
オリンピックディスタンス(ペア）
No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い

1 大谷 節哉 おおたに せつや 男 52 横浜市 88 黒田 亮 くろだ りょう 男 37 東京都
2 大谷 朝子 おおたに あさこ 女 51 横浜市 89 柏木 隆志 かしわぎ たかし 男 38 東京都
3 関 裕史 せき ひろし 男 46 川崎市 90 後藤 正直 ごとう まさなお 男 38 横浜市
4 谷本 寛子 たにもと ひろこ 女 56 川崎市 91 中野 将史 なかの まさし 男 38 東京都
5 田辺 聡 たなべ さとし 男 50 埼玉県 92 中島 尊澄 なかじま たかずみ 男 38 東京都
6 高津 泉 たかつ いずみ 女 51 埼玉県 93 伊藤 竜広 いとう たつひろ 男 38 東京都
7 栗原 誠仁 くりはら しげよし 男 49 横浜市 94 中島 哲 なかしま さとし 男 38 東京都
8 中園 あや なかぞの あや 女 38 横浜市 95 森山 泰宏 もりやま やすひろ 男 38 茨城県
9 宇野 総一 うの そういち 男 45 川崎市 96 濱田 憲一 はまだ けんいち 男 38 東京都

10 萩原 文子 はぎわら ふみこ 女 53 川崎市 97 今村 博之 いまむらひろゆき 男 38 東京都
11 大畑 真彦 おおはた まさひこ 男 29 東京都 98 中村 貴則 なかむら たかのり 男 38 横浜市
12 大畑 楓 おおはた かえで 女 29 東京都 99 家頭 恵 やがしら けい 男 39 千葉県
13 根本 亮治 ねもと りょうじ 男 39 横浜市 100 中里 光宏 なかざと みつひろ 男 39 川崎市
14 濱野 裕明子 はまの ゆみこ 女 43 横浜市 101 倉本 英次 くらもと えいじ 男 39 横浜市
15 田村 健彦 たむら たけひこ 男 47 横浜市 102 大石 岳 おおいし がく 男 39 横浜市
16 脇 真由美 わき まゆみ 女 49 横浜市 103 福山 彰 ふくやま あきら 男 39 川崎市
17 日下部 朋久 くさかべ ともひさ 男 56 東京都 104 中丸 大輔 なかまる だいすけ 男 39 東京都
18 須藤 友子 すとう ともこ 女 42 東京都 105 安藤 隼人 あんどう はやと 男 39 川崎市

