む
姿を見るのも楽しみです。

323 竹内俊博 タケウチトシヒロ 岩手 北上競泳塾 今年も楽しく泳ぎ達成感を得たい。

324 田中和則 タナカカズノリ 岩手 盛岡トライアスロン

325 佐藤信春 サトウノブハル 秋田

326 田城博行 タシロヒロユキ 栃木

327 後藤善史 ゴトウヨシフミ 宮城 感謝！！完泳！！

328 菅原圭一 スガワラケイイチ 岩手 盛岡トライアスロン
去年は1Kmに出場、今年は3Kmに挑
戦します。

329 平賀裕士 ヒラガヒロシ 岩手 住宅金融支援機構 3年連続参加です！

■60～69才

330 田中時一 タナカトキカズ 岩手
三陸の海を味わってみたいと思いま
す。

331 山岡秀男 ヤマオカヒデオ 東京 海人くらぶ 3回目の参加を楽しみにしています。

332 林節 ハヤシタカシ 岩手 宮古トライアスロン 根浜の砂浜も復活を！

333 宮口裕 ミヤグチヒロシ 宮城 葉水会

334 Conway Daniel コンウェイ　ダニエル宮城

335 柏田史隆 カシワダフミタカ 岩手 初心者なのでまずは完泳！

■70才以上

336 菊池裕幸 キクチユウコウ 岩手 根浜が好きです！

337 小林格也 コバヤシカクヤ 岩手 釜石トライアスロン 楽しみます！

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 完泳できるよう頑張ります！



■高校生～29才

502 田代絢乃 タシロアヤノ 宮城 東北福祉大学 精一杯頑張ります！

503 伊藤小桜 イトウコハル 岩手 花巻東SC 賞状をとれるよう頑張ります！

■30～39才

504 森田知美 モリタトモミ 東京

■40～49才

505 藤本景子 フジモトケイコ 宮城

■50～59才

506 片岡早苗 カタオカサナエ 福岡

507 山田忍 ヤマダシノブ 大阪 復興を願い全力で泳ぎます！

■60～69才

508 佐野智子 サノトシコ 岩手 チーム ブレイブ 年代優勝❕

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 長崎裕 ナガサキユタカ 青森 平川OWS 2度目の出場

