
PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

1 個人メドレー 200m№ 女子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

120280-84名島　ルイ (秦野市        )1  6:00.00 ﾅｼﾞﾏ ﾙｲ        

62970-74原田　岳美 (藤沢市        )2  4:00.00 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹﾐ       

350965-69日和久美子 (横浜市        )3  4:25.50 ﾋﾜ ｸﾐｺ         

14965-69吉田　博子 (横浜市        )4  4:15.00 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｺ       

14165-69小口真利子 (横浜市        )5  4:05.00 ｵｸﾞﾁ ﾏﾘｺ       

32865-69菅谷　幸江 (横須賀市      )6  3:50.00 ｽｶﾞﾔ ﾕｷｴ       

200165-69沼田　葉子 (葉山町        )7  3:47.00 ﾇﾏﾀ ﾖｳｺ        

50855-59馬場　好子 (鎌倉市        )8  4:00.00 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼｺ       

70555-59澤本　春子 (小田原市      )9  3:50.00 ｻﾜﾓﾄ ﾊﾙｺ       

43150-54石河得美子 (平塚市        )10  4:10.00 ｲｼｶﾜ ｴﾐｺ       

60650-54厚見由紀子 (藤沢市        )11  4:00.00 ｱﾂﾐ ﾕｷｺ        

14750-54引地　佳子 (横浜市        )12  3:33.00 ﾋｷﾁ ﾖｼｺ        

11150-54伊藤　勝子 (横浜市        )13  3:25.00 ｲﾄｳ ｶﾂｺ        

70450-54曽我美由紀 (小田原市      )14  3:20.00 ｿｶﾞ ﾐﾕｷ        

61645-49豊川　由紀 (藤沢市        )15  3:55.00 ﾄﾖｶﾜ ﾕｷ        

71045-49中田　律子 (小田原市      )16  3:45.00 ﾅｶﾀﾞ ﾘﾂｺ       

43045-49佐々木美佐 (平塚市        )17  3:05.00 ｻｻｷ ﾐｻ         

91025-29青木　悠奈 (逗子市        )18  3:20.00 ｱｵｷ ﾕｳﾅ        

10225-29山本　紗史 (横浜市        )19  2:45.00 ﾔﾏﾓﾄ ｻｱﾔ       

64425-29細越　　智 (藤沢市        )20  2:30.00 ﾎｿｺﾞｼ ｻﾄﾘ      

50118-24野井　瑞稀 (鎌倉市        )21  2:52.54 ﾉｲ ﾐｽﾞｷ        

42518-24山﨑　　萌 (平塚市        )22  2:40.00 ﾔﾏｻｷ ﾓｴ        

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

2 自由形 100m№ 女子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

351080-84加藤　直子 (横浜市        )1  2:45.00 ｶﾄｳ ﾅｵｺ        

11470-74上堀　悦子 (横浜市        )2  1:55.00 ｶﾐﾎﾘ ｴﾂｺ       

81270-74二見えり子 (茅ヶ崎市      )3  1:51.00 ﾌﾀﾐ ｴﾘｺ        

51170-74鈴木　直子 (鎌倉市        )4  1:41.00 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ       

22270-74山口　京子 (川崎市        )5  1:35.00 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳｺ     

141765-69保田美知子 (大和市        )6  1:45.00 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾁｺ       

12965-69石崎　和子 (横浜市        )7  1:45.00 ｲｼｻﾞｷ ｶｽﾞｺ     

80865-69和田　昌子 (茅ヶ崎市      )8  1:45.00 ﾜﾀﾞ ﾏｻｺ        

12865-69田中　弘子 (横浜市        )9  1:35.00 ﾀﾅｶ ﾋﾛｺ        

15160-64一木真美子 (横浜市        )10  1:23.50 ｲﾁｷ ﾏﾐｺ        

14355-59村野　浩子 (横浜市        )11  2:00.00 ﾑﾗﾉ ﾋﾛｺ        

15255-59岡崎　裕子 (横浜市        )12  1:45.00 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｺ      

43355-59森田由香里 (平塚市        )13  1:40.00 ﾓﾘﾀ ﾕｶﾘ        

43555-59国持つかさ (平塚市        )14  1:40.00 ｸﾆﾓﾁ ﾂｶｻ       

50955-59永田のぞみ (鎌倉市        )15  1:36.00 ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ      

16055-59関谷　正美 (横浜市        )16  1:20.00 ｾｷﾔ ﾏｻﾐ        

351550-54伊藤　洋子 (横浜市        )17  1:40.00 ｲﾄｳ ﾖｳｺ        

50750-54中島久美子 (鎌倉市        )18  1:32.00 ﾅｶｼﾞﾏ ｸﾐｺ      

61750-54西澤　知子 (藤沢市        )19  1:30.00 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓｺ      

120350-54熊谷　綾子 (秦野市        )20  1:18.00 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔｺ      

43250-54安部　　恵 (平塚市        )21  1:13.00 ｱﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ       

15450-54池田百合子 (横浜市        )22  1:07.00 ｲｹﾀﾞ ﾕﾘｺ       

180445-49保田　明子 (南足柄市      )23  1:40.00 ﾔｽﾀﾞ ｱｷｺ       

42945-49比留川美緒 (平塚市        )24  1:28.00 ﾋﾙｶﾜ ﾐｵ        

60945-49勝間田周子 (藤沢市        )25  1:13.50 ｶﾂﾏﾀ ﾁｶｺ       

15740-44猪又　美佳 (横浜市        )26  1:30.00 ｲﾉﾏﾀ ﾐｶ        

62835-39平山　　愛 (藤沢市        )27  1:12.00 ﾋﾗﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ      

42625-29須山小百合 (平塚市        )28  1:10.00 ｽﾔﾏ ｻﾕﾘ        

50118-24野井　瑞稀 (鎌倉市        )29  1:20.00 ﾉｲ ﾐｽﾞｷ        

15918-24西村　瑞希 (横浜市        )30  1:20.00 ﾆｼﾑﾗ ﾐｽﾞｷ      

33618-24千葉　綾香 (横須賀市      )31  1:05.00 ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ        

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

3 平泳ぎ 100m№ 女子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

81575-79菅谷美千代 (茅ヶ崎市      )1  2:30.00 ｽｶﾞﾔ ﾐﾁﾖ       

43875-79舟越　和代 (平塚市        )2  2:15.00 ﾌﾅｺｼ ｶｽﾞﾖ      

100370-74磯　　和子 (相模原市      )3  2:26.41 ｲｿ ｶｽﾞｺ        

81170-74豊島まゆみ (茅ヶ崎市      )4  2:15.00 ﾄﾖｼﾏ ﾏﾕﾐ       

350870-74福田加代子 (横浜市        )5  2:03.00 ﾌｸﾀﾞ ｶﾖｺ       

11570-74立山智津子 (横浜市        )6  1:58.00 ﾀﾃﾔﾏ ﾁﾂﾞｺ      

81065-69中村　恵子 (茅ヶ崎市      )7  2:10.00 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ       

14965-69吉田　博子 (横浜市        )8  1:59.00 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｺ       

12260-64荒木　朋子 (横浜市        )9  2:00.00 ｱﾗｷ ﾄﾓｺ        

11360-64平澤　郁子 (横浜市        )10  1:52.00 ﾋﾗｻﾜ ｲｸｺ       

13360-64本多　宜世 (横浜市        )11  1:50.00 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾖ        

22155-59芳賀　玲子 (川崎市        )12  2:20.00 ﾊｶﾞ ﾚｲｺ        

350455-59本間　　香 (横浜市        )13  1:58.00 ﾎﾝﾏ ｶｵﾘ        

15255-59岡崎　裕子 (横浜市        )14  1:55.00 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｺ      

13455-59高松　明子 (横浜市        )15  1:55.00 ﾀｶﾏﾂ ｱｷｺ       

14750-54引地　佳子 (横浜市        )16  1:52.00 ﾋｷﾁ ﾖｼｺ        

50650-54小林　友里 (鎌倉市        )17  1:40.00 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ       

43250-54安部　　恵 (平塚市        )18  1:30.00 ｱﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ       

15545-49恒吉　育子 (横浜市        )19  1:37.00 ﾂﾈﾖｼ ｲｸｺ       

12445-49三浦　彩華 (横浜市        )20  1:23.00 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ        

21940-44永沼　　文 (川崎市        )21  1:26.00 ﾅｶﾞﾇﾏ ｱﾔ       

62430-34金子莉美乃 (藤沢市        )22  1:30.00 ｶﾈｺ ﾘﾐﾉ        

64425-29細越　　智 (藤沢市        )23  1:13.00 ﾎｿｺﾞｼ ｻﾄﾘ      

42518-24山﨑　　萌 (平塚市        )24  1:25.00 ﾔﾏｻｷ ﾓｴ        

64118-24河原　史奈 (藤沢市        )25  1:23.00 ｶﾜﾊﾗ ﾌﾐﾅ       

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

4 バタフライ 100m№ 女子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

14165-69小口真利子 (横浜市        )1  1:59.00 ｵｸﾞﾁ ﾏﾘｺ       

200165-69沼田　葉子 (葉山町        )2  1:55.00 ﾇﾏﾀ ﾖｳｺ        

51055-59熊谷　知子 (鎌倉市        )3  2:00.00 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｺ      

350455-59本間　　香 (横浜市        )4  1:54.00 ﾎﾝﾏ ｶｵﾘ        

43455-59穴澤　千草 (平塚市        )5  1:40.00 ｱﾅｻﾞﾜ ﾁｸﾞｻ     

43250-54安部　　恵 (平塚市        )6  1:30.00 ｱﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ       

12150-54広瀬百合香 (横浜市        )7  1:18.50 ﾋﾛｾ ﾕﾘｶ        

15450-54池田百合子 (横浜市        )8  1:13.00 ｲｹﾀﾞ ﾕﾘｺ       

42840-44北国友理子 (平塚市        )9  1:20.40 ｷﾀｸﾆ ﾕﾘｺ       

50118-24野井　瑞稀 (鎌倉市        )10  1:30.00 ﾉｲ ﾐｽﾞｷ        

33818-24坂野　菜優 (横須賀市      )11  1:15.00 ﾊﾞﾝﾉ ﾅﾕ        

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

5 背泳ぎ 100m№ 女子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

81680-84村本　俊子 (茅ヶ崎市      )1  2:40.00 ﾑﾗﾓﾄ ﾄｼｺ       

81780-84八木とし子 (茅ヶ崎市      )2  2:30.00 ﾔｷﾞ ﾄｼｺ        

11670-74中村　幸子 (横浜市        )3  2:20.00 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁｺ       

51170-74鈴木　直子 (鎌倉市        )4  1:55.00 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ       

350665-69菅　　和江 (横浜市        )5  2:10.00 ｽｶﾞ ｶｽﾞｴ       

80765-69野田　典子 (茅ヶ崎市      )6  1:55.00 ﾉﾀﾞ ﾉﾘｺ        

70965-69山本　典子 (小田原市      )7  1:50.00 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｺ       

