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ウェーブ レースNo. 年齢 性別 居住地

201 原田 雄太郎 はらだ ゆうたろう 33 男 埼玉県新座市
202 古山 きよし ふるやま きよし 14 男 西東京市
203 長田 留佳 おさだ るか 10 女 調布市
204 渡辺 仁芳 わたなべ のりよし 40 男 三鷹市
205 酒見 琳 さかみ りん 13 女 東村山市
206 山口 陽平 やまぐち ようへい 36 男 港区
207 菊地 優美 きくち ゆうみ 13 女 群馬県高崎市
208 山本 達也 やまもと たつや 17 男 練馬区
209 重野 剛志 しげの たけし 30 男 国分寺市
210 鮎澤 貴孝 あゆさわ たかのり 30 男 神奈川県横浜市
211 平木 裕司 ひらき ゆうじ 43 男 埼玉県三芳町
212 松下 隆一 まつした りゅういち 46 男 小平市
213 小林 正人 こばやし まさと 17 男 埼玉県狭山市
214 大野 達矢 おおの たつや 16 男 中野区
215 北爪 哲 きたづめ さとし 16 男 新宿区
216 堀 祐 ほり たすく 17 男 杉並区
217 杉本 亮 すぎもと あきら 16 男 国分寺市
218 堂前 佑斗 どうまえ ゆうと 17 男 府中市
219 菅野 亮 かんの りょう 16 男 世田谷区
220 森田 慶史 もりた よしふみ 15 男 立川市
221 鹿子木 颯人 かこぎ はやと 14 男 清瀬市
222 竹村 美由記 たけむら みゆき 19 女 小金井市
223 野村 早貴 のむら さき 16 女 調布市
224 岩藤 健司 いわふじ たけし 36 男 西東京市
225 橋本 到 はしもと いたる 15 男 日野市
226 越智 博美 おち ひろみ 35 女 埼玉県戸田市
227 奥野 章彦 おくの あきひこ 33 男 群馬県藤岡市
228 加藤 知子 かとう ともこ 45 女 目黒区
229 宗実 亮 むねざね りょう 35 男 武蔵野市
230 柴田 清久 しばた きよひさ 39 男 埼玉県川口市

ウェーブ レースNo. 年齢 性別 居住地

231 宮川 大 みやがわ だい 23 男 西東京市
232 西嶋 英樹 にしじま ひでき 50 男 岡山県岡山市
233 本門 将紫 もとかど まさし 39 男 目黒区
234 東 隆寛 あずま たかひろ 42 男 府中市
235 川上 巧 かわかみ たくみ 34 男 新宿区
236 佐野 真 さの ＊＊＊ 32 男 町田市
237 福渡 由美 ふくわたり ゆみ 42 女 渋谷区
238 平沼 晃城 ひらぬま あきしろ 44 男 国分寺市
239 片岡 恭子 かたおか きょうこ 41 女 武蔵野市
240 大家 陸 おおや りく 15 男 練馬区
241 手島 知之 てしま ともゆき 39 男 八王子市
242 土居 誠司 どい せいじ 43 男 江戸川区
243 村田 智則 むらた とものり 37 男 埼玉県さいたま市
244 福島 良彦 ふくしま よしひこ 41 男 府中市
245 大沼 雅史 おおぬま まさし 49 男 宮城県仙台市
246 三浦 広和 みうら ひろかず 35 男 小平市
247 上杉 一朗 うえすぎ いちろう 42 男 世田谷区
248 木佐 昌文 きさ まさふみ 40 男 杉並区
249 大沼 純子 おおぬま じゅんこ 44 女 宮城県仙台市
250 立野 直樹 たての なおき 32 男 小金井市
251 竹本 裕美 たけもと ひろみ 42 女 江戸川区
252 帆刈 大慈 ほかり だいじ 39 男 山口県岩国市
253 安田 尚民 やすだ ひさたみ 40 男 三鷹市
254 和田 知也 わだ ともや 34 男 小金井市
255 藤澤 広明 ふじさわ ひろあき 42 男 神奈川県横浜市
256 山本 格嗣 やまもと ただし 30 男 世田谷区
257 釜池 美智子 かまいけ みちこ 40 女 武蔵野市
258 藤井 千鶴子 ふじい ちづこ 53 女 埼玉県さいたま市
259 原田 有彩 はらだ ありさ 12 女 神奈川県横浜市
260 今里 崇之 いまざと たかゆき 37 男 杉並区