106 高橋 尚徳 たかはし なおのり 男 39 川崎市
オリンピックディスタンス(個人） 107 飯島 久典 いいじま ひさのり 男 39 横浜市

No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い 108 渋沢 謙太郎 しぶさわ けんたろう 男 39 東京都
19 肥後 巧 ひご たくみ 男 23 川崎市 109 沓澤 篤史 くつざわ あつし 男 39 東京都
20 林 拓弥 はやし たくや 男 24 東京都 110 仙田 敬之 せんだ たかゆき 男 40 横須賀市
21 岩藤 碩哉 イワフジ ヒロヤ 男 24 横浜市 111 青葉 渉 あおば わたる 男 40 東京都
22 浅野 達哉 あさの たつや 男 24 東京都 112 毛利 浩二郎 もうり こうじろう 男 40 横浜市
23 渡邊 賢人 わたなべ けんと 男 24 横浜市 113 寺下 洋平 てらした ようへい 男 40 横浜市
24 水口 潤哉 みずぐち じゅんや 男 24 静岡県 114 三苫 真実 みとま しんじ 男 40 横浜市
25 山口 貢一 やまぐち こういち 男 24 東京都 115 田島 雄一 たじま ゆういち 男 40 藤沢市
26 田井 貫太 たい かんた 男 25 兵庫県 116 石田 真啓 いしだ まさひろ 男 40 東京都
27 佐藤 広 さとう ひろき 男 25 東京都 117 望月 隆司 もちづき たかし 男 40 東京都
28 白石 裕基 しらいし ゆうき 男 26 東京都 118 宮﨑 智之 男 40 横浜市
29 安達 広徳 あだち ひろのり 男 26 厚木市 119 藤井 政和 ふじい まさかず 男 41 東京都
30 藤井 達也 ふじい たつや 男 26 千葉県 120 西谷 圭史 にしや たかし 男 41 相模原市
31 西山 雄大 にしやま ゆうた 男 27 東京都 121 小原 大樹 おばら ひろき 男 41 滋賀県
32 有働 弘隆 うどう ひろたか 男 27 横浜市 122 榊原 弘之 さかきばら ひろゆき 男 41 鎌倉市
33 鈴木 達史シェルトン すずき たつししぇるとん 男 27 川崎市 123 黒澤 久佳 くろさわ ひさよし 男 41 埼玉県
34 内藤 兵磨 ナイトウ ヒョウマ 男 28 東京都 124 小澤 和仁 おざわ かずひと 男 41 川崎市
35 今井 寿亮 いまい よしあき 男 28 東京都 125 赤川 玄樹 あかがわ はるき 男 41 横浜市
36 太田 健人 おおた けんと 男 29 東京都 126 瀬戸 俊一 せと しゅんいち 男 41 海老名市
37 岡部 貴文 おかべ たかふみ 男 29 埼玉県 127 若林 裕 わかばやし ゆたか 男 41 千葉県
38 上元 達仁 かみもと たつひと 男 29 東京都 128 河村 雄也 かわむら ゆうや 男 41 横須賀市
39 仲里 昂平 なかざと こうへい 男 29 東京都 129 奥崎 隆浩 おくざき たかひろ 男 41 埼玉県
40 疋田 修造 ひきだ しゅうぞう 男 29 厚木市 130 栗本 幸紘 くりもと ゆきひろ 男 41 東京都
41 浜田 俊 はまだ しゅん 男 30 横浜市 131 若山 大樹 わかやま だいき 男 41 川崎市
42 有富 雄平 ありとみ ゆうへい 男 30 茨城県 132 西本 匡宏 にしもと まさひろ 男 42 横浜市
43 大野 剛 おおの つよし 男 30 横浜市 133 工藤 顕 くどう あきら 男 42 東京都
44 雨宮 大地 あめみや だいち 男 30 横浜市 134 川島 俊嗣 かわしま としつぐ 男 42 川崎市
45 澤居 宏紀 さわい ひろき 男 30 東京都 135 李 盛進 り そんじん 男 42 横浜市
46 加藤 大地 かとう だいち 男 30 東京都 136 三上 良平 みかみ りょうへい 男 42 藤沢市
47 山下 翔 やました かける 男 30 栃木県 137 花嶋 純一 はなしま じゅんいち 男 42 千葉県
48 日比野 拓 ひびの たく 男 31 東京都 138 高井 大治郎 たかい だいじろう 男 43 新潟県
49 中村 雅和 なかむら まさかず 男 31 川崎市 139 石原 智秀 いしはら ともひで 男 43 茅ヶ崎市
50 前田 雄哉 まえだ ゆうや 男 31 横浜市 140 矢野 健太郎 やの けんたろう 男 43 東京都
51 花田 和晃 はなだ かずあき 男 31 茨城県 141 古屋敷 浩嗣 ふるやしき こうじ 男 43 藤沢市
52 神林 知将 かんばやし とものぶ 男 31 川崎市 142 松木 健治 まつき けんじ 男 43 横浜市
53 知念 大海 ちねん まさみ 男 31 大和市 143 西村 將生 にしむら まさお 男 43 茅ヶ崎市
54 柴田 裕介 しばた ゆうすけ 男 31 横浜市 144 清水 寛 しみず ひろし 男 43 川崎市
55 今村 彰太郎 いまむら しょうたろう 男 31 川崎市 145 ABSOUS Olivier あぶすー おりヴぃえ 男 43 東京都
56 谷口 和也 たにぐち かずや 男 32 静岡県 146 河瀬 高志 かわせ たかし 男 43 川崎市