351165-69田邊和歌子 (横浜市        )8  1:43.00 ﾀﾅﾍﾞ ﾜｶｺ       

350560-64森　圭伊子 (横浜市        )9  2:15.00 ﾓﾘ ｹｲｺ         

11260-64浦野　朋子 (横浜市        )10  1:50.00 ｳﾗﾉ ﾄﾓｺ        

43660-64山﨑安津美 (平塚市        )11  1:43.20 ﾔﾏｻｷ ｱﾂﾐ       

13260-64江波久美子 (横浜市        )12  1:27.00 ｴﾅﾐ ｸﾐｺ        

50855-59馬場　好子 (鎌倉市        )13  2:00.00 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼｺ       

22155-59芳賀　玲子 (川崎市        )14  2:00.00 ﾊｶﾞ ﾚｲｺ        

12655-59佐藤　久子 (横浜市        )15  1:41.00 ｻﾄｳ ﾋｻｺ        

70555-59澤本　春子 (小田原市      )16  1:36.00 ｻﾜﾓﾄ ﾊﾙｺ       

141455-59伊勢田晶子 (大和市        )17  1:36.00 ｲｾﾀﾞｼｮｳｺ       

62655-59川村佳代子 (藤沢市        )18  1:35.00 ｶﾜﾑﾗ ｶﾖｺ       

80455-59袴田智津子 (茅ヶ崎市      )19  1:30.00 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾁｽﾞｺ     

13550-54築城　知子 (横浜市        )20  1:45.65 ﾂｲｷ ﾄﾓｺ        

70450-54曽我美由紀 (小田原市      )21  1:23.00 ｿｶﾞ ﾐﾕｷ        

10645-49畔柳美津子 (横浜市        )22  1:17.00 ｱｾﾞﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｺ    

14835-39細田麻涼佳 (横浜市        )23  1:28.00 ﾎｿﾀﾞ ﾏﾘｶ       

10725-29井上　遥香 (横浜市        )24  1:20.00 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ       

10225-29山本　紗史 (横浜市        )25  1:15.00 ﾔﾏﾓﾄ ｻｱﾔ       

42518-24山﨑　　萌 (平塚市        )26  1:20.00 ﾔﾏｻｷ ﾓｴ        

2022年7月7日



PC番号チーム名 年齢区分№

6 リレー 200m№ 女子

所属番号

第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

59240-小田原市Ｂ 71

27240-平塚市Ａ 42

44240-鎌倉市Ｆ 53

57240-藤沢市Ｋ 64

9240-横浜市Ｉ 15

67160-239大和市Ｂ 146

60160-239茅ヶ崎市Ａ 87

28160-239平塚市Ｂ 48

56160-239藤沢市Ｊ 69

25160-239横須賀市Ｉ 310

8160-239横浜市Ｈ 111

64-159逗子市Ｂ 912

43-159鎌倉市Ｅ 513

29-159平塚市Ｃ 414

55-159藤沢市Ｉ 615

23-159横須賀市Ｇ 316

7-159横浜市Ｇ 117

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

7 自由形  50m№ 女子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

81680-84村本　俊子 (茅ヶ崎市      )1  1:20.00 ﾑﾗﾓﾄ ﾄｼｺ       

351080-84加藤　直子 (横浜市        )2  1:15.00 ｶﾄｳ ﾅｵｺ        

120280-84名島　ルイ (秦野市        )3  1:15.00 ﾅｼﾞﾏ ﾙｲ        

81980-84青野　聖子 (茅ヶ崎市      )4  1:10.00 ｱｵﾉ ｾｲｺ        

11775-79佐藤佐千江 (横浜市        )5  1:20.00 ｻﾄｳ ｻﾁｴ        

61375-79藤井　和子 (藤沢市        )6  1:05.00 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｺ      

81475-79高桑千鶴子 (茅ヶ崎市      )7  1:00.00 ﾀｶｸﾜ ﾁｽﾞｺ      

15375-79戸田　洋子 (横浜市        )8    45.00 ﾄﾀﾞ ﾖｳｺ        

13770-74森田　邦子 (横浜市        )9  1:00.00 ﾓﾘﾀ ｸﾆｺ        

14070-74伊藤しのぶ (横浜市        )10  1:00.00 ｲﾄｳ ｼﾉﾌﾞ       

61270-74杉村　頼子 (藤沢市        )11    55.00 ｽｷﾞﾑﾗ ﾖﾘｺ      

150370-74伊東千枝子 (伊勢原市      )12    45.37 ｲﾁｳ ﾁｴｺ        

70670-74田村　里江 (小田原市      )13    43.00 ﾀﾑﾗ ｻﾄｴ        

43770-74遠藤　典子 (平塚市        )14    42.60 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｺ      

22270-74山口　京子 (川崎市        )15    42.00 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳｺ     

350765-69菅井　道子 (横浜市        )16    49.23 ｽｶﾞｲ ﾐﾁｺ       

12965-69石崎　和子 (横浜市        )17    45.00 ｲｼｻﾞｷ ｶｽﾞｺ     

63865-69新倉みどり (藤沢市        )18    43.00 ﾆｲｸﾗ ﾐﾄﾞﾘ      

60765-69荒井　澄子 (藤沢市        )19    42.00 ｱﾗｲ ｽﾐｺ        

80965-69酒井　香澄 (茅ヶ崎市      )20    40.00 ｻｶｲ ｶｽﾐ        

200165-69沼田　葉子 (葉山町        )21    39.00 ﾇﾏﾀ ﾖｳｺ        

64960-64江原ひろみ (藤沢市        )22    51.00 ｴﾊﾗ ﾋﾛﾐ        

351260-64山口　玲子 (横浜市        )23    50.00 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲｺ      

12060-64沼田　裕代 (横浜市        )24    50.00 ﾇﾏﾀ ﾔｽﾖ        

350560-64森　圭伊子 (横浜市        )25    50.00 ﾓﾘ ｹｲｺ         

11960-64藤居　陽子 (横浜市        )26    48.00 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ       

350160-64長谷川ますみ (横浜市        )27    46.50 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｽﾐ      

11260-64浦野　朋子 (横浜市        )28    42.00 ｳﾗﾉ ﾄﾓｺ        

32960-64松井　美紀 (横須賀市      )29    41.00 ﾏﾂｲ ﾐｷ         

15660-64渡辺真由美 (横浜市        )30    36.00 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ      

61455-59牧野　洋子 (藤沢市        )31  1:00.00 ﾏｷﾉ ﾖｳｺ        

141655-59菊地由美子 (大和市        )32    50.00 ｷｸﾁ ﾕﾐｺ        

65055-59松浦ひろ子 (藤沢市        )33    49.00 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｺ       

43555-59国持つかさ (平塚市        )34    45.00 ｸﾆﾓﾁ ﾂｶｻ       

50955-59永田のぞみ (鎌倉市        )35    40.00 ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ      

33055-59種市眞紀子 (横須賀市      )36    40.00 ﾀﾈｲﾁ ﾏｷｺ       

16055-59関谷　正美 (横浜市        )37    35.00 ｾｷﾔ ﾏｻﾐ        

351550-54伊藤　洋子 (横浜市        )38    41.00 ｲﾄｳ ﾖｳｺ        

63950-54小川　裕美 (藤沢市        )39    40.00 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ       

43150-54石河得美子 (平塚市        )40    40.00 ｲｼｶﾜ ｴﾐｺ       

50750-54中島久美子 (鎌倉市        )41    39.00 ﾅｶｼﾞﾏ ｸﾐｺ      

33150-54鶴岡　美佐 (横須賀市      )42    37.02 ﾂﾙｵｶ ﾐｻ        

120350-54熊谷　綾子 (秦野市        )43    35.00 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔｺ      

11150-54伊藤　勝子 (横浜市        )44    35.00 ｲﾄｳ ｶﾂｺ        

50445-49近藤さおり (鎌倉市        )45  1:00.00 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｵﾘ      

180445-49保田　明子 (南足柄市      )46    43.00 ﾔｽﾀﾞ ｱｷｺ       

50545-49川崎　由香 (鎌倉市        )47    42.00 ｶﾜｻｷ ﾕｶ        

141345-49関根まき子 (大和市        )48    41.00 ｾｷﾈ ﾏｷｺ        

80245-49髙木　英子 (茅ヶ崎市      )49    41.00 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｺ      

141245-49小木曽佳子 (大和市        )50    40.00 ｵｷﾞｿ ﾖｼｺ       

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

7 自由形  50m№ 女子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

42945-49比留川美緒 (平塚市        )51    37.00 ﾋﾙｶﾜ ﾐｵ        

22045-49米倉　　幸 (川崎市        )52    36.50 ﾖﾈｸﾗ ﾕｷ        

351345-49佐藤　桂子 (横浜市        )53    36.00 ｻﾄｳ ｹｲｺ        

64045-49石井ゆりか (藤沢市        )54    35.00 ｲｼｲ ﾕﾘｶ        

80345-49栁坪さおり (茅ヶ崎市      )55    34.00 ﾔﾅｷﾞﾂﾎﾞ ｻｵﾘ    

15545-49恒吉　育子 (横浜市        )56    33.65 ﾂﾈﾖｼ ｲｸｺ       

60945-49勝間田周子 (藤沢市        )57    33.50 ｶﾂﾏﾀ ﾁｶｺ       

13645-49大内さおり (横浜市        )58    33.00 ｵｵｳﾁ ｻｵﾘ       

350240-44池田奈美子 (横浜市        )59    50.00 ｲｹﾀﾞ ﾅﾐｺ       

15740-44猪又　美佳 (横浜市        )60    38.00 ｲﾉﾏﾀ ﾐｶ        

90940-44ﾃﾞｲﾝｸﾞﾏﾝ直子 (逗子市        )61    35.00 ﾃﾞｲﾝｸﾞﾏﾝﾅｵｺ    

141140-44森内　慶子 (大和市        )62    35.00 ﾓﾘｳﾁ ｹｲｺ       

91140-44熊倉　和美 (逗子市        )63    34.99 ｸﾏｸﾗ ｶｽﾞﾐ      

42840-44北国友理子 (平塚市        )64    32.30 ｷﾀｸﾆ ﾕﾘｺ       

10140-44吉永　　舞 (横浜市        )65    30.00 ﾖｼﾅｶﾞ ﾏｲ       

10840-44望月　真実 (横浜市        )66    29.80 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾐ       

14435-39花田茉莉絵 (横浜市        )67    55.32 ﾊﾅﾀﾞ ﾏﾘｴ       

33435-39源栄久美子 (横須賀市      )68    36.00 ﾓﾄｻｶ ｸﾐｺ       

33530-34斎藤　香奈 (横須賀市      )69    38.00 ｻｲﾄｳ ｶﾅ        

42730-34白倉マイア (平塚市        )70    32.00 ｼﾗｸﾗ ﾏｲｱ       

15830-34名須川紗綾 (横浜市        )71    27.50 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ       

10725-29井上　遥香 (横浜市        )72    31.00 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ       

