
- すさきオープンウォータースイミング2021 -

1km 女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2021/10/17
スタート： -

会場: 高知県須崎市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｼｰﾊﾟｰｸ大島
主催: すさきｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ実行委員会

13分06秒61 荻田　朱理704 オギタ　アカリ 香川県

13分07秒32 荒木　紗弥701 アラキ　サヤ 香川県

14分01秒43 藤川　奈々106 フジカワ　ナナ 香川県

14分13秒24 古川　歩香102 フルカワ ホノカ 広島県

14分21秒15 森田　知美901 モリタ トモミ 東京都

14分23秒76 宮武　夢佳702 ミヤタケ　ユメカ 香川県

14分49秒37 吉本　涼風703 ヨシモト　スズカ 高知市

15分59秒58 片岡　早苗902 カタオカ サナエ 東京都

16分10秒99 櫛田　美波104 クシダ　ミナミ 南国市

16分27秒010 古川　瑞歩101 フルカワ ミズホ 広島県

16分50秒311 石原　智由希113 イシハラ　チユキ 愛媛県

17分24秒312 白井　浬105 シライ　カイリ 香川県

18分34秒013 江崎　こまき116 エサキ　コマキ 徳島県

18分35秒714 千秋　月花103 チアキ　ルナ 香川県

18分48秒815 吉田　智江903 ヨシダ トモエ 埼玉県

19分48秒116 宮原　佳寿美107 ミヤハラ カスミ 岡山県

22分25秒617 阿部　夏芽109 アベ　ナツメ 徳島県

22分27秒518 佐々　由美子118 ササ　ユミコ 徳島県

23分25秒919 藤本　理恵子110 フジモト　リエコ 徳島県

25分55秒520 宮本　三貴子114 ミヤモト　ミキコ 兵庫県

35分11秒321 川中　由佳117 カワナカ　ユカ 徳島県

38分05秒022 石津　衣理108 イシヅ　エリ 徳島県

45分37秒423 島　由紀子111 シマ　ユキコ 徳島県

すさきオープンウォータースイミング実行委員会



- すさきオープンウォータースイミング2021 -

1km 男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2021/10/17
スタート： -

会場: 高知県須崎市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｼｰﾊﾟｰｸ大島
主催: すさきｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ実行委員会