57 佐塚 直生 さづか なおき 男 32 東京都 147 杉山 博則 男 43 東京都
58 木村 佑太 きむら ゆうた 男 32 東京都 148 嶋村 洋介 しまむら ようすけ 男 43 川崎市
59 佐々木 雄大 ささき たけひろ 男 32 東京都 149 後藤 直樹 ごとう なおき 男 43 藤沢市
60 黒沢 亮平 くろさわ りょうへい 男 33 横浜市 150 七字 良仁 シチジ ヨシト 男 44 東京都
61 原田 諭 はらだ さとし 男 33 横浜市 151 松澤 誠司 まつざわ せいじ 男 44 東京都
62 中川 栄 なかがわ さかえ 男 33 藤沢市 152 溝内 達也 みぞうち たつや 男 44 東京都
63 市ノ川 隆久 イチノカワ タカヒサ 男 33 横浜市 153 岡本 篤志 おかもと あつし 男 44 横浜市
64 蒲生 勇太 がもう ゆうた 男 33 東京都 154 和田 晃 わだ あきら 男 44 東京都
65 八木 博之 やぎ ひろゆき 男 34 川崎市 155 鈴木 信也 すすき しんや 男 44 愛知県
66 木村 俊夫 きむら としお 男 34 横浜市 156 小泉 雅則 こいずみ まさのり 男 44 東京都
67 山口 尚己 やまぐち なおき 男 34 川崎市 157 玉井 勝士 タマイ カツシ 男 44 東京都
68 武田 祐介 たけだ ゆうすけ 男 34 東京都 158 太田 洋芳 おおた ひろよし 男 44 東京都
69 島田 順弘 しまだ まさひろ 男 34 東京都 159 大澤 亮司 おおさわ りょうじ 男 44 相模原市
70 山元 一史 男 34 藤沢市 160 岡部 貴広 おかべ たかひろ 男 44 川崎市
71 花房 宏幸 はなふさ ひろゆき 男 34 東京都 161 岡田 洋平 おかだ ようへい 男 44 横浜市
72 宮本 洋輔 みやもと ようすけ 男 34 東京都 162 中島 秋彦 なかじま あきひこ 男 44 兵庫県
73 ツェデンダンバ ツェレンバト ツェデンダンバ ツェレンバト 男 35 横浜市 163 平松 慎矢 ひらまつ しんや 男 44 東京都
74 内田 祐太 うちだ ゆうた 男 35 千葉県 164 Scott Thomas スコット トーマス 男 44 東京都
75 マルチネス オリビエ 男 35 東京都 165 米本 拡史 よねもと ひろし 男 44 千葉県
76 佐藤 宏之 さとう ひろゆき 男 36 埼玉県 166 静間 隆夫 しずま たかお 男 44 千葉県
77 安斉 昌照 あんざい まさてる 男 36 座間市 167 須崎 哲 すさき てつ 男 45 東京都
78 西田 典史 にしだ のりふみ 男 36 東京都 168 野島 大輔 のじま だいすけ 男 45 横浜市
79 藤井 健 ふじい たけし 男 36 東京都 169 中山 悟朗 なかやま ごろう 男 45 東京都
80 山下 正樹 やました まさき 男 36 川崎市 170 小林 弘明 こばやし ひろあき 男 45 小田原市
81 高橋 レオ たかはし れお 男 36 横須賀市 171 伊藤 剛 いとう ごう 男 45 東京都
82 服崎 太郎 ふくざき たろう 男 36 東京都 172 阿部 忠順 あべ ただよし 男 45 川崎市
83 小林 尊志 こばやし たかし 男 36 東京都 173 両角 剛 モロズミ ツヨシ 男 45 東京都
84 駒野 悠太 こまの ゆうた 男 37 横浜市 174 草原 康行 くさはら やすゆき 男 45 横浜市
85 堀内 一哉 ほりうち かずや 男 37 横浜市 175 池田 慶太 いけだ けいた 男 45 横浜市
86 小川 勉 おがわ つとむ 男 37 東京都 176 清木 孝之 せいき たかゆき 男 45 東京都
87 竹中 収 たけなか おさむ 男 37 横浜市 177 今井 竜三郎 いまい りゅうざぶろう 男 45 東京都
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178 佐竹 大 さたけ だい 男 45 横浜市 268 渡辺 殖 わたなべ しげる 男 51 茅ヶ崎市
179 森戸 道昭 もりと みちあき 男 45 東京都 269 松本 修 まつもと おさむ 男 51 東京都
180 岡山 竹男 岡山竹男 たけお 男 46 大和市 270 高木 裕一郎 たかぎ ゆういちろう 男 51 藤沢市
181 服部　史男 男 46 東京都 271 和田 基 わだ もとい 男 51 東京都
182 雫石 政一 しずくいし せいいち 男 46 埼玉県 272 和田 晃典 わだ あきのり 男 51 東京都
183 濱野 幸次郎 はまの こうじろう 男 46 横浜市 273 斉藤 充宏 さいとう みつひろ 男 51 藤沢市
184 宮内 尊徳 みやうち たかのり 男 46 横浜市 274 佐藤 規浩 さとう のりひろ 男 51 川崎市
185 宮本 茂 みやもと しげる 男 46 相模原市 275 乾 究 いぬい きわむ 男 51 愛知県
186 行川 賢一郎 なめかわ けんいちろう 男 46 横浜市 276 小畑 勝 こばた まさる 男 51 群馬県