氏名 読み仮名

氏名 読み仮名

第16回小金井アクアスロン大会出場選手リスト（Aタイプ：スイム400m、ラン3km）

第1ウェーブ

招集時間
11:00

レース開始
11:15

第2ウェーブ

招集時間
11:15

レース開始
11:30



ウェーブ レースNo. 年齢 性別 居住地

261 円谷 淳 つぶらや じゅん 40 男 埼玉県さいたま市
262 大野 守勝 おおの もりかつ 42 男 東久留米市
263 木下 晶弘 きのした あきひろ 31 男 埼玉県ふじみ野市
264 小島 正治 こじま まさはる 38 男 神奈川県相模原市
265 山中 伸也 やまなか しんや 39 男 埼玉県所沢市
266 鈴木 弘一 すずき ひろかず 45 男 神奈川県藤沢市
267 池田 勝次 いけだ かつし 47 男 神奈川県川崎市
268 丹沢 茂樹 たんざわ しげき 31 男 西東京市
269 水越 照夫 みずこし てるお 45 男 神奈川県横浜市
270 伊藤 清英 いとう きよひで 51 男 武蔵野市
271 原田 康裕 はらだ やすひろ 46 男 神奈川県横浜市
272 齋藤 豊 さいとう ゆたか 44 男 埼玉県さいたま市
273 斉藤 充宏 さいとう みつひろ 46 男 神奈川県藤沢市
274 罍 孝司 もたい こうじ 47 男 練馬区
275 桐野 智恵 きりの ちえ 46 女 小平市
276 大川 誠司 おおかわ せいじ 43 男 江東区
277 梅本 秀樹 うめもと ひでき 45 男 練馬区
278 鹿ノ子 直樹 かのこ なおき 45 男 埼玉県入間市
279 石田 智裕 いしだ ともひろ 50 男 大田区
280 柳井 昭弘 やない あきひろ 56 男 千葉県 習志野市
281 福島 芳美 ふくしま よしみ 33 女 国分寺市
282 北原 克成 きたはら かつなり 52 男 東大和市
283 宿谷 信夫 しゅくや のぶお 55 男 青梅市
284 河原 正子 かわはら まさこ 50 女 調布市
285 窪田 貴一 くぼた きいち 21 男 日野市
286 沓名 亮典 くつな りょうすけ 37 男 西東京市
287 三井 里美 みつい さとみ 52 女 府中市
288 谷口 智一 たにぐち ともかず 38 男 小金井市
289 亀森 一好 かめもり かずよし 53 男 神奈川県横浜市
290 大橋 華恵 おおはし はなえ 35 女 中野区

ウェーブ レースNo. 年齢 性別 居住地

291 酒井 賢治 さかい けんじ 50 男 世田谷区
292 鈴木 靖子 すずき やすこ 49 女 世田谷区
293 行武 法子 ゆくたけ のりこ 40 女 埼玉県さいたま市
294 舩江 裕美 ふなえ ひろみ 43 女 神奈川県川崎市
295 榎本 徹 えのもと とおる 65 男 練馬区
296 佐藤 昭博 さとう あきひろ 45 男 大田区
297 加藤 正友 かとう まさとも 35 男 神奈川県横浜市
298 前田 兼作 まえだ けんさく 34 男 小金井市
299 吉川 進 よしかわ すすむ 73 男 練馬区
300 弘川 剛 ひろかわ つよし 40 男 青梅市
301 鈴木 和典 すずき かずのり 49 男 東久留米市
302 小柴 常雄 こしば つねお 86 男 小平市
303 大久保 裕広 おおくぼ やすひろ 51 男 小金井市
304 古山 みさ ふるやま みさ 50 女 西東京市
305 清水 豪人 しみず たけと 45 男 神奈川県川崎市
306 後閑 茂弘 ごかん しげひろ 54 男 世田谷区
307 しいの いちろう しいの いちろう 33 男 武蔵村山市
308 原 加代子 はら かよこ 57 女 品川区
309 チョウ バンレ ちょう ばんれ 52 男 小金井市
310 山川 純一 やまかわ じゅんいち 37 男 埼玉県さいたま市
311 田島 房好 たじま ふさよし 50 男 足立区
312 星野 裕史 ほしの ゆうじ 40 男 埼玉県川口市
313 下田 裕幸 しもだ ひろゆき 54 男 小金井市
314 皆越 尚紀 みなこし ひさみつ 73 男 小平市
315 伊東 正人 いとう まさと 37 男 埼玉県さいたま市
316 岡野 弘太郎 おかの こうたろう 20 男 八王子市
317 青木 涼 あおき りょう 13 男 西東京市
318 高津 泉 たかつ いずみ 46 女 埼玉県さいたま市
319 渡辺 和紀 わたなべ かずのり 43 男 東久留米市
320 太田 哲也 おおた てつや 43 男 葛飾区