12分54秒11 福田　航平705 フクダ　コウヘイ 香川県

12分57秒02 竹内　大和129 タケウチ　ヤマト 香川県

13分09秒73 白井　惺122 シライ　サトル 香川県

13分46秒04 平田　統也127 ヒラタ　トウヤ 香川県

13分55秒75 前田　聡介125 マエダ　ソウスケ 香川県

13分59秒56 西應　和伸716 ニシオウ カズノブ 香川県

14分03秒47 朝倉　心温124 アサクラ　シオン 香川県

14分14秒28 吉本　瞬601 ヨシモト　シュン 高知市

14分26秒89 奈良　泰助126 ナラ　タイスケ 香川県

14分30秒210 武内　教幸715 タケウチ　ノリユキ 香川県

14分44秒111 友永　恵大708 トモナガ　ケイタ 高知市

14分57秒412 藤吉　晃士朗714 フジヨシ コウシロウ 鳥取県

15分58秒413 千秋　仁119 チアキ　ジン 香川県

16分08秒514 渡辺　武彦135 ワタナベ　タケヒコ 愛媛県

16分25秒115 増田　晶人904 マスダ アキト 大阪府

16分56秒216 室　康彦140 ムロ　ヤスヒコ 大阪府

17分06秒217 小西　勘介120 コニシ　カンスケ 香川県

17分07秒718 國定　俊佑706 クニサダ シュンスケ 岡山県

17分35秒219 白井　駿130 シライ　シュン 香川県

18分53秒320 堀川　光裕139 ホリカワ ミツヒロ 徳島県

19分07秒221 村島　昇一137 ムラシマ　ショウイチ 徳島県

19分40秒022 寺本　昌功712 テラモト　マサノリ 徳島県

19分49秒223 前田　智彦138 マエダ　トモヒコ 高岡郡

21分23秒524 赤坂　博寿713 アカサカ　ヒロトシ 島根県

21分30秒225 東　伸治136 アズマ シンジ 岡山県

22分36秒026 今福　英一148 イマフク　エイイチ 大阪府

22分47秒827 渡辺　浩二133 ワタナベ　コウジ 高知市

23分32秒828 神野　泰正709 ジンノ ヤスマサ 愛媛県

23分50秒329 新山　正人906 アラヤマ　マサト 千葉県

24分06秒330 川村　浩143 カワムラ　ヒロシ 香南市

25分12秒931 畑　伸生142 ハタ　ノブオ 南国市

25分21秒632 宮本　直樹134 ミヤモト　ナオキ 兵庫県

25分25秒333 戸田　尚義710 トダ ナオヨシ 静岡県

26分55秒034 小林　弘幸905 コバヤシ　ヒロユキ 千葉県

27分09秒235 大森　昭711 オオモリ　アキラ 岡山県

33分23秒336 上田　俊良146 ウエタ　シュンリョウ 高知市

45分36秒537 島　久善132 シマ　ヒサヨシ 徳島県

50分00秒138 藤井　誠147 フジイ　マコト 徳島県

すさきオープンウォータースイミング実行委員会



- すさきオープンウォータースイミング2021 -

1km オープン
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2021/10/17
スタート： -

会場: 高知県須崎市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｼｰﾊﾟｰｸ大島
主催: すさきｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ実行委員会

27分31秒41 楠瀬　耕作145 クスノセ　コウサク 須崎市

すさきオープンウォータースイミング実行委員会



- すさきオープンウォータースイミング2021 -

3km 女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2021/10/17
スタート： -

会場: 高知県須崎市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｼｰﾊﾟｰｸ大島
主催: すさきｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ実行委員会

40分42秒61 荒木　紗弥701 アラキ　サヤ 香川県

42分27秒02 荻田　朱理704 オギタ　アカリ 香川県

44分43秒53 吉本　涼風703 ヨシモト　スズカ 高知市

45分12秒54 宮武　夢佳702 ミヤタケ　ユメカ 香川県

45分59秒65 植村　多美308 ウエムラ タミ 香川県

57分49秒46 藤井　里名301 フジイ　リナ 岡山県

1時間00分03秒67 徳満　加奈子305 トクミツ　カナコ 高知市

1時間01分17秒48 木村　妙313 キムラ　タエ 徳島県

1時間06分15秒39 小林　佳恵302 コバヤシ　カエ 岡山県

1時間06分37秒210 小野　恵子312 オノ　ケイコ 愛媛県

1時間08分13秒411 小林　明美309 コバヤシ　アケミ 神奈川県

1時間09分53秒512 藤吉　東子306 フジヨシ　トウコ 鳥取県

1時間12分22秒713 永井　志保311 ナガイ　シホ 岡山県

1時間18分57秒514 米澤　広美304 ヨネザワ　ヒロミ 大阪府

1時間19分45秒115 山内　朋子310 ヤマウチ　トモコ 愛媛県

1時間25分44秒616 舛形　敦子307 マスガタ アツコ 香川県

すさきオープンウォータースイミング実行委員会



- すさきオープンウォータースイミング2021 -

3km 男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2021/10/17
スタート： -

会場: 高知県須崎市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｼｰﾊﾟｰｸ大島
主催: すさきｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ実行委員会