187 中野 正紀 なかの まさき 男 46 東京都 277 野口 哲男 のぐち てつお 男 51 横浜市
188 杉原 明 すぎはら あきら 男 46 横浜市 278 野寺 義典 のでら よしのり 男 51 東京都
189 菅沼 和人 すがぬま かずと 男 46 横浜市 279 仲川 智雄 なかがわ ともお 男 51 東京都
190 植松 公彦 うえまつ きみひこ 男 46 藤沢市 280 安川 武男 やすかわ たけお 男 51 川崎市
191 松崎 暁 まつざき さとる 男 46 横浜市 281 山岸 正人 やまぎし まさと 男 51 長野県
192 新井 一成 あらい かずなり 男 46 東京都 282 大竹 宏明 おおたけ ひろあき 男 52 大和市
193 大西 崇量 おおにし たかかず 男 46 東京都 283 池田 勝次 いけだ かつし 男 52 川崎市
194 横井 康孝 よこい やすたか 男 46 福井県 284 戸塚 崇爲 とつか たかゆき 男 52 東京都
195 安達 省泰 あだち よしひろ 男 46 横浜市 285 三瓶 亨 さんぺい とおる 男 52 横浜市
196 松橋 亨 まつはし とおる 男 46 静岡県 286 大用 訓一 おおよう のりかず 男 52 東京都
197 島原 武史 しまはら たけし 男 46 横浜市 287 内藤 寛 ないとう ひろし 男 52 東京都
198 古市 守 ふるいち まもる 男 47 横浜市 288 罍 孝司 もたい こうじ 男 52 東京都
199 八木 英道 やぎ ひでみち 男 47 横浜市 289 西本 有三 にしもと ゆうぞう 男 52 川崎市
200 黒沢 康之 くろさわ やすゆき 男 47 川崎市 290 東田 欣也 ひがしだ よしなり 男 52 愛知県
201 佐藤 清 さとう きよし 男 47 東京都 291 加藤 荘十郎 かとう そうじゅうろう 男 52 横浜市
202 安田 康平 やすだ こうへい 男 47 川崎市 292 内田 英良 うちだ ひでお 男 53 東京都
203 前田 幸雄 まえだ ゆきお 男 47 東京都 293 武田 士郎 たけだ しろう 男 53 東京都
204 篠原 卓 しのはら たく 男 47 埼玉県 294 梅原 成郎 うめはら まさお 男 53 東京都
205 櫻井 啓之 さくらい ひろゆき 男 47 群馬県 295 中田 哲 なかた さとし 男 53 東京都
206 佐藤 為 さとう おさむ 男 47 東京都 296 家城 聡 やしろ さとし 男 53 川崎市
207 松清 大 まつきよ ひろし 男 47 東京都 297 飯田 哲也 イイダ テツヤ 男 53 千葉県
208 大谷 紀之 おおたに のりゆき 男 47 藤沢市 298 島田 貴郎 しまだ たかお 男 53 横浜市
209 大江 歩 おおえ あゆみ 男 47 東京都 299 橋本 和幸 はしもと かずゆき 男 53 横浜市
210 稲垣 斉 いながき ただし 男 47 相模原市 300 齊藤 将志 さいとう まさし 男 53 横浜市
211 植田 倫臣 うえた みちおみ 男 47 東京都 301 柳澤 貴 やなぎさわ たかし 男 54 東京都
212 佐藤 廉也 さとう れんや 男 47 宮城県 302 井上 雅可 いのうえ まさよし 男 54 東京都
213 吉本 雄次 よしもと ゆうじ 男 47 横浜市 303 桑原 昌宏 くわばら まさひろ 男 54 埼玉県
214 佐貫 伸行 さぬき のぶゆき 男 47 川崎市 304 竹内 昭久 たけうち あきひさ 男 54 東京都
215 青田 邦宏 あおた くにひろ 男 48 東京都 305 大津 伸一 おおつ しんいち 男 54 横須賀市
216 竹内 俊光 たけうち としみつ 男 48 川崎市 306 榎本 正 えのもと まさし 男 54 東京都
217 牧野 星 まきの たかし 男 48 東京都 307 田中 宏明 たなか ひろあき 男 54 横浜市
218 佐藤 真司 さとう しんじ 男 48 横浜市 308 泊 直樹 とまり なおき 男 54 藤沢市
219 下久保 亘 しもくぼ わたる 男 48 東京都 309 梅津 雅人 うめづ まさと 男 54 東京都
220 田島 康成 たじま やすなり 男 48 千葉県 310 伊藤 雅己 イトウ マサミ 男 54 横浜市
221 中島 健 なかじま たけし 男 48 横浜市 311 平野 玲之 ひらの れいじ 男 54 埼玉県
222 前田 正人 まえだ まさひと 男 48 東京都 312 小野 明 おの あきら 男 54 川崎市
223 秋元 正徳 あきもと まさのり 男 48 栃木県 313 淺倉 勲 あさくら いさお 男 54 東京都
224 岩井 政良 いわい まさよし 男 48 東京都 314 内山 雅裕 うちやま まさひろ 男 55 川崎市
225 石渡 貴章 いしわた たかあき 男 48 横須賀市 315 伊藤 道彦 いとう みちひこ 男 55 横浜市
226 物部 伸也 ものべ しんや 男 48 東京都 316 大坪 隆 おおつぼ たかし 男 55 埼玉県
227 佐藤 拓也 さとう たくや 男 48 横浜市 317 八田 英俊 はった ひでとし 男 55 川崎市