42625-29須山小百合 (平塚市        )73    30.00 ｽﾔﾏ ｻﾕﾘ        

15918-24西村　瑞希 (横浜市        )74    40.00 ﾆｼﾑﾗ ﾐｽﾞｷ      

10418-24周防恵愛里 (横浜市        )75    35.00 ｽｵｳ ｴﾐﾘ        

10518-24横塚　　陽 (横浜市        )76    35.00 ﾖｺﾂｶ ﾐﾅﾐ       

33718-24鶴岡　心春 (横須賀市      )77    35.00 ﾂﾙｵｶ ｺﾊﾙ       

64118-24河原　史奈 (藤沢市        )78    31.00 ｶﾜﾊﾗ ﾌﾐﾅ       

33918-24堀山　砂月 (横須賀市      )79    28.00 ﾎﾘﾔﾏ ｻﾂｷ       

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

8 平泳ぎ  50m№ 女子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

51280-84真那子昌子 (鎌倉市        )1  1:20.00 ﾏﾅｺﾞ ﾏｻｺ       

15375-79戸田　洋子 (横浜市        )2  1:00.00 ﾄﾀﾞ ﾖｳｺ        

43875-79舟越　和代 (平塚市        )3    59.00 ﾌﾅｺｼ ｶｽﾞﾖ      

70870-74池田美代子 (小田原市      )4  1:10.00 ｲｹﾀﾞ ﾐﾖｺ       

100370-74磯　　和子 (相模原市      )5  1:06.34 ｲｿ ｶｽﾞｺ        

12770-74安瀬　敬子 (横浜市        )6  1:04.00 ｱﾝｾﾞ ｹｲｺ       

81270-74二見えり子 (茅ヶ崎市      )7  1:00.00 ﾌﾀﾐ ｴﾘｺ        

13970-74花田　葉子 (横浜市        )8    58.46 ﾊﾅﾀﾞ ﾖｳｺ       

11570-74立山智津子 (横浜市        )9    58.00 ﾀﾃﾔﾏ ﾁﾂﾞｺ      

350665-69菅　　和江 (横浜市        )10  1:15.00 ｽｶﾞ ｶｽﾞｴ       

81065-69中村　恵子 (茅ヶ崎市      )11  1:10.00 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ       

350765-69菅井　道子 (横浜市        )12    58.68 ｽｶﾞｲ ﾐﾁｺ       

11865-69小林　衣子 (横浜市        )13    58.00 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾇｺ      

11960-64藤居　陽子 (横浜市        )14  1:03.00 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ       

80560-64北嶋　春美 (茅ヶ崎市      )15    55.00 ｷﾀｼﾞﾏ ﾊﾙﾐ      

350360-64谷口　法子 (横浜市        )16    55.00 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘｺ      

11360-64平澤　郁子 (横浜市        )17    51.00 ﾋﾗｻﾜ ｲｸｺ       

15160-64一木真美子 (横浜市        )18    47.50 ｲﾁｷ ﾏﾐｺ        

61455-59牧野　洋子 (藤沢市        )19  1:15.00 ﾏｷﾉ ﾖｳｺ        

43355-59森田由香里 (平塚市        )20    55.00 ﾓﾘﾀ ﾕｶﾘ        

141555-59広瀬富美恵 (大和市        )21    53.00 ﾋﾛｾ ﾌﾐｴ        

43150-54石河得美子 (平塚市        )22    55.00 ｲｼｶﾜ ｴﾐｺ       

15050-54坪井　恭子 (横浜市        )23    54.00 ﾂﾎﾞｲ ｷｮｳｺ      

14550-54服部　栄子 (横浜市        )24    53.00 ﾊｯﾄﾘ ｴｲｺ       

50650-54小林　友里 (鎌倉市        )25    50.00 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ       

42945-49比留川美緒 (平塚市        )26    56.00 ﾋﾙｶﾜ ﾐｵ        

50545-49川崎　由香 (鎌倉市        )27    52.00 ｶﾜｻｷ ﾕｶ        

12445-49三浦　彩華 (横浜市        )28    38.50 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ        

230140-44佐藤麻友子 (二宮町        )29 42:00.00 ｻﾄｳ ﾏﾕｺ        

91140-44熊倉　和美 (逗子市        )30    49.99 ｸﾏｸﾗ ｶｽﾞﾐ      

50340-44茶山　尚子 (鎌倉市        )31    48.00 ﾁｬﾔﾏ ﾅｵｺ       

80140-44高橋　明日 (茅ヶ崎市      )32    45.00 ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ       

21940-44永沼　　文 (川崎市        )33    39.00 ﾅｶﾞﾇﾏ ｱﾔ       

11035-39ｸﾘｯｽﾅﾜﾃｨ ﾅﾀﾘｱ (横浜市        )34    54.00 ｸﾘｯｽﾅﾜﾃｨ ﾅﾀﾘｱ  

33530-34斎藤　香奈 (横須賀市      )35    55.00 ｻｲﾄｳ ｶﾅ        

50230-34山極　澄夏 (鎌倉市        )36    44.00 ﾔﾏｷﾞﾜ ｽﾐｶ      

42625-29須山小百合 (平塚市        )37    37.10 ｽﾔﾏ ｻﾕﾘ        

64425-29細越　　智 (藤沢市        )38    34.00 ﾎｿｺﾞｼ ｻﾄﾘ      

10318-24的場　　優 (横浜市        )39    45.00 ﾏﾄﾊﾞ ﾕｳ        

33818-24坂野　菜優 (横須賀市      )40    38.00 ﾊﾞﾝﾉ ﾅﾕ        

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

9 バタフライ  50m№ 女子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

150475-79飯田　和子 (伊勢原市      )1  1:00.00 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞｺ      

11470-74上堀　悦子 (横浜市        )2    59.00 ｶﾐﾎﾘ ｴﾂｺ       

150370-74伊東千枝子 (伊勢原市      )3    54.60 ｲﾁｳ ﾁｴｺ        

62970-74原田　岳美 (藤沢市        )4    50.00 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹﾐ       

14265-69松野　恭子 (横浜市        )5  1:10.00 ﾏﾂﾉ ｷｮｳｺ       

12865-69田中　弘子 (横浜市        )6    53.00 ﾀﾅｶ ﾋﾛｺ        

60765-69荒井　澄子 (藤沢市        )7    52.00 ｱﾗｲ ｽﾐｺ        

32865-69菅谷　幸江 (横須賀市      )8    40.00 ｽｶﾞﾔ ﾕｷｴ       

80660-64磯崎須美子 (茅ヶ崎市      )9  1:09.00 ｲｿｻﾞｷ ｽﾐｺ      

13060-64木下　明美 (横浜市        )10  1:00.00 ｷﾉｼﾀ ｱｹﾐ       

13360-64本多　宜世 (横浜市        )11    50.00 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾖ        

50855-59馬場　好子 (鎌倉市        )12  1:10.00 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼｺ       

13455-59高松　明子 (横浜市        )13    55.00 ﾀｶﾏﾂ ｱｷｺ       

33055-59種市眞紀子 (横須賀市      )14    50.00 ﾀﾈｲﾁ ﾏｷｺ       

14550-54服部　栄子 (横浜市        )15    41.00 ﾊｯﾄﾘ ｴｲｺ       

12150-54広瀬百合香 (横浜市        )16    34.00 ﾋﾛｾ ﾕﾘｶ        

15450-54池田百合子 (横浜市        )17    31.50 ｲｹﾀﾞ ﾕﾘｺ       

12545-49福島　夕子 (横浜市        )18    46.00 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｺ       

351345-49佐藤　桂子 (横浜市        )19    45.00 ｻﾄｳ ｹｲｺ        

64045-49石井ゆりか (藤沢市        )20    40.00 ｲｼｲ ﾕﾘｶ        

43045-49佐々木美佐 (平塚市        )21    35.00 ｻｻｷ ﾐｻ         

351440-44髙橋　里美 (横浜市        )22    56.00 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ       

50340-44茶山　尚子 (鎌倉市        )23    52.00 ﾁｬﾔﾏ ﾅｵｺ       

33340-44大村　怜子 (横須賀市      )24    40.00 ｵｵﾑﾗ ﾚｲｺ       

42840-44北国友理子 (平塚市        )25    35.80 ｷﾀｸﾆ ﾕﾘｺ       

10140-44吉永　　舞 (横浜市        )26    32.80 ﾖｼﾅｶﾞ ﾏｲ       

33435-39源栄久美子 (横須賀市      )27    45.00 ﾓﾄｻｶ ｸﾐｺ       

62835-39平山　　愛 (藤沢市        )28    36.00 ﾋﾗﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ      

15830-34名須川紗綾 (横浜市        )29    30.50 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ       

64325-29松浦　由佳 (藤沢市        )30    32.00 ﾏﾂｳﾗ ﾕｶ        

33718-24鶴岡　心春 (横須賀市      )31    40.00 ﾂﾙｵｶ ｺﾊﾙ       

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

10 背泳ぎ  50m№ 女子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

81880-84池辺須美子 (茅ヶ崎市      )1  1:30.00 ｲｹﾍﾞ ｽﾐｺ       

11775-79佐藤佐千江 (横浜市        )2  1:20.00 ｻﾄｳ ｻﾁｴ        

81375-79齊藤　弘子 (茅ヶ崎市      )3  1:15.00 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｺ       

81575-79菅谷美千代 (茅ヶ崎市      )4  1:10.00 ｽｶﾞﾔ ﾐﾁﾖ       

15375-79戸田　洋子 (横浜市        )5    59.00 ﾄﾀﾞ ﾖｳｺ        

13870-74田中　富江 (横浜市        )6  1:30.00 ﾀﾅｶ ﾄﾐｴ        

11670-74中村　幸子 (横浜市        )7  1:14.00 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁｺ       

350870-74福田加代子 (横浜市        )8  1:05.00 ﾌｸﾀﾞ ｶﾖｺ       

70770-74小澤　孝代 (小田原市      )9  1:05.00 ｵｻﾞﾜ ﾀｶﾖ       

10970-74出口寿美子 (横浜市        )10  1:00.00 ﾃﾞｸﾞﾁ ｽﾐｺ      

60870-74酒井　愛子 (藤沢市        )11    59.00 ｻｶｲ ｱｲｺ        

43770-74遠藤　典子 (平塚市        )12    55.20 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｺ      

141765-69保田美知子 (大和市        )13    55.00 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾁｺ       

80765-69野田　典子 (茅ヶ崎市      )14    53.00 ﾉﾀﾞ ﾉﾘｺ        

110365-69川上　京子 (三浦市        )15    48.00 ｶﾜｶﾐ ｷｮｳｺ      

351165-69田邊和歌子 (横浜市        )16    46.00 ﾀﾅﾍﾞ ﾜｶｺ       

80965-69酒井　香澄 (茅ヶ崎市      )17    44.00 ｻｶｲ ｶｽﾐ        

350560-64森　圭伊子 (横浜市        )18  1:00.00 ﾓﾘ ｹｲｺ         

13160-64倉本いくえ (横浜市        )19  1:00.00 ｸﾗﾓﾄ ｲｸｴ       

12360-64原　　昌代 (横浜市        )20    55.00 ﾊﾗ ﾏｻﾖ         

12060-64沼田　裕代 (横浜市        )21    55.00 ﾇﾏﾀ ﾔｽﾖ        

43660-64山﨑安津美 (平塚市        )22    44.90 ﾔﾏｻｷ ｱﾂﾐ       

51055-59熊谷　知子 (鎌倉市        )23    50.00 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｺ      