39分01秒51 薄井　悠斗314 ウスイ ユウト 香川県

42分27秒02 福田　航平705 フクダ　コウヘイ 香川県

43分15秒33 福吉　雄樹316 フクヨシ　ユウキ 吾川郡

44分35秒04 五十崎　陽二323 イカザキ　ヨウジ 愛媛県

44分38秒95 西應　和伸716 ニシオウ カズノブ 香川県

45分48秒76 武内　教幸715 タケウチ　ノリユキ 香川県

46分43秒67 藤吉　晃士朗714 フジヨシ コウシロウ 鳥取県

48分23秒58 友永　恵大708 トモナガ　ケイタ 高知市

51分37秒19 舛形　勲320 マスガタ イサオ 香川県

56分57秒210 國定　俊佑706 クニサダ シュンスケ 岡山県

57分43秒411 柚山　光大322 ユヤマ　コウダイ 愛媛県

58分27秒912 前田　敏博333 マエダ　トシヒロ 鳥取県

58分29秒613 川村　和也318 カワムラ　カズヤ 香美市

58分42秒414 長谷部　博則334 ハセベ　ヒロノリ 土佐市

59分03秒915 北川　良315 キタガワ　リョウ 南国市

1時間04分15秒016 寺本　昌功712 テラモト　マサノリ 徳島県

1時間05分07秒917 真鍋　克也328 マナベ カツヤ 香川県

1時間06分38秒218 稲田　収332 イナダ　オサム 愛媛県

1時間06分52秒719 宮榮　宏次317 ミヤエ　コウジ 愛媛県

1時間09分49秒520 滝本　毅327 タキモト　タケシ 愛媛県

1時間12分55秒521 赤坂　博寿713 アカサカ　ヒロトシ 島根県

1時間16分46秒322 江口　剛319 エグチ　ツヨシ 高岡郡

1時間19分39秒623 神野　泰正709 ジンノ ヤスマサ 愛媛県

1時間21分32秒224 松村　佳昭330 マツムラ ヨシアキ 東京都

1時間22分17秒325 戸田　尚義710 トダ ナオヨシ 静岡県

1時間31分39秒326 藤本　幸博324 フジモト ユキヒロ 大阪府

1時間31分40秒827 大森　昭711 オオモリ　アキラ 岡山県

1時間37分00秒928 徳広　信也331 トクヒロ シンヤ 高知市

すさきオープンウォータースイミング実行委員会



- すさきオープンウォータースイミング2021 -

5km 女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2021/10/17
スタート： -

会場: 高知県須崎市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｼｰﾊﾟｰｸ大島
主催: すさきｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ実行委員会

1時間09分53秒41 小野　梓紗502 オノ　アズサ 香川県

1時間10分01秒12 池田　彩花504 イケダ　サヤカ 大阪府

1時間12分19秒63 青山　紗也503 アオヤマ　サヤ 大阪府

1時間14分08秒04 川端　優衣505 カワバタ　ユイ 大阪府

1時間15分15秒75 木村　好花506 キムラ　コノカ 大阪府

1時間18分45秒56 森田　知美901 モリタ トモミ 東京都

1時間23分01秒17 中谷　貴菜507 ナカタニ　タカナ 大阪府

1時間30分39秒68 中村　香季509 ナカムラ　カズエ 千葉県

1時間31分33秒49 片岡　早苗902 カタオカ サナエ 東京都

1時間38分22秒510 室井　優子508 ムロイ ユウコ 大阪府

1時間39分19秒911 吉田　智江903 ヨシダ トモエ 埼玉県

1時間44分31秒012 佐竹　順子510 サタケ　ジュンコ 徳島県

すさきオープンウォータースイミング実行委員会



- すさきオープンウォータースイミング2021 -

5km 男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2021/10/17
スタート： -

会場: 高知県須崎市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｼｰﾊﾟｰｸ大島
主催: すさきｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ実行委員会