228 沼沢 大輔 ぬまざわ だいすけ 男 48 横須賀市 318 山 雄久 ヤマ カツヒサ 男 55 鎌倉市
229 加々美 裕人 かがみ ひろと 男 48 鎌倉市 319 齋藤 弘道 さいとう ひろみち 男 55 相模原市
230 河野 雄揮 こうの ゆうき 男 48 埼玉県 320 岩田 英之 いわた ひでゆき 男 55 東京都
231 小田 圭二 おだ けいじ 男 48 川崎市 321 安田 善一郎 やすだ ぜんいちろう 男 55 東京都
232 長井 孝仁 ながい のりひと 男 48 埼玉県 322 田村 誠 たむら まこと 男 56 東京都
233 野村 隆 のむら たかし 男 48 東京都 323 洲鎌 英輝 すがま ひでき 男 56 横浜市
234 大島 達也 おおしま たつや 男 48 川崎市 324 金子 英一 かねこ えいいち 男 56 横浜市
235 伊藤 毅 いとう たける 男 48 東京都 325 内山 順造 うちやま じゅんぞう 男 56 厚木市
236 吉田 良雄 よしだ よしお 男 49 東京都 326 鈴木 基則 すずき もとのり 男 56 埼玉県
237 伊藤 貴雄 いとう たかお 男 49 横浜市 327 刈込 光晴 かりこみ みつはる 男 56 横浜市
238 本多 勇一 ほんだ ゆういち 男 49 千葉県 328 滝本 賀年 たきもと かずとし 男 56 東京都
239 谷村 拓也 たにむら たくや 男 49 東京都 329 岩本 紀久 いわもと のりひさ 男 56 東京都
240 柳澤 智行 柳澤 智行 男 49 東京都 330 平石 儀丈 ひらいし よしたけ 男 56 東京都
241 信田 篤志 のぶた あつし 男 49 横浜市 331 蒲谷 徹 かばや とおる 男 57 東京都
242 シャオ ホンチー しゃお ほんちー 男 49 横浜市 332 村瀬 秀也 むらせ ひでや 男 57 千葉県
243 平沢 光司 ひらさわ こうじ 男 49 埼玉県 333 佐藤 一哉 さとう かずや 男 57 川崎市
244 味岡 宏幸 あじおか ひろゆき 男 49 長野県 334 宮本 泰弘 みやもと やすひろ 男 57 千葉県
245 青木 幸則 あおき ゆきのり 男 49 愛知県 335 梅本 登 うめもと のぼる 男 57 東京都
246 真野目 宏司 まのめ こうじ 男 49 埼玉県 336 駒井 浩 こまい ひろし 男 57 埼玉県
247 松田 哲 まつだ さとる 男 49 東京都 337 金子 浩一 かねこ こういち 男 57 埼玉県
248 田中 利和 たなか としかず 男 49 東京都 338 永井 達 ながい とおる 男 57 東京都
249 鴨川 壯英 かもがわ たけひで 男 49 横浜市 339 小泉 比呂充 こいずみ ひろみつ 男 58 横浜市
250 長島 康寿之 ながしま やすゆき 男 49 横浜市 340 齋藤 博 さいとう ひろし 男 58 相模原市
251 蜂巣 広幸 はちす ひろゆき 男 49 千葉県 341 羽賀 浩良 ハガ ヒロヨシ 男 58 川崎市
252 佐々木 繁 ささき しげる 男 49 東京都 342 冨岡 弘文 とみおか ひろふみ 男 58 相模原市
253 小川 大輔 おがわ だいすけ 男 50 川崎市 343 倉阪 直武 くらさか なおたけ 男 59 茅ヶ崎市
254 小西 俊一郎 こにし しゅんいちろう 男 50 東京都 344 亀森 一好 かめもり かずよし 男 59 横浜市
255 毛利 次郎 もうり じろう 男 50 川崎市 345 牧野 修 まきの おさむ 男 59 横浜市
256 KILIDJIAN GILLES キリジャン ジル 男 50 東京都 346 北嶋 伸吉 きたじま のぶよし 男 60 横浜市
257 相原 伸行 あいはら のぶゆき 男 50 東京都 347 秋山 実 男 60 川崎市
258 山口 高男 やまぐち たかお 男 50 東京都 348 山中 登 やまなか のぼる 男 61 伊勢原市
259 中澤 克哉 なかざわ かつや 男 50 横浜市 349 熊坂 寛 くまさか ひろし 男 61 東京都
260 林 徹 はやし てつ 男 50 横浜市 350 児玉 行雄 こだま ゆきお 男 61 東京都
261 小板橋 宏康 こいたばし ひろやす 男 50 東京都 351 澤田 貴司 さわだ たかし 男 62 東京都
262 宮川 十詩彦 みやがわ としひこ 男 50 横浜市 352 生田 哲 イクタ テツ 男 62 東京都
263 纐纈 仁 こうけつ ひとし 男 50 東京都 353 山村 良一 やまむら りょういち 男 63 茅ヶ崎市
264 小澤 一彦 おざわ かずひこ 男 50 東京都 354 原 正弘 はら まさひろ 男 63 兵庫県
265 鈴木 一郎 すずき いちろう 男 50 東京都 355 太田 俊次 おおた しゅんじ 男 64 横浜市
266 浅田 未延 あさだ みのぶ 男 50 東京都 356 細川 一樹 ほそかわ かずき 男 64 東京都
267 杉山 俊昭 すぎやま としあき 男 51 横須賀市 357 杉山 和雄 すぎやま かずお 男 64 東京都