14655-59古川　真樹 (横浜市        )24    49.99 ｺｶﾞﾜ ﾏｷ        

80455-59袴田智津子 (茅ヶ崎市      )25    42.00 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾁｽﾞｺ     

43455-59穴澤　千草 (平塚市        )26    40.90 ｱﾅｻﾞﾜ ﾁｸﾞｻ     

62655-59川村佳代子 (藤沢市        )27    40.00 ｶﾜﾑﾗ ｶﾖｺ       

33150-54鶴岡　美佐 (横須賀市      )28    53.00 ﾂﾙｵｶ ﾐｻ        

13550-54築城　知子 (横浜市        )29    47.69 ﾂｲｷ ﾄﾓｺ        

70450-54曽我美由紀 (小田原市      )30    37.00 ｿｶﾞ ﾐﾕｷ        

50445-49近藤さおり (鎌倉市        )31  1:10.00 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｵﾘ      

43045-49佐々木美佐 (平塚市        )32    45.00 ｻｻｷ ﾐｻ         

80345-49栁坪さおり (茅ヶ崎市      )33    43.00 ﾔﾅｷﾞﾂﾎﾞ ｻｵﾘ    

10645-49畔柳美津子 (横浜市        )34    36.00 ｱｾﾞﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｺ    

90845-49白田なほみ (逗子市        )35    34.50 ｼﾗﾀ ﾅﾎﾐ        

351440-44髙橋　里美 (横浜市        )36    54.00 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ       

21940-44永沼　　文 (川崎市        )37    40.00 ﾅｶﾞﾇﾏ ｱﾔ       

71140-44星崎　雅子 (小田原市      )38    39.00 ﾎｼｻﾞｷ ﾏｻｺ      

10840-44望月　真実 (横浜市        )39    35.00 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾐ       

33235-39藤本　一恵 (横須賀市      )40    40.00 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｴ     

14835-39細田麻涼佳 (横浜市        )41    37.00 ﾎｿﾀﾞ ﾏﾘｶ       

42730-34白倉マイア (平塚市        )42    38.00 ｼﾗｸﾗ ﾏｲｱ       

91025-29青木　悠奈 (逗子市        )43    40.00 ｱｵｷ ﾕｳﾅ        

33918-24堀山　砂月 (横須賀市      )44    33.00 ﾎﾘﾔﾏ ｻﾂｷ       

64718-24須田　彩叶 (藤沢市        )45    33.00 ｽﾀﾞ ｻﾔｶ        

2022年7月7日



PC番号チーム名 年齢区分№

11 メドレーリレー 200m№ 女子

所属番号

第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

66240-大和市Ａ 141

33240-平塚市Ｇ 42

46240-鎌倉市Ｈ 53

58240-小田原市Ａ 74

12240-横浜市Ｌ 15

34160-239平塚市Ｈ 46

54160-239藤沢市Ｈ 67

11160-239横浜市Ｋ 18

26160-239横須賀市Ｊ 39

45-159鎌倉市Ｇ 510

35-159平塚市Ｉ 411

53-159藤沢市Ｇ 612

10-159横浜市Ｊ 113

24-159横須賀市Ｈ 314

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

12 個人メドレー 200m№ 男子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

53680-84中野　嘉博 (鎌倉市        )1  4:05.00 ﾅｶﾉ ﾖｼﾋﾛ       

340670-74長嶋　砂夫 (横浜市        )2  4:20.00 ﾅｶﾞｼﾏ ｽﾅｵ      

63070-74中川　　孝 (藤沢市        )3  4:00.00 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ      

42170-74窪田　　徹 (平塚市        )4  3:45.00 ｸﾎﾞﾀ ﾄｵﾙ       

53470-74坪井　晴人 (鎌倉市        )5  3:33.00 ﾂﾎﾞｲ ﾊﾙﾋﾄ      

351970-74若月　　優 (横浜市        )6  3:30.00 ﾜｶﾂｷ ﾏｻﾙ       

21870-74八木　清隆 (川崎市        )7  3:26.00 ﾔｷﾞ ｷﾖﾀｶ       

83265-69岡田　也広 (茅ヶ崎市      )8  3:50.00 ｵｶﾀﾞ ﾔﾋﾛ       

62065-69藤田　幸一 (藤沢市        )9  3:30.00 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｲﾁ      

342060-64小菅　　勝 (横浜市        )10  3:50.16 ｺｽｹﾞ ｶﾂ        

52860-64緒形　有紀 (鎌倉市        )11  3:30.00 ｵｶﾞﾀ ﾕｳｷ       

190255-59大淵　敏夫 (綾瀬市        )12  3:55.00 ｵｵﾌﾁ ﾄｼｵ       

343055-59新堂　　悟 (横浜市        )13  3:00.00 ｼﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾙ      

140855-59鈴木　雄也 (大和市        )14  2:45.00 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ       

21150-54川名　英雄 (川崎市        )15  3:35.00 ｶﾜﾅ ﾋﾃﾞｵ       

52350-54山ノ井　聡 (鎌倉市        )16  3:30.00 ﾔﾏﾉｲ ｻﾄｼ       

342850-54塚越　有宏 (横浜市        )17  3:30.00 ﾂｶｺｼ ｱﾘﾋﾛ      

130150-54岩本　　亨 (厚木市        )18  3:25.00 ｲﾜﾓﾄ ﾄｵﾙ       

41550-54作前　利哉 (平塚市        )19  3:03.00 ｻｸﾏｴ ﾄｼﾔ       

60150-54角谷　　哲 (藤沢市        )20  2:58.90 ｶｸﾀﾆ ｻﾄﾙ       

82650-54杉山　秀人 (茅ヶ崎市      )21  2:50.00 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ     

21250-54山口　学功 (川崎市        )22  2:30.00 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ     

342945-49谷井　隆晃 (横浜市        )23  3:20.00 ﾔﾂｲ ﾀｶｱｷ       

51645-49夏山　竜一 (鎌倉市        )24  3:20.00 ﾅﾂﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ     

61945-49小泉　太郎 (藤沢市        )25  3:20.00 ｺｲｽﾞﾐ ﾀﾛｳ      

41045-49中川　昌史 (平塚市        )26  3:20.00 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ     

342145-49高橋　健介 (横浜市        )27  3:05.00 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｽｹ      

344945-49澤口　　功 (横浜市        )28  2:55.50 ｻﾜｸﾞﾁ ｲｻｵ      

82245-49坂巻　義徳 (茅ヶ崎市      )29  2:45.00 ｻｶﾏｷ ﾖｼﾉﾘ      

51845-49美濃部公貴 (鎌倉市        )30  2:33.00 ﾐﾉﾍﾞ ｷﾐﾀｶ      

51440-44塚田　鉄也 (鎌倉市        )31  3:30.00 ﾂｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ       

352240-44青柳　美広 (横浜市        )32  2:40.50 ｱｵﾔｷﾞ ﾖｼﾋﾛ     

61040-44松尾　盛史 (藤沢市        )33  2:40.00 ﾏﾂｵ ﾀｹｼ        

341440-44小林　卓哉 (横浜市        )34  2:32.00 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ      

90435-39岡庭　広大 (逗子市        )35  3:00.00 ｵｶﾆﾜ ｺｳﾀ       

342735-39正木　　誠 (横浜市        )36  2:30.00 ﾏｻｷ ﾏｺﾄ        

40425-29蜂谷　友樹 (平塚市        )37  2:25.00 ﾊﾁﾔ ﾕｳｷ        

40118-24西村　雄太 (平塚市        )38  2:40.00 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀ       

20418-24榎本　優貴 (川崎市        )39  2:25.00 ｴﾉﾓﾄ ﾕｳｷ       

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

13 自由形 100m№ 男子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

63180-84西山　精一 (藤沢市        )1  2:50.00 ﾆｼﾔﾏ ｾｲｲﾁ      

90580-84度会　幸久 (逗子市        )2  2:10.00 ﾜﾀﾗｲ ﾕｷﾋｻ      

53580-84田島　圭介 (鎌倉市        )3  1:28.00 ﾀｼﾞﾏ ｹｲｽｹ      

180275-79石黒　博亮 (南足柄市      )4  1:38.00 ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾛｱｷ     

343375-79清水　　潔 (横浜市        )5  1:29.00 ｼﾐｽﾞ ｷﾖｼ       

343470-74池田　和美 (横浜市        )6  1:32.00 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾐ      

180370-74古賀謙次郎 (南足柄市      )7  1:30.90 ｺｶﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ     

351870-74中井　博行 (横浜市        )8  1:26.00 ﾅｶｲ ﾋﾛﾕｷ       

64270-74島田　徹之 (藤沢市        )9  1:17.50 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂﾕｷ      

42270-74有村　　晃 (平塚市        )10  1:17.00 ｱﾘﾑﾗ ｱｷﾗ       

342465-69新関　憲司 (横浜市        )11  1:35.00 ﾆｲｾﾞｷ ｹﾝｼﾞ     

83265-69岡田　也広 (茅ヶ崎市      )12  1:30.00 ｵｶﾀﾞ ﾔﾋﾛ       

352065-69仲宇佐隆一 (横浜市        )13  1:26.00 ﾅｶｳｻ ﾘｭｳｲﾁ     

190165-69冨松　　実 (綾瀬市        )14  1:10.50 ﾄﾐﾏﾂ ﾐﾉﾙ       

52960-64岩渕　博史 (鎌倉市        )15  1:30.00 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾋﾛｼ      

70260-64大村　　学 (小田原市      )16  1:17.00 ｵｵﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ      

342560-64吉野　明夫 (横浜市        )17  1:08.00 ﾖｼﾉ ｱｷｵ        

60555-59藤内　博行 (藤沢市        )18  1:40.00 ﾄｳﾅｲ ﾋﾛﾕｷ      

41855-59服部　　努 (平塚市        )19  1:40.00 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾄﾑ       

83055-59吉川　　潤 (茅ヶ崎市      )20  1:30.00 ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ      

110155-59児玉　　暢 (三浦市        )21  1:22.00 ｺﾀﾞﾏ  ﾄｵﾙ      

52755-59井上　基大 (鎌倉市        )22  1:15.00 ｲﾉｳｴ ﾓﾄﾋﾛ      

140955-59目谷　哲也 (大和市        )23  1:13.00 ﾒﾔ ﾃﾂﾔ         

30555-59望月　真澄 (横須賀市      )24  1:08.00 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｽﾐ      

62755-59粟崎　泰行 (藤沢市        )25  1:06.00 ｱﾜｻｷ ﾔｽﾕｷ      

41755-59尾崎　晴茂 (平塚市        )26  1:03.00 ｵｻﾞｷ ﾊﾙｼｹﾞ     

340155-59東内　裕志 (横浜市        )27  1:03.00 ﾋｶﾞｼｳﾁ ﾕｳｼﾞ    

345255-59小島　知幸 (横浜市        )28  1:01.00 ｺｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ      

41450-54池田　純一 (平塚市        )29  1:40.00 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ    