602 五内川和歩 ゴナイカワカズホ 岩手 花巻SF
今年は5Kmに挑戦！最後まで頑
張るぞ！

603 竹内克朗 タケウチカツアキ 岩手 花巻SF 頑張ります。

604 大矢渓心 オオヤケイシン 岩手 花巻SF 一生懸命頑張ります。

605 菅原理碩 スガワラリヒロ 三重

606 木元悠太 キモトユウタ 宮城
東北大学学友会トライ
アスロン部

607 西塔心路 サイトウココロ 宮城
東北大学学友会トライ
アスロン部

608 宮有希 ミヤユウキ 宮城
東北大学学友会トライ
アスロン部 3回目も頑張ります

■30～39才

609 瀧内陽平 タキウチヨウヘイ 宮城 蘇我スイミングサークル
リアス線開業おめでとうございます！
完泳目指して頑張ります！

610 芳賀博史 ハガヒロシ 岩手

611 柏﨑陽 カシワザキアキラ 岩手 釜石水泳協会
去年に続き完泳を目指して頑張ります
‼

612 及川聡介 オイカワトシユキ 岩手 ＫＴＡ 楽しもう！！

■40～49才

613 岡崎満 オカザキミツル 京都



614 高橋公正 タカハシキミマサ 宮城 ちーむなつう 今年も楽しませていただきます！

615 菊田竜司 キクタリュウジ 宮城 トライ東北

616 河野潤 コウノジュン 岩手 かえで薬局

617 畠山学 ハタケヤママナブ 岩手

■50～59才

618 赤羽博文 アカハネヒロフミ 神奈川 チームかぼす

619 菊池俊彦 キクチトシヒコ 岩手 遠野TA倶楽部
5Km初挑戦！制限時間内にゴー
ルしたい！

620 鎌田俊一 カマタシュンイチ 岩手

621 高尾克則 タカオカツノリ 東京 葉水会

622 矢倉貴 ヤグラタカシ 宮城 トライ東北 OWS レース初参加！楽しみです。

623 井上基大 イノウエモトヒロ 神奈川

624 伊藤洋 イトウヒロシ 岩手 宮古トライアスロン

625 角田直樹 カクタナオキ 岩手 遠野トライアスロン

626 萱森英男 カヤモリヒデオ 福島 釜石好きです！

627 菊地長武 キクチオサム 宮城

628 田村剛 タムラゴウ 岩手

■60～69才

629 渡部正彦 ワタナベマサヒコ 千葉 海人くらぶ 今年も着実に完泳目指します！

630 工藤栄三 クドウシゲゾウ 岩手 ナンチャッテＳＳ 完泳が目標です。

631 太田卓秀 オオタタクシュウ 東京
初の釜石、三陸の海を楽しみたいと
思います。

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 松下彩花 マツシタアヤカ 神奈川 田園SS
初めて出場しますが少しでも復興に繋
がればいいなあと思っています。

702 千葉結衣子 チバユイコ 岩手 盛岡体協SC

703 本間美優 ホンマミユウ 山形 日大山形高
初めてですが最後まであきらめず頑
張ります！

704 伊藤咲麗 イトウサラ 秋田 NPO法人 秋田SS
秋田県代表で国体に行けるよう頑張
ります！

705 小倉佑奈 オグラユナ 秋田 NPO法人 秋田SS 国体に行けるよう頑張ります！

706 高清水美紅 タカシミズミク 秋田 大館鳳鳴高・大館SS 白いご飯と焼肉が大好きです！

707 澤田有里 サワダユリ 青森 弘前大学

708 那須玲奈 ナスレイナ 岩手 一関二高 頑張ります！



709 髙橋南子 タカハシミナコ 秋田 秋田北高
優勝して日本選手権、国体出場を目
指します。

710 千葉あんな チバアンナ 岩手 一関一高

711 尾﨑日向子 オザキヒナコ 岩手 花巻東SC 優勝目指して頑張ります！

712 橋本優心 ハシモトユウ 福島 スウィン大教郡山北
海は初めてなのでこわいですがそれ
以上に楽しみです‼

713 長正明日翔 ナガショウアスカ 福島 ルネサンス福嶋
国体出場を目標として頑張りま
す。

714 引木雅妃 ヒキギマサキ 青森

715 中川愛佳 ナカガワアイカ 青森 鯵ヶ沢SC 初めてのOWS頑張ります！

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
東北の皆様宜しくお願いいたします。
釜石ラグビー楽しみですね！

802 髙橋竜太 タカハシリュウタ 岩手 花巻SF がんばります！

803 宮川星司 ミヤカワセイジ 岩手 花巻SF
1秒でも速く泳ぎます。がんばりま
す！

804 桑添陸 クワゾエリク 岩手 新潟医療福祉大学

805 平野夏樹 ヒラノナツキ 秋田 NPO法人 秋田SS
5Kmを泳ぐのは初めてですが頑張っ
て泳ぎきります。

806 松本勝己 マツモトカツキ 千葉 市立船橋高校 絶対日本選手権出場権をGETします。

807 高清水清央 タカシミズキヨテル 秋田 大館桂桜高・大館SS OWS 初挑戦！頑張ります。

808 大塚陽 オオツカヒナタ 神奈川 相模原市水泳協会

809 對馬源輝 ツシマゲンキ 青森 東奥学園高校
海で泳ぐのは初めてですがよい順位目指
して精一杯泳ぎきりたいと思います。

810 安部愛翔 アベマナト 山形 県立山形中央高 がんばります！

811 幕田敏也 マクタトシヤ 宮城 仙台大学 限界を知りたい

812 工藤嵩也 クドウタカヤ 青森 八戸工大第一高校
初めて出場する大会なので全力で頑張り
全力で楽しみたいです‼

813 中原脩玖 ナカハラシュウク 長崎 長崎県水泳連盟
はじめてのOWSなのでとにかく楽しみた
い。茨城国体に繋がるレースにしたい。