第4ウェーブ

招集時間
11:45

レース開始
12:00

氏名 読み仮名

第16回小金井アクアスロン大会出場選手リスト（Aタイプ：スイム400m、ラン3km）

氏名 読み仮名

第3ウェーブ

招集時間
11:30

レース開始
11:45



ウェーブ レースNo. 年齢 性別 居住地

101 野村 紫乃 のむら しの 14 女 埼玉県さいたま市
102 下城 航輝 しもじょう こうき 12 男 足立区
103 市川 暖乃香 いちかわ ののか 10 女 西東京市
104 深水 勝 ふかみ まさる 42 男 八丈島八丈町
105 浅利 健太 あさり けんた 12 男 小金井市
106 酒見 ひより さかみ ひより 10 女 東村山市
107 駒井 雄一 こまい ゆういち 27 男 西東京市
108 鷹股 泰誠 たかまた たいせい 11 男 武蔵野市
109 竹田 仁 たけだ じん 40 男 武蔵野市
110 愛川 直輝 あいかわ なおき 14 男 西東京市
111 紅 孝志 べに たかし 53 男 神奈川県茅ケ崎市
112 廣中 紋加 ひろなか あやか 38 女 小金井市
113 男澤 琴美 おとこざわ ことみ 53 女 府中市
114 土橋 太一 どばし たいち 9 男 武蔵野市
115 大木 洋人 おおき ひろと 13 男 東大和市
116 川上 莉果 かわかみ りか 14 女 小金井市
117 石井 恭平 いしい きょうへい 14 男 三鷹市
118 大平 康生 おおひら こうせい 11 男 足立区
119 酒井 宏和 さかい ひろかず 50 男 神奈川県横浜市
120 小河 優太 おがわ ゆうた 13 男 府中市
121 安間 一彦 やすま かずひこ 40 男 小平市
122 河原 正子 かわはら まさこ 50 女 調布市
123 鎌田 智弥 かまた ともや 9 男 武蔵野市
124 守谷 一馬 もりや かずま 12 男 練馬区
125 小河 美和子 おがわ みわこ 40 女 府中市
126 小河 哲 おがわ さとし 42 男 府中市
127 浅川 千紘 あさかわ ちひろ 23 女 武蔵野市
128 宍倉 大智 ししくら だいち 9 男 武蔵野市
129 友野 巧也 ともの たくや 14 男 調布市
130 福田 夕依 ふくだ ゆい 12 女 藤沢市
131 近藤 玲 こんどう れい 13 男 日野市
132 渡邉 健生 わたなべ けんせい 13 男 青梅市
133 能登 弘治 のと こうじ 13 男 小金井市
134 北原 謙人 きたはら けんと 13 男 東大和市
135 志賀 洋行 しが ひろゆき 40 男 八王子市
136 青柳 哲也 あおやぎ てつや 38 男 神奈川県相模原市
137 下島 千明 しもじま ちあき 30 男 神奈川県川崎市
138 小谷 義 おたに ただし 65 男 世田谷区
139 山田 浩司 やまだ ひろし 50 男 杉並区
140 間宮 功 まみや いさお 71 男 小金井市
141 濱野 裕明子 はまの ゆみこ 37 女 神奈川県横浜市
142 金田 みどり かねだ みどり 42 女 調布市
143 安達 美智夫 あだち みちお 62 男 埼玉県坂戸市
144 益井 剛己 ますい ごうき 47 男 杉並区
145 青柳 龍斗 あおやぎ りゅうと 10 男 神奈川県相模原市
146 平田 聡子 ひらた さとこ 47 女 世田谷区
147 大原 征治 おおはら もとはる 38 男 国分寺市
148 中田 聡 なかた さとし 47 男 埼玉県狭山市
149 杉谷 康子 すぎたに やすこ 47 女 武蔵野市
150 金沢 倫子 かなざわ みちこ 43 女 小平市
151 大須賀 唯起子 おおすが ゆきこ 38 女 杉並区