82750-54細川　光教 (茅ヶ崎市      )30  1:16.00 ﾎｿｶﾜ ﾐﾂﾉﾘ      

41350-54岡﨑　　肇 (平塚市        )31  1:15.00 ｵｶｻﾞｷ ﾊｼﾞﾒ     

140750-54峰岸　信行 (大和市        )32  1:15.00 ﾐﾈｷﾞｼ ﾉﾌﾞﾕｷ    

52550-54山崎　　孝 (鎌倉市        )33  1:10.00 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ      

30650-54神田　　謙 (横須賀市      )34  1:08.00 ｶﾝﾀﾞ ﾕｽﾞﾙ      

82550-54岸田　　健 (茅ヶ崎市      )35  1:05.50 ｷｼﾀﾞ ﾀｹｼ       

345850-54深沢　嘉彦 (横浜市        )36  1:04.00 ﾌｶｻﾜ ﾖｼﾋｺ      

21350-54宮嶋　和夫 (川崎市        )37  1:02.00 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ     

61945-49小泉　太郎 (藤沢市        )38  1:20.00 ｺｲｽﾞﾐ ﾀﾛｳ      

343745-49永田　一博 (横浜市        )39  1:18.00 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ     

341145-49小笠原雄太 (横浜市        )40  1:10.00 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾀ     

40945-49遠藤　直人 (平塚市        )41    59.00 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ      

51845-49美濃部公貴 (鎌倉市        )42    59.00 ﾐﾉﾍﾞ ｷﾐﾀｶ      

344145-49田窪　　達 (横浜市        )43    56.50 ﾀｸﾎﾞ ﾄｵﾙ       

40740-44佐藤　聡一 (平塚市        )44  1:20.00 ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ       

141840-44和久　哲郎 (大和市        )45  1:10.00 ﾜｸ ﾃﾂﾛｳ        

340940-44白川　健一 (横浜市        )46  1:10.00 ｼﾗｶﾜ ｹﾝｲﾁ      

64540-44池本　瑞樹 (藤沢市        )47  1:05.00 ｲｹﾓﾄ ﾐｽﾞｷ      

345140-44横山　大志 (横浜市        )48  1:05.00 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｼ       

345635-39桜花　和也 (横浜市        )49  1:05.00 ｻｸﾗﾊﾞﾅ ｶｽﾞﾔ    

31935-39柳瀬　浩喜 (横須賀市      )50    56.00 ﾔﾅｾ ﾋﾛｷ        

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

13 自由形 100m№ 男子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

344330-34前田　康輔 (横浜市        )51    52.50 ﾏｴﾀﾞｺｳｽｹ       

31125-29前　　宏明 (横須賀市      )52    59.05 ﾏｴ ﾋﾛｱｷ        

40325-29青木　一真 (平塚市        )53    58.50 ｱｵｷ ｶｽﾞﾏ       

341825-29西田　直史 (横浜市        )54    58.00 ﾆｼﾀﾞ ﾅｵﾋﾄ      

340818-24小野寺諒優 (横浜市        )55  1:14.00 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳﾕｳ    

20518-24藤田　卓己 (川崎市        )56  1:00.00 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ       

60218-24平井　　幹 (藤沢市        )57  1:00.00 ﾋﾗｲ ﾓﾄｷ        

63518-24相原　利弥 (藤沢市        )58    57.50 ｱｲﾊﾗ ﾄｼﾔ       

20218-24小島　駿紀 (川崎市        )59    56.70 ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝｷ      

31218-24前田　　匠 (横須賀市      )60    55.20 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ       

344018-24長島　翔太 (横浜市        )61    55.00 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳﾀ     

343818-24松澤　恭佑 (横浜市        )62    54.00 ﾏﾂｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ    

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

14 平泳ぎ 100m№ 男子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

180180-84浅井　高光 (南足柄市      )1  2:29.81 ｱｻｲ ﾀｶﾐﾂ       

32380-84立川　育宏 (横須賀市      )2  2:18.50 ﾀﾁｶﾜ ﾔｽﾋﾛ      

30275-79岸　　和男 (横須賀市      )3  1:40.00 ｷｼ ｶｽﾞｵ        

120670-74黒石　一男 (秦野市        )4  1:55.00 ｸﾛｲｼ ｶｽﾞｵ      

342370-74小口　栄治 (横浜市        )5  1:50.00 ｵｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ      

343570-74岡本　明憲 (横浜市        )6  1:50.00 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾉﾘ      

341765-69相田　直方 (横浜市        )7  1:43.55 ｱｲﾀﾞ ﾅｵｶﾀ      

120165-69奥田　裕計 (秦野市        )8  1:28.00 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ     

21460-64奥村　明俊 (川崎市        )9  1:26.00 ｵｸﾑﾗ ｱｷﾄｼ      

150755-59土屋　直樹 (伊勢原市      )10  1:50.00 ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ        

63255-59中島　　茂 (藤沢市        )11  1:38.00 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ     

340555-59杉浦　正樹 (横浜市        )12  1:35.50 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻｷ      

82955-59田中　　誠 (茅ヶ崎市      )13  1:35.00 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ        

21055-59遠藤　健二 (川崎市        )14  1:32.00 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ     

341655-59兼森　伸兒 (横浜市        )15  1:30.46 ｶﾈﾓﾘ ｼﾝｼﾞ      

140855-59鈴木　雄也 (大和市        )16  1:25.00 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ       

52250-54野井　貴史 (鎌倉市        )17  1:30.00 ﾉｲ ﾀｶﾌﾐ        

62350-54清水　慎介 (藤沢市        )18  1:30.00 ｼﾐｽﾞ ｼﾝｽｹ      

41150-54大塚　敬三 (平塚市        )19  1:30.00 ｵｵﾂｶ ｹｲｿﾞｳ     

82650-54杉山　秀人 (茅ヶ崎市      )20  1:25.00 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ     

60150-54角谷　　哲 (藤沢市        )21  1:23.80 ｶｸﾀﾆ ｻﾄﾙ       

52045-49小林　浩之 (鎌倉市        )22  2:00.00 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ     

340245-49相本　大樹 (横浜市        )23  1:40.00 ｱｲﾓﾄ ﾀﾞｲｷ      

343745-49永田　一博 (横浜市        )24  1:35.00 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ     

90645-49樋掛　勝巳 (逗子市        )25  1:31.00 ﾋｶﾞｹ ｶﾂﾐ       

40845-49熊谷　大地 (平塚市        )26  1:29.50 ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾞｲﾁ     

82345-49住吉　俊亮 (茅ヶ崎市      )27  1:22.29 ｽﾐﾖｼ ﾄｼｱｷ      

340345-49森　　則昭 (横浜市        )28  1:17.00 ﾓﾘ ﾉﾘｱｷ        

341440-44小林　卓哉 (横浜市        )29  1:16.00 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ      

31335-39國枝　　龍 (横須賀市      )30  1:13.00 ｸﾆｴﾀﾞ ﾘｮｳ      

40635-39森　　拓海 (平塚市        )31  1:10.50 ﾓﾘ ﾀｸﾐ         

140330-34三浦　拓真 (大和市        )32  1:07.50 ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ        

20125-29中川　啓介 (川崎市        )33  1:10.00 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ     

140225-29木村　俊介 (大和市        )34  1:08.00 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ      

341318-24小岩　怜寛 (横浜市        )35  1:26.00 ｺｲﾜ ﾚｵ         

343118-24照本　　慎 (横浜市        )36  1:20.00 ﾃﾙﾓﾄ ﾏｺﾄ       

20618-24石井　航太 (川崎市        )37  1:13.00 ｲｼｲ ｺｳﾀ        

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

15 バタフライ 100m№ 男子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

70175-79小河　純吉 (小田原市      )1  1:40.00 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｷﾁ    

83165-69山村　良一 (茅ヶ崎市      )2  1:28.00 ﾔﾏﾑﾗ ﾘｮｳｲﾁ     

53160-64常盤潤一郎 (鎌倉市        )3  1:36.00 ﾄｷﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ   

52755-59井上　基大 (鎌倉市        )4  1:35.00 ｲﾉｳｴ ﾓﾄﾋﾛ      

30455-59高橋　　篤 (横須賀市      )5  1:15.00 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ       

345750-54伊藤　貴志 (横浜市        )6  1:18.50 ｲﾄｳ ﾀｶｼ        

343650-54畑　　卓見 (横浜市        )7  1:15.00 ﾊﾀ ﾀｸﾐ         

21250-54山口　学功 (川崎市        )8  1:05.00 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ     

344850-54池田　正輝 (横浜市        )9  1:00.50 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾃﾙ      

342145-49高橋　健介 (横浜市        )10  1:30.00 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｽｹ      

62245-49清水　禎児 (藤沢市        )11  1:10.00 ｼﾐｽﾞ ﾃｲｼﾞ      

40945-49遠藤　直人 (平塚市        )12  1:08.60 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ      

51845-49美濃部公貴 (鎌倉市        )13  1:03.00 ﾐﾉﾍﾞ ｷﾐﾀｶ      

30745-49古賀　武文 (横須賀市      )14  1:02.00 ｺｶﾞ ﾀｹﾌﾐ       

82140-44今西　　明 (茅ヶ崎市      )15  1:03.00 ｲﾏﾆｼ ｱｷﾗ       

40535-39森　　郁海 (平塚市        )16  1:05.00 ﾓﾘ ｲｸﾐ         

30935-39我妻　　昂 (横須賀市      )17  1:03.00 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ      

341530-34大村　理人 (横浜市        )18  1:10.00 ｵｵﾑﾗ ﾘﾋﾄ       

20518-24藤田　卓己 (川崎市        )19  1:00.00 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ       

60218-24平井　　幹 (藤沢市        )20  1:00.00 ﾋﾗｲ ﾓﾄｷ        

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

16 背泳ぎ 100m№ 男子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

53580-84田島　圭介 (鎌倉市        )1  1:48.00 ﾀｼﾞﾏ ｹｲｽｹ      

70175-79小河　純吉 (小田原市      )2  1:40.00 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｷﾁ    

340670-74長嶋　砂夫 (横浜市        )3  1:55.99 ﾅｶﾞｼﾏ ｽﾅｵ      

42170-74窪田　　徹 (平塚市        )4  1:40.00 ｸﾎﾞﾀ ﾄｵﾙ       

21770-74金井　茂夫 (川崎市        )5  1:33.00 ｶﾅｲ ｼｹﾞｵ       

62065-69藤田　幸一 (藤沢市        )6  1:40.00 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｲﾁ      

345465-69久保田紀之 (横浜市        )7  1:30.00 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ      

21560-64只野　公一 (川崎市        )8  2:12.00 ﾀﾀﾞﾉ ｺｳｲﾁ      

52860-64緒形　有紀 (鎌倉市        )9  1:43.00 ｵｶﾞﾀ ﾕｳｷ       

342560-64吉野　明夫 (横浜市        )10  1:30.00 ﾖｼﾉ ｱｷｵ        

31660-64平子　清二 (横須賀市      )11  1:30.00 ﾋﾗｺ ｾｲｼﾞ       

41655-59貴崎　信俊 (平塚市        )12  1:35.00 ｷｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾄｼ     