No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い

358 金澤 章 カナザワ アキラ 男 64 東京都 547 九田 友美 くだ ともみ 女 31 川崎市
359 縄田 拓也 なわた たくや 男 65 東京都 548 野瀬 真弓 のせ まゆみ 女 35 東京都
360 大野 勝彦 おおの かつひこ 男 67 横浜市 549 須崎 澄子 すさき すみこ 女 44 東京都
361 田中 茂 たなか しげる 男 70 東京都 550 佐藤 逸知子 さとう いちこ 女 45 東京都
362 大橋 徹 おおはし とおる 男 71 東京都 551 斉藤 有紀子 さいとう ゆきこ 女 49 横浜市
363 杉本 知子 すぎもと ともこ 女 23 栃木県 552 金巻 直美 かねまき なおみ 女 50 東京都
364 笠井 美智子 かさい みちこ 女 29 横浜市 553 武田 ミオ たけだ みお 女 54 東京都
365 笠野 千織 かさの ちおり 女 29 東京都 554 伊藤 菜穂子 いとう なおこ 女 57 横浜市
366 杉山 夏美 すぎやま なつみ 女 32 東京都
367 佐久間 奈緒美 さくま なおみ 女 37 埼玉県 パラエンジョイディスタンス

368 加藤 紅彩 かとう こうさい 女 37 東京都 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い

369 山内 寧子 やまうち やすこ 女 38 埼玉県 555 中山 賢史朗 なかやま けんしろう 男 29 東京都
370 池田 妙子 いけだ たえこ 女 39 東京都
371 森 久美子 もり くみこ 女 42 埼玉県 トラガール

372 小村 由香 こむら ゆか 女 45 横浜市 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い

373 藤本 優子 ふじもと ゆうこ 女 46 東京都 701 荻原 那奈海 おぎはら ななみ 女 16 川崎市
374 豊浜 睦月 とよはま むつき 女 46 相模原市 702 澤田 芙紗 さわだ ふさ 女 39 東京都
375 加藤 千夏 かとう ちなつ 女 47 埼玉県 703 紺野 美沙子 こんの みさこ 女 41 東京都
376 松井 亜希子 まつい あきこ 女 47 東京都 704 森内 慶子 もりうち けいこ 女 41 大和市
377 上地 さり かみち さり 女 48 横浜市 705 窪田 美奈 くぼた みな 女 41 綾瀬市
378 鷹股 宏美 たかまた ひろみ 女 48 東京都 706 伊田 美樹 いだ みき 女 49 鎌倉市
379 浦野 万里子 うらの まりこ 女 49 川崎市 707 村田 祐子 ムラタ ニャンニャン 女 49 東京都
380 渡辺 広美 わたなべ ひろみ 女 49 東京都 708 井上 佑子 いのうえ ゆうこ 女 55 東京都
381 馬場 温子 ばば あつこ 女 50 千葉県
382 菊池 美奈 きくち みな 女 56 東京都 ジュニア(中学生)
383 金子 千浪 かねこ ちなみ 女 58 茅ヶ崎市 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い

384 沼部 真理子 ぬまべ まりこ 女 59 東京都 751 筒井 和 つつい やまと 男 13 中1 東京都
385 吉澤 千賀子 よしざわ ちかこ 女 61 川崎市 752 田中 大揮 たなか ひろき 男 12 中1 東京都

753 Zann 愁真 ざん しゅうま 男 12 中1 東京都
パラオリンピックディスタンス 754 須崎 凱 すさき かい 男 14 中2 東京都

No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い 755 KILIDJIAN YANN キリジャン ヤン 男 13 中2 東京都
386 秋葉 茂 あきば しげる 男 47 千葉県 756 甲斐 大貴 かい だいき 男 13 中2 東京都

757 風間 大和 かざま やまと 男 13 中2 東京都
高校生の部 758 石井 敬大 いしい けいた 男 13 中2 東京都

No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い 759 山下 龍 やました りょう 男 13 中2 東京都
501 須崎 聖 すさき せい 男 16 高1 東京都 760 比嘉 真浩 ひが まさひろ 男 14 中3 静岡県
502 笠原 凜 かさはら りん 男 16 高2 東京都 761 熊本 颯志 クマモト ソウシ 男 14 中3 川崎市

762 下田 優斗 しもだ ゆうと 男 15 中3 東京都
エンジョイディスタンス 763 小林 海斗 こばやし かいと 男 14 中3 埼玉県

No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い 764 黒川 航宇 くろかわ こう 男 14 中3 東京都
503 加藤 睦美 かとう むつみ 男 21 横浜市 765 佐藤 陸 さとう りく 男 15 中3 東京都
504 吉田 京介 よしだ きょうすけ 男 23 横浜市 766 吉原 七海 よしはら ななみ 女 13 中1 横浜市
505 桐ヶ谷 友志 きりがや ゆうし 男 24 横浜市 767 松清 日万莉 まつきよ ひまり 女 14 中2 東京都
506 南原 一樹 なんばら かずき 男 26 東京都 768 萩原 麻乃 ハギワラ アサノ 女 14 中2 東京都
507 横山 洋行 よこやま ひろゆき 男 28 川崎市
508 青木 幸介 あおき こうすけ 男 29 東京都
509 山田 敏明 ヤマダ トシアキ 男 32 茅ヶ崎市
510 木原 貴史 きはら たかし 男 32 川崎市
511 青木 隆介 あおき りゅうすけ 男 33 千葉県
512 山岸 城太郎 やまぎし じょうたろう 男 33 東京都
513 小室 匡司 こむろ まさし 男 34 千葉県
514 中村 俊也 なかむら としや 男 35 川崎市
515 塚田 有司 つかだ ゆうし 男 37 横浜市
516 加藤 一心 かとう いっしん 男 38 大井町
517 山岡 桂太 やまおか けいた 男 39 川崎市
518 佐藤 和幸 さとう かずゆき 男 41 海老名市
519 大藪 健 おおやぶ たけし 男 41 横浜市
520 大山 勝司 おおやま かつじ 男 42 川崎市
521 村田 仁 むらた じん 男 43 横浜市
522 落合 将伸 おちあい まさのぶ 男 43 横浜市
523 村田 哲弘 むらた てつひろ 男 44 埼玉県
524 福田 徹也 ふくだ てつや 男 45 川崎市
525 渡辺 英靖 わたなべ ひでやす 男 45 東京都
526 山下 啓之 やました ひろゆき 男 45 二宮町
527 土井 幹也 ドイ ミキヤ 男 46 東京都
528 岡 快 おか やすし 男 48 川崎市
529 山口 謙 やまぐち けん 男 49 埼玉県
530 富田 智彦 とみた ともひこ 男 49 千葉県
531 染谷 貴志 そめや たかし 男 49 横浜市
532 渡辺 研一 わたなべ けんいち 男 49 東京都
533 葉村 真樹 はむら まさき 男 50 千葉県
534 花光 隆二 はなみつ りゅうじ 男 50 川崎市
535 門倉 淳 かどくら じゅん 男 50 海老名市
536 荻原 秀敏 おぎはら ひでとし 男 50 横浜市
537 高井 哲彦 たかい てつひこ 男 53 北海道
538 高木 敏夫 たかき としお 男 54 東京都
539 田島 房好 たじま ふさよし 男 55 東京都
540 野上 成章 のがみ しげあき 男 56 東京都
541 大橋 弘一 おおはし こういち 男 60 川崎市
542 塩田 和之 しおた かずゆき 男 64 千葉県
543 小宮 英明 こみや ひであき 男 65 横浜市
544 白井 真一 しらい しんいち 男 68 横浜市
545 小川 明正 おがわ あきまさ 男 69 東京都
546 瀧澤 吉明 たきざわ よしあき 男 71 東京都