氏名 読み仮名

第16回小金井アクアスロン大会出場選手リスト（Bタイプ：スイム200m、ラン2km）

招集時間
10:30

レース開始
10:45

※
10秒間隔で、
レースNo.順
によるウェー
ブスタート
（エントリー時
に申告してい
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イムのタイム
により順番を
決定していま
す。）



ウェーブ レースNo. 年齢 性別 学年 居住地

1 山本 秀輔 やまもと しゅうすけ 12 男 小6 練馬区
2 三間 仁瑚 みつま にこ 10 男 小4 練馬区
3 片岡 夏希 かたおか なつき 12 女 小6 武蔵野市
4 竹田 呂威 たけだ ろい 11 男 小5 武蔵野市
5 山田 陽平 やまだ ようへい 11 男 小6 国分寺市
6 片岡 実乃里 かたおか みのり 8 女 小3 武蔵野市
7 菊地 愛美 きくち まなみ 11 女 小5 群馬県高崎市
8 原田 莉圭 はらだ りか 8 女 小3 神奈川県横浜市
9 瀧澤 陽 たきざわ はる 10 男 小5 武蔵野市
10 笹岡 亜耶乃 ささおか あやの 12 女 小6 神奈川県相模原市
11 横山 侑哉 よこやま ゆうや 10 男 小5 東久留米市
12 若林 瑶 わかばやし よう 10 男 小5 神奈川県横浜市
13 藤澤 幸大 ふじさわ こうだい 9 男 小4 神奈川県横浜市
14 榎本 一優 えのもと かずま 10 男 小5 埼玉県川越市
15 太田 菜生 おおた なお 11 女 小5 世田谷区
16 鹿ノ子 恭平 かのこ きょうへい 10 男 小5 埼玉県入間市
17 今里 京佳 いまざと きょうか 11 女 小5 杉並区
18 小河 陽太 おがわ ようた 11 男 小6 府中市
19 川口 正之助 かわぐち しょうのすけ 9 男 小3 武蔵野市
20 酒見 天 さかみ てん 8 男 小2 東村山市
21 竹田 新 たけだ あらた 8 男 小3 武蔵野市
22 大木 悠圭 おおき はるか 11 女 小5 世田谷区
23 松田 八継 まつだ はっけい 8 男 小3 小平市
24 今里 咲紀 いまざと さき 9 女 小4 杉並区
25 加藤 政那 かとう せな 9 男 小3 目黒区
26 大野 羽琉 おおの はる 9 男 小4 東久留米市
27 浅野 裕胡 あさの ゆうご 8 男 小2 小平市
28 山田 啓介 やまだ けいすけ 11 男 小6 杉並区
29 若林 潤 わかばやし じゅん 7 男 小2 神奈川県横浜市
30 手島 穂夏 てしま ほのか 7 女 小1 八王子市