150955-59佐藤　幸也 (伊勢原市      )13  1:35.00 ｻﾄｳ ｺｳﾔ        

344455-59星　　篤志 (横浜市        )14  1:22.00 ﾎｼ ｱﾂｼ         

52350-54山ノ井　聡 (鎌倉市        )15  1:35.00 ﾔﾏﾉｲ ｻﾄｼ       

170150-54山口　　学 (座間市        )16  1:25.00 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾌﾞ     

82650-54杉山　秀人 (茅ヶ崎市      )17  1:25.00 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ     

63350-54中津海全士 (藤沢市        )18  1:20.00 ﾅｶﾂﾐ ﾀｹｼ       

345550-54斎藤　尚夫 (横浜市        )19  1:15.00 ｻｲﾄｳ ﾋｻｵ       

41150-54大塚　敬三 (平塚市        )20  1:14.20 ｵｵﾂｶ ｹｲｿﾞｳ     

63450-54加茂前佳男 (藤沢市        )21  1:13.50 ｶﾓﾏｴ ﾖｼｵ       

51645-49夏山　竜一 (鎌倉市        )22  1:30.00 ﾅﾂﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ     

82245-49坂巻　義徳 (茅ヶ崎市      )23  1:14.00 ｻｶﾏｷ ﾖｼﾉﾘ      

340745-49北　　浩至 (横浜市        )24  1:11.00 ｷﾀ ｺｳｼﾞ        

51540-44佐々木雅広 (鎌倉市        )25  2:05.00 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾛ       

140440-44森内　信公 (大和市        )26  1:12.90 ﾓﾘｳﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ     

150635-39籠谷　彰彦 (伊勢原市      )27  1:48.00 ｶｺﾞﾔ ｱｷﾋｺ      

20735-39永沼　和也 (川崎市        )28  1:12.00 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾔ     

31030-34橋爪　久司 (横須賀市      )29  1:03.00 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋｻｼ      

341825-29西田　直史 (横浜市        )30  1:08.00 ﾆｼﾀﾞ ﾅｵﾋﾄ      

90218-24山畑　洋海 (逗子市        )31  1:05.80 ﾔﾏﾊﾀ ﾋﾛﾐ       

2022年7月7日



PC番号チーム名 年齢区分№

17 リレー 200m№ 男子

所属番号

第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

52240-藤沢市Ｆ 61

40240-鎌倉市Ｂ 52

3240-横浜市Ｃ 13

17240-横須賀市Ａ 34

30240-平塚市Ｄ 45

71160-239大和市Ｆ 146

51160-239藤沢市Ｅ 67

65160-239逗子市Ｃ 98

16160-239川崎市Ｄ 29

39160-239鎌倉市Ａ 510

61160-239茅ヶ崎市Ｂ 811

2160-239横浜市Ｂ 112

31160-239平塚市Ｅ 413

19160-239横須賀市Ｃ 314

50-159藤沢市Ｄ 615

14-159川崎市Ｂ 216

70-159大和市Ｅ 1417

1-159横浜市Ａ 118

21-159横須賀市Ｅ 319

32-159平塚市Ｆ 420

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

18 自由形  50m№ 男子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

342280-84浅田　　治 (横浜市        )1    50.00 ｱｻﾀﾞ ｵｻﾑ       

31780-84小杉　邦洋 (横須賀市      )2    40.00 ｺｽｷﾞ ｸﾆﾋﾛ      

53680-84中野　嘉博 (鎌倉市        )3    40.00 ﾅｶﾉ ﾖｼﾋﾛ       

351775-79高野　　崇 (横浜市        )4  1:20.12 ﾀｶﾉ ﾀｶｼ        

42375-79斉藤　　哲 (平塚市        )5    45.00 ｻｲﾄｳ ﾃﾂ        

180275-79石黒　博亮 (南足柄市      )6    41.00 ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾛｱｷ     

343375-79清水　　潔 (横浜市        )7    39.00 ｼﾐｽﾞ ｷﾖｼ       

344675-79井口　　穣 (横浜市        )8    39.00 ｲｸﾞﾁ ﾕﾀｶ       

343275-79吉澤　和吉 (横浜市        )9    35.50 ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ    

53370-74槇　　　卓 (鎌倉市        )10    59.00 ﾏｷ ﾀｶｼ         

21670-74中山　正義 (川崎市        )11    50.00 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾖｼ      

83370-74野田　豊久 (茅ヶ崎市      )12    47.00 ﾉﾀﾞ ﾄﾖﾋｻ       

83570-74得丸　雄三 (茅ヶ崎市      )13    42.00 ﾄｸﾏﾙ ﾕｳｿﾞｳ     

180370-74古賀謙次郎 (南足柄市      )14    40.90 ｺｶﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ     

30170-74小林　慶雄 (横須賀市      )15    40.00 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｵ      

62170-74近藤　英博 (藤沢市        )16    38.00 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ    

351970-74若月　　優 (横浜市        )17    36.00 ﾜｶﾂｷ ﾏｻﾙ       

64270-74島田　徹之 (藤沢市        )18    35.00 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂﾕｷ      

343570-74岡本　明憲 (横浜市        )19    35.00 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾉﾘ      

42070-74高橋　憲司 (平塚市        )20    34.80 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ      

343470-74池田　和美 (横浜市        )21    33.22 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾐ      

200265-69西村　一広 (葉山町        )22    47.00 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ     

150265-69黒田　　努 (伊勢原市      )23    40.00 ｸﾛﾀﾞ ﾂﾄﾑ       

352065-69仲宇佐隆一 (横浜市        )24    38.00 ﾅｶｳｻ ﾘｭｳｲﾁ     

344565-69亀田　一麿 (横浜市        )25    32.00 ｶﾒﾀﾞ ｶｽﾞﾏﾛ     

83165-69山村　良一 (茅ヶ崎市      )26    32.00 ﾔﾏﾑﾗ ﾘｮｳｲﾁ     

31465-69国広　真司 (横須賀市      )27    32.00 ｸﾆﾋﾛ ﾏｻｼ       

190165-69冨松　　実 (綾瀬市        )28    30.50 ﾄﾐﾏﾂ ﾐﾉﾙ       

41960-64曽我部　耕 (平塚市        )29    37.00 ｿｶﾞﾍﾞ ｺｳ       

342060-64小菅　　勝 (横浜市        )30    36.15 ｺｽｹﾞ ｶﾂ        

70260-64大村　　学 (小田原市      )31    32.50 ｵｵﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ      

41855-59服部　　努 (平塚市        )32    45.00 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾄﾑ       

60555-59藤内　博行 (藤沢市        )33    43.00 ﾄｳﾅｲ ﾋﾛﾕｷ      

83055-59吉川　　潤 (茅ヶ崎市      )34    40.00 ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ      

190255-59大淵　敏夫 (綾瀬市        )35    40.00 ｵｵﾌﾁ ﾄｼｵ       

70355-59岡崎　克人 (小田原市      )36    39.99 ｵｶｻﾞｷ ｶﾂﾄ      

110155-59児玉　　暢 (三浦市        )37    38.00 ｺﾀﾞﾏ  ﾄｵﾙ      

352155-59二宮　　博 (横浜市        )38    36.00 ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾛｼ       

340555-59杉浦　正樹 (横浜市        )39    35.00 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻｷ      

140955-59目谷　哲也 (大和市        )40    33.00 ﾒﾔ ﾃﾂﾔ         

140855-59鈴木　雄也 (大和市        )41    31.00 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ       

30555-59望月　真澄 (横須賀市      )42    30.00 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｽﾐ      

340155-59東内　裕志 (横浜市        )43    28.30 ﾋｶﾞｼｳﾁ ﾕｳｼﾞ    

62755-59粟崎　泰行 (藤沢市        )44    27.90 ｱﾜｻｷ ﾔｽﾕｷ      

345255-59小島　知幸 (横浜市        )45    27.50 ｺｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ      

41755-59尾崎　晴茂 (平塚市        )46    27.40 ｵｻﾞｷ ﾊﾙｼｹﾞ     

82450-54髙木　秀彦 (茅ヶ崎市      )47    41.00 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ     

344250-54大坂　岳史 (横浜市        )48    37.00 ｵｵｻｶ ﾀｹｼ       

340450-54穴田　啓樹 (横浜市        )49    35.00 ｱﾅﾀﾞ ｹｲｼﾞｭ     

140750-54峰岸　信行 (大和市        )50    33.00 ﾐﾈｷﾞｼ ﾉﾌﾞﾕｷ    

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

18 自由形  50m№ 男子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

130150-54岩本　　亨 (厚木市        )51    33.00 ｲﾜﾓﾄ ﾄｵﾙ       

342850-54塚越　有宏 (横浜市        )52    33.00 ﾂｶｺｼ ｱﾘﾋﾛ      

52550-54山崎　　孝 (鎌倉市        )53    31.00 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ      

120550-54小川顕一郎 (秦野市        )54    31.00 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ    

41550-54作前　利哉 (平塚市        )55    31.00 ｻｸﾏｴ ﾄｼﾔ       

63350-54中津海全士 (藤沢市        )56    30.50 ﾅｶﾂﾐ ﾀｹｼ       

32650-54夏目光太郎 (横須賀市      )57    30.00 ﾅﾂﾒ ｺｳﾀﾛｳ      

52450-54西島　啓雄 (鎌倉市        )58    30.00 ﾆｿｼﾞﾏ ﾖｼｵ      

41250-54二梃木淳一 (平塚市        )59    29.50 ﾆﾁｮｳｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ  

82550-54岸田　　健 (茅ヶ崎市      )60    28.80 ｷｼﾀﾞ ﾀｹｼ       

21350-54宮嶋　和夫 (川崎市        )61    28.00 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ     

344850-54池田　正輝 (横浜市        )62    25.43 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾃﾙ      

51745-49西川　隆一 (鎌倉市        )63    35.34 ﾆｼｶﾜ ﾘｭｳｲﾁ     

61545-49遠藤　洋仁 (藤沢市        )64    35.00 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ      

140645-49石川　大祐 (大和市        )65    33.85 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ     

130245-49永島　　靖 (厚木市        )66    33.00 ﾅｶﾞｼﾏ ﾔｽｼ      

345345-49土谷　勝己 (横浜市        )67    32.00 ﾂﾁﾔ ｶﾂﾐ        

342945-49谷井　隆晃 (横浜市        )68    32.00 ﾔﾂｲ ﾀｶｱｷ       

32545-49越智　良平 (横須賀市      )69    32.00 ｵﾁ ﾘｮｳﾍｲ       

60445-49岡　圭一郎 (藤沢市        )70    31.00 ｵｶ ｹｲｲﾁﾛｳ      

82345-49住吉　俊亮 (茅ヶ崎市      )71    30.09 ｽﾐﾖｼ ﾄｼｱｷ      

341145-49小笠原雄太 (横浜市        )72    30.00 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾀ     

51945-49水川　起雄 (鎌倉市        )73    30.00 ﾐｽﾞｶﾜ ﾀﾂｵ      

62245-49清水　禎児 (藤沢市        )74    29.50 ｼﾐｽﾞ ﾃｲｼﾞ      

52145-49小田　英実 (鎌倉市        )75    27.00 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ       