キッズの部(小学1～3年生) キッズの部(小学4～6年生)
No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い

801 内田 夏之 うちだ なつゆき 男 7 小1 東京都 901 前田 悠晴 まえだ ゆうせい 男 9 小4 横浜市
802 亀井 健新 かめい けんしん 男 7 小1 厚木市 902 古市 大 ふるいち まさる 男 10 小4 横浜市
803 高崎 映真 たかさき はゆま 男 7 小1 栃木県 903 山根 佳大 やまね よしはる 男 9 小4 川崎市
804 夏苅 琉良 なつかり るい 男 7 小1 川崎市 904 児玉 昊汰 こだま こうた 男 9 小4 相模原市
805 塚田 理久 つかだ 理久 男 6 小1 横浜市 905 ABSOUS Clement あぶすー くれもん 男 9 小4 東京都
806 佐々木 興人 ささき おきと 男 6 小1 東京都 906 八木 翔太郎 やぎ しょうたろう 男 9 小4 横浜市
807 大藪 志一朗 おおやぶ しいちろう 男 7 小1 横浜市 907 安藤 晴葵 あんどう はるき 男 10 小4 川崎市
808 宮田 央輝 みやた おうき 男 7 小1 厚木市 908 野田 琉生 のだ りゅうせい 男 9 小4 東京都
809 渡井 健太 わたい けんた 男 8 小2 静岡県 909 宮田 泰成 みやた たいせい 男 9 小4 厚木市
810 佐藤 守 さとう まもる 男 7 小2 横浜市 910 塚田 菜奈花 つかだ ななか 男 9 小4 横浜市
811 佐藤 有悟 さとう ゆうご 男 7 小2 東京都 911 風間 甲斐 かざま かい 男 9 小4 東京都
812 福島 大悟 ふくしま だいご 男 7 小2 川崎市 912 毛利 祐晟 もうり ゆうせい 男 9 小4 横浜市
813 ABSOUS Matthieu アブス― マチュウ 男 7 小2 東京都 913 窪田 颯 くぼた りく 男 10 小4 綾瀬市
814 安藤 信司 あんどう しんじ 男 7 小2 川崎市 914 栃元 颯太 とちもと そうた 男 10 小4 東京都
815 齋藤 海聖 さいとう かいせい 男 7 小2 川崎市 915 上光 遍 うえみつ あまね 男 9 小4 横浜市
816 三日尻 陸 みかじり りく 男 7 小2 東京都 916 山口 恭平 やまぐち きょうへい 男 9 小4 厚木市
817 杉田 晃大 スギタ コウダイ 男 7 小2 藤沢市 917 平 松太 たいら しょうた 男 9 小4 埼玉県
818 佐々木 颯太 ささき そうた 男 8 小2 東京都 918 宮崎 謙斗 みやざき けんと 男 10 小5 東京都
819 窪田 羚 くぼた りょう 男 8 小2 綾瀬市 919 菅田 馨 すがた かおる 男 10 小5 川崎市
820 伊澤 歩生 いざわ あおい 男 8 小2 東京都 920 佐藤 圭悟 さとう けいご 男 10 小5 東京都
821 佐藤 麟太郎 さとう りんたろう 男 8 小2 東京都 921 三崎 圭悟 みさき けいご 男 11 小5 横浜市
822 菅原 昊志 すがわら こうし 男 8 小3 横浜市 922 影井 天馬 かげい てんま 男 11 小5 横浜市
823 谷村 魁 たにむら かい 男 8 小3 東京都 923 吉原 海翔 よしはら かいと 男 11 小5 横浜市
824 渡 健 わたり けん 男 9 小3 横浜市 924 湯井 修大 ゆい しゅうだい 男 10 小5 埼玉県
825 和田 蓮音 わだ れおん 男 9 小3 横浜市 925 内山 眞之介 うちやま しんのすけ 男 10 小5 東京都
826 内山 倖太朗 うちやま こうたろう 男 8 小3 東京都 926 浅沼 佳吾 あさぬま けいご 男 11 小5 藤沢市
827 小林 拓海 こばやし たくみ 男 9 小3 埼玉県 927 細井 渚吾 ほそい しょあ 男 11 小5 東京都
828 夏苅 英汰 なつかり えいた 男 9 小3 川崎市 928 飯田 智達 イイダ トモタツ 男 11 小5 東京都