1時間10分38秒51 森田　昂佑512 モリタ　コウスケ 大阪府

1時間14分09秒52 田中　幹也517 タナカ ミキヤ 大阪府

1時間18分44秒43 伊東　貴司526 イトウ　タカシ 兵庫県

1時間18分52秒84 馴松　佑樹513 ナレマツ　ユウキ 兵庫県

1時間22分59秒25 平林　大征515 ヒラバヤシ　タイセイ 富山県

1時間24分19秒26 森本　祐一516 モリモト ユウイチ 東京都

1時間25分18秒17 日比　進太郎520 ヒビ　シンタロウ 神奈川県

1時間25分41秒08 増田　晶人904 マスダ アキト 大阪府

1時間29分51秒89 川上　教一518 カワカミ　キョウカズ 大阪府

1時間30分24秒010 岩崎　剛士529 イワサキ タケシ 千葉県

1時間31分59秒311 鎌田　哲治519 カマダ テツハル 大阪府

1時間32分06秒512 髙井　俊一521 タカイ　シュンイチ 愛媛県

1時間32分13秒613 及川　貴裕524 オイカワ タカヒロ 岩手県

1時間35分30秒914 高森　強522 タカモリ　ツヨシ 福岡県

1時間38分53秒915 豊田　栄二534 トヨダ エイジ 岐阜県

1時間39分01秒516 田中　剛525 タナカ　ツヨシ 佐賀県

1時間39分18秒417 山本　省三527 ヤマモト　ショウゾウ 大阪府

1時間40分44秒018 原　正臣530 ハラ　マサタミ 愛媛県

1時間41分00秒619 一ノ瀬　雄太523 イチノセ　ユウタ 兵庫県

1時間41分10秒420 秋山　研龍541 アキヤマ ケンリュウ 広島県

1時間43分48秒921 阿久津　広海539 アクツ ヒロミ 群馬県

1時間45分59秒622 中川　一貴528 ナカガワ　カズタカ 愛媛県

1時間46分28秒223 Sharpe　Michael533 シャープ　マイケル 高知市

1時間47分36秒824 可部　雄大514 カベ　ユウダイ 愛媛県

1時間48分15秒725 山口　誠544 ヤマグチ マコト 兵庫県

1時間49分10秒726 内山　好申531 ウチヤマ　ヨシノブ 大阪府

2時間02分44秒727 稲田　和徳537 イナダ カズノリ 東京都

2時間07分24秒328 高橋　秀美540 タカハシ ヒデミ 兵庫県

2時間15分51秒829 新山　正人906 アラヤマ　マサト 千葉県

2時間16分34秒430 白石　純一538 シライシ　ジュンイチ 鹿児島県

2時間21分38秒531 溝川　一郎536 ミゾカワ　イチロウ 香川県

2時間24分11秒332 奥田　周年532 オクダ　チカトシ 茨城県

2時間28分08秒633 小林　弘幸905 コバヤシ　ヒロユキ 千葉県

すさきオープンウォータースイミング実行委員会



- すさきオープンウォータースイミング2021 -

5km 女子 日本選手権トライアル
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2021/10/17
スタート： -

会場: 高知県須崎市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｼｰﾊﾟｰｸ大島
主催: すさきｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ実行委員会

1時間05分01秒41 古賀　千尋806 コガ　チヒロ 兵庫県

1時間08分01秒52 荒谷　桃花802 アラヤ モモカ 群馬県

1時間10分08秒83 山本　衣良818 ヤマモト　ソラ 東京都

1時間11分19秒54 平賀　雛803 ヒラカ　ヒナ 岩手県

1時間15分28秒55 古川　凛歩801 フルカワ　リホ 広島県

1時間19分03秒16 吉岡　まなつ804 ヨシオカ　マナツ 徳島県

すさきオープンウォータースイミング実行委員会



- すさきオープンウォータースイミング2021 -

5km 男子 日本選手権トライアル
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2021/10/17
スタート： -

会場: 高知県須崎市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｼｰﾊﾟｰｸ大島
主催: すさきｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ実行委員会

1時間00分21秒91 時川　叶夢812 トキガワ　カナム 神奈川県

1時間02分56秒12 大畠　雄太朗810 オオハタ　ユウタロウ 岩手県

1時間02分58秒13 松田　悠成811 マツダ　ユウセイ 高知市

1時間03分29秒14 白坂　大輝816 シラサカ　ダイキ 鹿児島県

1時間04分49秒95 櫛田　航大807 クシダ コウタ 南国市

1時間04分51秒66 木下　寿優817 キシタ　カズマ 鹿児島県

1時間05分03秒17 山中　翔太813 ヤマナカ　ショウタ 東京都

1時間07分16秒48 カジイ　タリク809 カジイ　タリク 東京都

1時間09分38秒19 鈴木　孝輔815 スズキ　コウスケ 東京都

1時間09分43秒210 木根　景人814 キネ　アキト 神奈川県

1時間10分03秒211 坂田　拓哉808 サカタ　タクヤ 富山県

1時間11分33秒812 吉本　瞬601 ヨシモト　シュン 高知市

すさきオープンウォータースイミング実行委員会