90745-49白田　達明 (逗子市        )76    26.00 ｼﾗﾀ ﾀﾂｱｷ       

344145-49田窪　　達 (横浜市        )77    25.50 ﾀｸﾎﾞ ﾄｵﾙ       

51440-44塚田　鉄也 (鎌倉市        )78    40.00 ﾂｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ       

64840-44飯森　　剛 (藤沢市        )79    34.00 ｲｲﾓﾘ ﾂﾖｼ       

340940-44白川　健一 (横浜市        )80    32.31 ｼﾗｶﾜ ｹﾝｲﾁ      

150540-44安部　文一 (伊勢原市      )81    29.99 ｱﾍﾞ ﾌﾞﾝｲﾁ      

20940-44宮本　卓和 (川崎市        )82    28.00 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾜ       

82140-44今西　　明 (茅ヶ崎市      )83    26.00 ｲﾏﾆｼ ｱｷﾗ       

150635-39籠谷　彰彦 (伊勢原市      )84    42.00 ｶｺﾞﾔ ｱｷﾋｺ      

32435-39遠藤　英樹 (横須賀市      )85    36.00 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ     

345635-39桜花　和也 (横浜市        )86    30.00 ｻｸﾗﾊﾞﾅ ｶｽﾞﾔ    

51335-39松本　貴照 (鎌倉市        )87    27.00 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾃﾙ      

31935-39柳瀬　浩喜 (横須賀市      )88    26.00 ﾔﾅｾ ﾋﾛｷ        

150830-34舟山　直柔 (伊勢原市      )89    27.50 ﾌﾅﾔﾏ ﾅｵﾅﾘ      

140330-34三浦　拓真 (大和市        )90    25.00 ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ        

32125-29小林　　輝 (横須賀市      )91    33.00 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ      

341225-29袴田　　舜 (横浜市        )92    28.50 ﾊｶﾏﾀﾞ ｼｭﾝ      

110225-29ﾚｲｴｽ ﾗｳｽﾃｨﾝ (三浦市        )93    28.00 ﾚｲｴｽ ﾗｳｽﾃｨﾝ    

20325-29片岡健太郎 (川崎市        )94    27.00 ｶﾀｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ     

341025-29細川　一哉 (横浜市        )95    25.40 ﾎｿｶﾜ ｶｽﾞﾔ      

40325-29青木　一真 (平塚市        )96    25.00 ｱｵｷ ｶｽﾞﾏ       

20125-29中川　啓介 (川崎市        )97    25.00 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ     

32218-24池澤　健斗 (横須賀市      )98    33.00 ｲｹｻﾞﾜ ｹﾝﾄ      

32018-24高橋　一真 (横須賀市      )99    33.00 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ      

340818-24小野寺諒優 (横浜市        )100    32.00 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳﾕｳ    

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

18 自由形  50m№ 男子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

90118-24山田　大夢 (逗子市        )101    30.00 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾑ       

63618-24秋本竜之介 (藤沢市        )102    30.00 ｱｷﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ    

341918-24大内　陽向 (横浜市        )103    30.00 ｵｵｳﾁ ﾋﾅﾀ       

63718-24山下　智也 (藤沢市        )104    28.00 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ       

63518-24相原　利弥 (藤沢市        )105    27.50 ｱｲﾊﾗ ﾄｼﾔ       

343918-24影山　剛士 (横浜市        )106    27.00 ｶｹﾞﾔﾏ ﾂﾖｼ      

343818-24松澤　恭佑 (横浜市        )107    25.00 ﾏﾂｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ    

31218-24前田　　匠 (横須賀市      )108    24.90 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ       

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

19 平泳ぎ  50m№ 男子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

63180-84西山　精一 (藤沢市        )1  1:30.00 ﾆｼﾔﾏ ｾｲｲﾁ      

180180-84浅井　高光 (南足柄市      )2    57.56 ｱｻｲ ﾀｶﾐﾂ       

32380-84立川　育宏 (横須賀市      )3    57.05 ﾀﾁｶﾜ ﾔｽﾋﾛ      

61175-79森木　全成 (藤沢市        )4  1:15.08 ﾓﾘｷ ﾀｹｼｹﾞ      

150175-79杉山　三郎 (伊勢原市      )5    52.61 ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾌﾞﾛｳ    

30275-79岸　　和男 (横須賀市      )6    45.00 ｷｼ ｶｽﾞｵ        

120670-74黒石　一男 (秦野市        )7    51.00 ｸﾛｲｼ ｶｽﾞｵ      

30370-74丸茂　健二 (横須賀市      )8    50.00 ﾏﾙﾓ ｹﾝｼﾞ       

351670-74髙木　　明 (横浜市        )9    50.00 ﾀｶｷﾞ ｱｷﾗ       

342370-74小口　栄治 (横浜市        )10    49.00 ｵｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ      

53470-74坪井　晴人 (鎌倉市        )11    43.80 ﾂﾎﾞｲ ﾊﾙﾋﾄ      

342665-69砂場　哲郎 (横浜市        )12    50.00 ｽﾅﾊﾞ ﾃﾂﾛｳ      

100265-69武居　正則 (相模原市      )13    45.00 ﾀｹｽｴ ﾏｻﾉﾘ      

120165-69奥田　裕計 (秦野市        )14    39.00 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ     

341765-69相田　直方 (横浜市        )15    36.55 ｱｲﾀﾞ ﾅｵｶﾀ      

53060-64星山　雅樹 (鎌倉市        )16    50.00 ﾎｼﾔﾏ ﾏｻｷ       

32760-64名倉　健吾 (横須賀市      )17    48.00 ﾅｸﾞﾗ ｹﾝｺﾞ      

52860-64緒形　有紀 (鎌倉市        )18    45.00 ｵｶﾞﾀ ﾕｳｷ       

83055-59吉川　　潤 (茅ヶ崎市      )19    50.00 ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ      

63255-59中島　　茂 (藤沢市        )20    44.00 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ     

345055-59黒﨑　修一 (横浜市        )21    44.00 ｸﾛｻｷ ｼｮｳｲﾁ     

82955-59田中　　誠 (茅ヶ崎市      )22    43.00 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ        

340555-59杉浦　正樹 (横浜市        )23    43.00 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻｷ      

31555-59梶山　忠裕 (横須賀市      )24    41.00 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ    

341655-59兼森　伸兒 (横浜市        )25    40.03 ｶﾈﾓﾘ ｼﾝｼﾞ      

41450-54池田　純一 (平塚市        )26    50.00 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ    

340450-54穴田　啓樹 (横浜市        )27    48.00 ｱﾅﾀﾞ ｹｲｼﾞｭ     

62350-54清水　慎介 (藤沢市        )28    45.00 ｼﾐｽﾞ ｼﾝｽｹ      

346050-54清田　　聡 (横浜市        )29    42.52 ｷﾖﾀ ｻﾄｼ

170150-54山口　　学 (座間市        )30    40.00 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾌﾞ     

345550-54斎藤　尚夫 (横浜市        )31    40.00 ｻｲﾄｳ ﾋｻｵ       

60150-54角谷　　哲 (藤沢市        )32    39.80 ｶｸﾀﾆ ｻﾄﾙ       

60350-54山下　克至 (藤沢市        )33    38.00 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂｼ       

52250-54野井　貴史 (鎌倉市        )34    37.00 ﾉｲ ﾀｶﾌﾐ        

345345-49土谷　勝己 (横浜市        )35    42.00 ﾂﾁﾔ ｶﾂﾐ        

40845-49熊谷　大地 (平塚市        )36    41.50 ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾞｲﾁ     

60445-49岡　圭一郎 (藤沢市        )37    41.00 ｵｶ ｹｲｲﾁﾛｳ      

51745-49西川　隆一 (鎌倉市        )38    40.52 ﾆｼｶﾜ ﾘｭｳｲﾁ     

340245-49相本　大樹 (横浜市        )39    40.00 ｱｲﾓﾄ ﾀﾞｲｷ      

90645-49樋掛　勝巳 (逗子市        )40    40.00 ﾋｶﾞｹ ｶﾂﾐ       

344945-49澤口　　功 (横浜市        )41    38.50 ｻﾜｸﾞﾁ ｲｻｵ      

30845-49細井　　成 (横須賀市      )42    35.00 ﾎｿｲ ｼﾞｮｳ       

340345-49森　　則昭 (横浜市        )43    34.08 ﾓﾘ ﾉﾘｱｷ        

62540-44今野　典之 (藤沢市        )44    44.00 ｺﾝﾉ ﾉﾘﾕｷ       

40740-44佐藤　聡一 (平塚市        )45    42.70 ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ       

120440-44鈴木　陽介 (秦野市        )46    40.00 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ      

345140-44横山　大志 (横浜市        )47    35.00 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｼ       

20840-44西尾　直人 (川崎市        )48    33.50 ﾆｼｵ ﾅｵﾄ        

150635-39籠谷　彰彦 (伊勢原市      )49    46.00 ｶｺﾞﾔ ｱｷﾋｺ      

342735-39正木　　誠 (横浜市        )50    37.00 ﾏｻｷ ﾏｺﾄ        

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

19 平泳ぎ  50m№ 男子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

40635-39森　　拓海 (平塚市        )51    32.50 ﾓﾘ ﾀｸﾐ         

31335-39國枝　　龍 (横須賀市      )52    32.05 ｸﾆｴﾀﾞ ﾘｮｳ      

90335-39髙橋　祐太 (逗子市        )53    31.50 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ       

31830-34荻原　佑介 (横須賀市      )54    36.50 ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ     

82030-34矢野　駿貴 (茅ヶ崎市      )55    34.00 ﾔﾉ ｼｭﾝｷ        

140330-34三浦　拓真 (大和市        )56    30.00 ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ        

20325-29片岡健太郎 (川崎市        )57    33.00 ｶﾀｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ     

140225-29木村　俊介 (大和市        )58    30.00 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ      

340818-24小野寺諒優 (横浜市        )59    43.00 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳﾕｳ    

343118-24照本　　慎 (横浜市        )60    40.00 ﾃﾙﾓﾄ ﾏｺﾄ       

140118-24小林　基晃 (大和市        )61    35.50 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄｱｷ     

40218-24石田　　睦 (平塚市        )62    35.00 ｲｼﾀﾞ ﾑﾂﾐ       

63718-24山下　智也 (藤沢市        )63    35.00 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ       

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

20 バタフライ  50m№ 男子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

61175-79森木　全成 (藤沢市        )1  1:30.00 ﾓﾘｷ ﾀｹｼｹﾞ      

42375-79斉藤　　哲 (平塚市        )2    50.00 ｻｲﾄｳ ﾃﾂ        

343275-79吉澤　和吉 (横浜市        )3    42.00 ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ    

21670-74中山　正義 (川崎市        )4  1:00.00 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾖｼ      

63070-74中川　　孝 (藤沢市        )5  1:00.00 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ      

83470-74田辺　幸造 (茅ヶ崎市      )6    50.00 ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｿﾞｳ     

30170-74小林　慶雄 (横須賀市      )7    50.00 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｵ      