829 中島 大稀 なかじま はるき 男 8 小3 東京都 929 矢野 一真 やの かずま 男 11 小6 東京都
830 渋沢 慎太郎 しぶさわ しんたろう 男 9 小3 東京都 930 須崎 和 すさき あい 男 11 小6 東京都
831 松崎 蓮太郎 まつざき れんたろう 男 8 小3 東京都 931 佐藤 遥 さとう はるか 男 12 小6 川崎市
832 渡辺 憩 わたなべ いこい 男 9 小3 川崎市 932 平原 翔太 ひらはら しょうた 男 12 小6 東京都
833 紺野 武雄 こんのたける 男 8 小3 東京都 933 渡辺 奏太 わたなべ かなた 男 12 小6 東京都
834 江端 愛佳 えばた あいか 女 7 小1 川崎市 934 渡辺 聖也 わたなべ せいや 男 12 小6 東京都
835 稲垣 楓花 いながき ふうか 女 6 小1 奈良県 935 北原 慶士 きたはら けいと 男 11 小6 横浜市
836 三崎 朱莉 みさき あかり 女 7 小2 横浜市 936 田中 湊人 たなか みなと 男 11 小6 東京都
837 羽田 瑠凪 はだ るな 女 7 小2 川崎市 937 杉山 泰賀 すぎやま たいが 男 11 小6 藤沢市
838 佐藤 結芽 さとう ゆめ 女 7 小2 横浜市 938 舟橋 諒 ふなはし りょう 男 12 小6 横浜市
839 平松 詩埜 ひらまつ しの 女 7 小2 東京都 939 鈴木 海聖 すずき かいせい 男 12 小6 東京都
840 孫 佳娜 そん かな 女 8 小2 東京都 940 田村 和奏 たむら わかな 女 9 小4 寒川町
841 平 詩織 たいら しおり 女 7 小2 埼玉県 941 黒澤 心結 くろさわ みゆ 女 9 小4 埼玉県
842 伊田 衣舞 いだ えま 女 9 小3 鎌倉市 942 高林 心咲 タカバヤシ ミサ 女 9 小4 寒川町
843 亀井 さくら かめい さくら 女 9 小3 厚木市 943 平松 愛唯 ひらまつ あおい 女 9 小4 東京都
844 平原 穂乃花 ひらはら ほのか 女 9 小3 東京都 944 中田 希 なかた のぞみ 女 10 小4 東京都
845 下村 せりあ しもむら せりあ 女 9 小3 東京都 945 佐々木 浩実 ささき ひろみ 女 9 小4 東京都
846 笠原 咲稀 かさはら さき 女 9 小3 川崎市 946 松田 菜摘 まつた なつみ 女 10 小4 東京都
847 澤田 絆那 さわだ はんな 女 8 小3 東京都 947 村井 瑚都 むらい こと 女 9 小4 相模原市
848 竹内 友理 たけうち ゆり 女 8 小3 東京都 948 濱野 史織 はまの しおり 女 10 小5 横浜市
849 森内 美月 もりうち みづき 女 9 小3 大和市 949 山田 桃 やまだ もも 女 11 小5 川崎市

950 横倉 つぼみ よこくら つぼみ 女 10 小5 茨城県
951 甲斐 渚紗 かい なぎさ 女 11 小5 東京都
952 齋藤 夢海 さいとう ゆうみ 女 10 小5 川崎市
953 松本 紗礼 まつもと さらい 女 10 小5 東京都
954 石井 奏帆 いしい かなほ 女 11 小5 東京都
955 宮﨑 加歩 女 10 小5 横浜市
956 本間 くるみ ほんま くるみ 女 12 小6 藤沢市
957 伊田 梨咲 いだ りさ 女 12 小6 鎌倉市
958 村上 葵 むらかみ あおい 女 12 小6 川崎市
959 河合 春奈 かわい はるな 女 11 小6 横浜市
960 藤田 安里 ふじた あんり 女 12 小6 川崎市
961 佐藤 樹 さとう たつき 女 12 小6 東京都
962 渡辺 和 わたなべ なごみ 女 11 小6 川崎市
963 中島 京愛 なかじま あづな 女 12 小6 東京都
964 後藤 遥香 ごとう はるか 女 11 小6 藤沢市
965 孫 伶娜 そん れいな 女 11 小6 東京都
966 孫 俐娜 そん りな 女 11 小6 東京都
967 筒井 楓 つつい かえで 女 11 小6 東京都
968 大森 夏姫 おおもり なつき 女 12 小6 東京都