第16回小金井アクアスロン大会出場選手リスト（Cタイプ：スイム100m、ラン1km）

招集時間
10:15

レース開始
10:30

※
10秒間隔で、
レースNo.順
によるウェー
ブスタート
（エントリー時
に申告してい
ただいた、ス
イムのタイム
により順番を
決定していま
す。）

氏名 読み仮名



予定時刻 レースNo. 年齢 性別 学年 居住地

深水 勝 ふかみ まさる 42 男
深水 秀真 ふかみ しゅうま 9 男
海東 宏明 かいとう ひろあき 43 男
海東 志歩 かいとう しほ 7 女
鹿ノ子 直樹 かのこ なおき 45 男
鹿ノ子 祐樹 かのこ ゆうき 7 男
堀内 泰二 ほりうち たいじ 46 男
堀内 翔太 ほりうち しょうた 7 男
三枝 俊光 さえぐさ としみつ 41 男
三枝 俊太郎 さえぐさ しゅんたろう 6 男
今里 真由美 いまざと まゆみ 37 女
今里 誠 いまざと まこと 7 男
森下 準 もりした じゅん 42 男
森下 左内 もりした さない 8 男
佐藤 昭博 さとう あきひろ 45 男
佐藤 陽杜 さとう はる 7 男
廣中 敬祐 ひろなか けいすけ 0 男
廣中 智亮 ひろなか ともあき 8 男

予定時刻 レースNo. 年齢 性別 学年 居住地

瀧澤 昇 たきざわ のぼる 50 男
瀧澤 光梨 たきざわ ひかり 11 女
村田 明弘 むらた あきひろ 48 男
村田 陽菜 むらた ひな 11 女
内倉 昌治 うちくら まさはる 45 男
内倉 優人 うちくら ゆうと 9 男
松本 享 まつもと あきら 38 男
松本 優子 まつもと ゆうこ 10 女
豊沢 真紀 とよさわ まき 37 女
豊沢 なぎさ とよさわ なぎさ 9 女
和田 淳司 わだ じゅんじ 45 男
和田 真洸 わだ まひろ 10 男
原田 まき子 はらだ まきこ 45 女
原田 ともひろ はらだ ともひろ 10 男
塩沢 真一 しおざわ しんいち 41 男
塩沢 咲生 しおざわ さつき 10 女
青島 秀武 あおしま ひでむ 44 男
青島 佑将 あおしま ゆうすけ 11 男

年齢 性別 学年 居住地

瀧澤 光梨 たきざわ ひかり 11 女 小6 群馬県太田市
堀内 翔太 ほりうち しょうた 7 男 小1 町田市
内倉 優人 うちくら ゆうと 9 男 小4 小金井市
瀧澤 陽 たきざわ はる 10 男 小5 武蔵野市
笹岡 亜耶乃 ささおか あやの 12 女 小6 神奈川県相模原市
榎本 一優 えのもと かずま 10 男 小5 埼玉県川越市
川口 正之助 かわぐち しょうのすけ 9 男 小3 武蔵野市
松田 八継 まつだ はっけい 8 男 小3 小平市
浅野 裕胡 あさの ゆうご 8 男 小2 小平市
市川 暖乃香 いちかわ ののか 10 女 小5 西東京市
原田 ともひろ はらだ ともひろ 10 男 小4 日野市
土橋 太一 どばし たいち 9 男 小4 武蔵野市
大平 康生 おおひら こうせい 11 男 小6 足立区
大原 ちはる おおはら ちはる 11 小5 国分寺市
大原 いろは おおはら いろは 7 小1 国分寺市

スケジュール

Aタイプ終了後開始
（概ね１３：００）

プール横のトランジ
ションエリア（アクアス
ロン
のトランジションエリア
とは別の場所です）に
バイクを置いてから、
プールサイドに集合。

第16回小金井アクアスロン大会出場選手リスト（親子タイプ～低学年：スイム25m＋50m、ラン1km）

氏名 読み仮名

招集時間
9:45

レース開始
10:00

P01 小3 八丈島八丈町

P02 小2 埼玉県さいたま市

P03 小2 埼玉県入間市

P04 小1 町田市

P05 小1 西東京市

P06 小2 杉並区

P07 小3 三鷹市

P08 小2 大田区

国立市

P13 小4 小金井市

P09 小3 小金井市

第16回小金井アクアスロン大会出場選手リスト（親子タイプ～高学年：スイム50m＋50m、ラン1km）

氏名 読み仮名

P14 小5 練馬区

P15 小4 神奈川県川崎市

P16 小5 東大和市

P17 小4 日野市

第16回小金井アクアスロン大会出場選手リスト(ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ：スイム25m･バイク1km･ラン500m)

氏名 読み仮名

P18 小5 三鷹市

P19 小6 武蔵野市

招集時間
9:45

レース開始
10:15

P11 小6 群馬県太田市

P12 小4


