
泉南オープンウォータースイミング大会（WMGプレ大会）　参加者リスト
※年齢は2021年10月3日時点

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

1km 男子の部

101 近藤 貴裕 男 兵庫県25

102 長橋 直 男 大阪府33

103 吉田 哲也 男 徳島県35

104 國定 俊佑 男 岡山県37

105 麻田 泰利 男 大阪府 豊泳会44

106 石谷 憲二 男 大阪府47

107 岡崎 卓次 男 大阪府50

108 逢坂 昌弘 男 兵庫県 AMANOGAWA52

109 眞弓 勝志 男 大阪府52

110 末光 民典 男 大阪府53

111 一森 正史 男 大阪府53

112 高橋 秀美 男 兵庫県61

113 島 晃 男 東京都 オーシャンナビ68

164 武井 慶太 男 京都府36

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

1km 女子の部

151 上田 利香 女 大阪府28

152 宮原 佳寿美 女 岡山県29

153 蓑田 真由美 女 大阪府40

154 鎌田 良子 女 大阪府43

155 木元 愛 女 大阪府47

156 辰己 晶 女 奈良県48

157 杉谷 美智子 女 大阪府48

158 中村 真紀 女 和歌山県 紀の川スイムチーム51

159 水澤 尚子 女 大阪府 Team-2G52

160 山本 妙子 女 和歌山県52

161 津山 弓美子 女 和歌山県57

162 桶谷 千秋 女 大阪府57

163 加島 淳子 女 大阪府 コスパ鶴見68

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

3km 男子の部

301 鈴木 司 男 大阪府25

302 金沢 将圭 男 愛知県34

303 新妻 光一 男 大阪府 神戸BIG WAVE41

304 関 言志 男 大阪府 ゴリ夢中again41

305 古田 貴弘 男 大阪府 KSC寝屋川47

306 辻川 元庸 男 大阪府47

307 津熊 基安 男 大阪府 スタッシュサポート48

308 岡崎 満 男 京都府49

309 今村 徹 男 兵庫県 アクトス明石49

310 砂山 貴秀 男 大阪府 TEAM　スナヤマ家49

311 多根 正明 男 兵庫県50

312 村中 則政 男 大阪府51

313 西 晶弘 男 大阪府51

314 内山 好申 男 大阪府52

315 戸田 尚義 男 静岡県54

316 西田 英樹 男 滋賀県 AS京都54

317 豊田 律 男 京都府55

318 磯元 耕一 男 大阪府56

319 濵田 隆之 男 大阪府 北助松NR56

320 毛利 一郎 男 大阪府56

321 上 敏浩 男 大阪府57

322 羽原 健司 男 大阪府60

323 前田 敏博 男 鳥取県61

324 岸本 哲嘉 男 京都府 AS京都64

325 手塚 修 男 兵庫県 アクトス明石65

326 原 正弘 男 兵庫県65

327 菊地 秀行 男 京都府 コスパ高の原68

328 梅谷 義晴 男 兵庫県 神鉄S.S.68

329 中島 安興 男 富山県72

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

3km 女子の部

351 室井 優子 女 大阪府 2bFISH47

352 今村 裕子 女 京都府51

353 今井 千恵子 女 大阪府55

354 政田 侑紀 女 大阪府59

355 小山 圭子 女 兵庫県 神鉄スイミングスクール59

356 桶谷 千秋 女 大阪府57

357 吉田 智江 女 埼玉県 バラクロオーシャンズ61

358 岡本 利恵子 女 奈良県 コスパ高の原63
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No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

5km 男子の部

501 谷口 寛人 男 大阪府24

502 大屋 柾道 男 東京都26

503 森岡 博文 男 東京都 SKPS36

504 寺田 尚紘 男 岐阜県 瀬戸市役所／センゴクジャパン38

505 Cuomo Osaze 男 兵庫県40

506 新妻 光一 男 大阪府 神戸BIG WAVE41

507 スミス デビン 男 大阪府 A1英語クラブ42

508 大塚 眞人 男 兵庫県42

509 櫻井 智和 男 東京都 オーシャンナビ46

510 小林 弘幸 男 千葉県47

511 増田 晶人 男 大阪府48

512 一ノ瀬 雄太 男 兵庫県48

513 林 宏昭 男 東京都50

514 平井 淳也 男 愛知県 チームゴーヤー50

515 小林 章浩 男 兵庫県50

516 谷口 和博 男 大阪府50

517 大道 武史 男 大阪府 大道AC50

518 海老原 武 男 茨城県 守谷インター51

519 曽田 尊也 男 大阪府 Mac緑地公園53

520 徳田 敬三 男 大阪府 クボタ53

521 西島 暢洋 男 大阪府56

522 GIBSON JAMES 男 大阪府59

523 山田 昭人 男 奈良県 SPAQ60

524 佐々木 義男 男 大阪府 八尾アスリート62

525 臼井 哲也 男 兵庫県66

526 戎野 留一 男 大阪府73

No. 氏　　　名 性別 年齢 都道府県 所　属

5km 女子の部

551 松下 彩花 女 神奈川県 カワサキスイミングクラブ28

552 宮田 沙依 女 東京都 オーシャンナビ30

553 神谷 有香 女 静岡県38

554 橋本 英里子 女 大阪府45

555 佐久間　 美樹 女 京都府46

556 高田 勝子 女 奈良県47

557 山本 美千代 女 北海道55

558 古市 直子 女 大阪府57

559 島 悦子 女 東京都 オーシャンナビ60

560 吉田 智江 女 埼玉県 バラクロオーシャンズ61

561 佐藤 敏美 女 埼玉県62
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