340670-74長嶋　砂夫 (横浜市        )8    49.50 ﾅｶﾞｼﾏ ｽﾅｵ      

83570-74得丸　雄三 (茅ヶ崎市      )9    45.70 ﾄｸﾏﾙ ﾕｳｿﾞｳ     

62170-74近藤　英博 (藤沢市        )10    45.00 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ    

30370-74丸茂　健二 (横須賀市      )11    45.00 ﾏﾙﾓ ｹﾝｼﾞ       

42270-74有村　　晃 (平塚市        )12    39.00 ｱﾘﾑﾗ ｱｷﾗ       

100265-69武居　正則 (相模原市      )13    45.00 ﾀｹｽｴ ﾏｻﾉﾘ      

83165-69山村　良一 (茅ヶ崎市      )14    35.00 ﾔﾏﾑﾗ ﾘｮｳｲﾁ     

53160-64常盤潤一郎 (鎌倉市        )15    41.50 ﾄｷﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ   

344760-64山下　　真 (横浜市        )16    37.00 ﾔﾏｼﾀ ﾏｺﾄ       

60555-59藤内　博行 (藤沢市        )17    55.00 ﾄｳﾅｲ ﾋﾛﾕｷ      

352155-59二宮　　博 (横浜市        )18    41.00 ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾛｼ       

140955-59目谷　哲也 (大和市        )19    37.60 ﾒﾔ ﾃﾂﾔ         

343055-59新堂　　悟 (横浜市        )20    33.00 ｼﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾙ      

30455-59高橋　　篤 (横須賀市      )21    32.00 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ       

61855-59杉本　　要 (藤沢市        )22    31.00 ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾅﾒ      

41755-59尾崎　晴茂 (平塚市        )23    30.60 ｵｻﾞｷ ﾊﾙｼｹﾞ     

345255-59小島　知幸 (横浜市        )24    29.00 ｺｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ      

52650-54島井　　太 (鎌倉市        )25    43.00 ｼﾏｲ ﾌﾄｼ        

21150-54川名　英雄 (川崎市        )26    42.00 ｶﾜﾅ ﾋﾃﾞｵ       

64650-54小田　幸永 (藤沢市        )27    38.00 ｵﾀﾞ ﾕｷﾋｻ       

345550-54斎藤　尚夫 (横浜市        )28    35.00 ｻｲﾄｳ ﾋｻｵ       

345750-54伊藤　貴志 (横浜市        )29    32.50 ｲﾄｳ ﾀｶｼ        

343650-54畑　　卓見 (横浜市        )30    32.00 ﾊﾀ ﾀｸﾐ         

30650-54神田　　謙 (横須賀市      )31    31.00 ｶﾝﾀﾞ ﾕｽﾞﾙ      

41250-54二梃木淳一 (平塚市        )32    30.50 ﾆﾁｮｳｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ  

344850-54池田　正輝 (横浜市        )33    26.24 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾃﾙ      

52045-49小林　浩之 (鎌倉市        )34    45.00 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ     

51645-49夏山　竜一 (鎌倉市        )35    40.00 ﾅﾂﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ     

32545-49越智　良平 (横須賀市      )36    34.00 ｵﾁ ﾘｮｳﾍｲ       

62245-49清水　禎児 (藤沢市        )37    31.00 ｼﾐｽﾞ ﾃｲｼﾞ      

340745-49北　　浩至 (横浜市        )38    31.00 ｷﾀ ｺｳｼﾞ        

40945-49遠藤　直人 (平塚市        )39    28.00 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ      

340940-44白川　健一 (横浜市        )40    38.00 ｼﾗｶﾜ ｹﾝｲﾁ      

150540-44安部　文一 (伊勢原市      )41    33.00 ｱﾍﾞ ﾌﾞﾝｲﾁ      

64540-44池本　瑞樹 (藤沢市        )42    31.00 ｲｹﾓﾄ ﾐｽﾞｷ      

341440-44小林　卓哉 (横浜市        )43    28.50 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ      

82140-44今西　　明 (茅ヶ崎市      )44    27.00 ｲﾏﾆｼ ｱｷﾗ       

345635-39桜花　和也 (横浜市        )45    35.00 ｻｸﾗﾊﾞﾅ ｶｽﾞﾔ    

30935-39我妻　　昂 (横須賀市      )46    28.00 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ      

342735-39正木　　誠 (横浜市        )47    28.00 ﾏｻｷ ﾏｺﾄ        

341530-34大村　理人 (横浜市        )48    35.00 ｵｵﾑﾗ ﾘﾋﾄ       

31830-34荻原　佑介 (横須賀市      )49    32.00 ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ     

150830-34舟山　直柔 (伊勢原市      )50    30.40 ﾌﾅﾔﾏ ﾅｵﾅﾘ      

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

20 バタフライ  50m№ 男子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

82030-34矢野　駿貴 (茅ヶ崎市      )51    28.00 ﾔﾉ ｼｭﾝｷ        

100125-29田中隼太郎 (相模原市      )52    28.94 ﾀﾅｶ ﾀﾔﾀﾛｳ      

341225-29袴田　　舜 (横浜市        )53    28.50 ﾊｶﾏﾀﾞ ｼｭﾝ      

341025-29細川　一哉 (横浜市        )54    27.40 ﾎｿｶﾜ ｶｽﾞﾔ      

40425-29蜂谷　友樹 (平塚市        )55    27.00 ﾊﾁﾔ ﾕｳｷ        

20125-29中川　啓介 (川崎市        )56    27.00 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ     

341918-24大内　陽向 (横浜市        )57    33.00 ｵｵｳﾁ ﾋﾅﾀ       

90118-24山田　大夢 (逗子市        )58    31.00 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾑ       

345918-24清田　尚吾 (横浜市        )59    30.50 ｷﾖﾀ ｼｮｳｺﾞ      

140118-24小林　基晃 (大和市        )60    29.50 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄｱｷ     

40118-24西村　雄太 (平塚市        )61    29.50 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀ       

20218-24小島　駿紀 (川崎市        )62    25.62 ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝｷ      

2022年7月7日



PC番号氏　　　名 年齢区分暦年№

21 背泳ぎ  50m№ 男子 第11回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会

カナ氏名ｴﾝﾄﾘﾀｲﾑ

90580-84度会　幸久 (逗子市        )1  1:15.00 ﾜﾀﾗｲ ﾕｷﾋｻ      

53680-84中野　嘉博 (鎌倉市        )2    48.00 ﾅｶﾉ ﾖｼﾋﾛ       

42375-79斉藤　　哲 (平塚市        )3  1:00.00 ｻｲﾄｳ ﾃﾂ        

53270-74岩脇　淑郎 (鎌倉市        )4  1:00.00 ｲﾜﾜｷ ﾖｼｵ       

351970-74若月　　優 (横浜市        )5    45.00 ﾜｶﾂｷ ﾏｻﾙ       

42170-74窪田　　徹 (平塚市        )6    45.00 ｸﾎﾞﾀ ﾄｵﾙ       

21770-74金井　茂夫 (川崎市        )7    42.50 ｶﾅｲ ｼｹﾞｵ       

343470-74池田　和美 (横浜市        )8    38.90 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾐ      

344565-69亀田　一麿 (横浜市        )9    43.00 ｶﾒﾀﾞ ｶｽﾞﾏﾛ     

345465-69久保田紀之 (横浜市        )10    42.50 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ      

21560-64只野　公一 (川崎市        )11    52.00 ﾀﾀﾞﾉ ｺｳｲﾁ      

41960-64曽我部　耕 (平塚市        )12    42.00 ｿｶﾞﾍﾞ ｺｳ       

31660-64平子　清二 (横須賀市      )13    40.00 ﾋﾗｺ ｾｲｼﾞ       

190255-59大淵　敏夫 (綾瀬市        )14    53.00 ｵｵﾌﾁ ﾄｼｵ       

41655-59貴崎　信俊 (平塚市        )15    45.00 ｷｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾄｼ     

150955-59佐藤　幸也 (伊勢原市      )16    41.00 ｻﾄｳ ｺｳﾔ        

141055-59伊勢田　徹 (大和市        )17    38.00 ｲｾﾀﾞ ﾄｵﾙ       

82855-59矢部　和幸 (茅ヶ崎市      )18    35.50 ﾔﾍﾞ ｶｽﾞﾕｷ      

344455-59星　　篤志 (横浜市        )19    34.05 ﾎｼ ｱﾂｼ         

52350-54山ノ井　聡 (鎌倉市        )20    42.00 ﾔﾏﾉｲ ｻﾄｼ       

120550-54小川顕一郎 (秦野市        )21    41.00 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ    

170150-54山口　　学 (座間市        )22    37.00 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾌﾞ     

63450-54加茂前佳男 (藤沢市        )23    33.50 ｶﾓﾏｴ ﾖｼｵ       

345850-54深沢　嘉彦 (横浜市        )24    33.50 ﾌｶｻﾜ ﾖｼﾋｺ      

41150-54大塚　敬三 (平塚市        )25    32.80 ｵｵﾂｶ ｹｲｿﾞｳ     

140545-49宮崎　勇司 (大和市        )26    40.00 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ     

140645-49石川　大祐 (大和市        )27    39.37 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ     

82245-49坂巻　義徳 (茅ヶ崎市      )28    34.00 ｻｶﾏｷ ﾖｼﾉﾘ      

30745-49古賀　武文 (横須賀市      )29    33.00 ｺｶﾞ ﾀｹﾌﾐ       

52145-49小田　英実 (鎌倉市        )30    32.00 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ       

51540-44佐々木雅広 (鎌倉市        )31  1:00.00 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾛ       

140440-44森内　信公 (大和市        )32    32.60 ﾓﾘｳﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ     

31030-34橋爪　久司 (横須賀市      )33    29.00 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋｻｼ      

341825-29西田　直史 (横浜市        )34    30.30 ﾆｼﾀﾞ ﾅｵﾋﾄ      

341025-29細川　一哉 (横浜市        )35    28.90 ﾎｿｶﾜ ｶｽﾞﾔ      

40218-24石田　　睦 (平塚市        )36    32.00 ｲｼﾀﾞ ﾑﾂﾐ       

60218-24平井　　幹 (藤沢市        )37    30.00 ﾋﾗｲ ﾓﾄｷ        

20518-24藤田　卓己 (川崎市        )38    30.00 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ       

90218-24山畑　洋海 (逗子市        )39    30.00 ﾔﾏﾊﾀ ﾋﾛﾐ       

2022年7月7日
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42240-鎌倉市Ｄ 51

48240-藤沢市Ｂ 62

36240-平塚市Ｊ 43

15240-川崎市Ｃ 24

6240-横浜市Ｆ 15

18240-横須賀市Ｂ 36

69160-239大和市Ｄ 147

47160-239藤沢市Ａ 68

41160-239鎌倉市Ｃ 59

62160-239茅ヶ崎市Ｃ 810

5160-239横浜市Ｅ 111

37160-239平塚市Ｋ 412

20160-239横須賀市Ｄ 313

49-159藤沢市Ｃ 614

4-159横浜市Ｄ 115

63-159逗子市Ａ 916

68-159大和市Ｃ 1417

13-159川崎市Ａ 218

38-159平塚市Ｌ 419

22-159横須賀市Ｆ 320

2022年7月7日


