
種目 レースＮＯ 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 抱負
日本選手権大会予選の部5km 1 種村 舞雪 女 13 奈良県 ニッシンスイミングスクールマコト 最後まであきらめずに泳ぐ!

2 内田 真樹 女 14 兵庫県 5kのレースは初めてですが、毎日の練習の結果を出したいとおもいます。
3 中村 葵 女 14 神奈川県 日本水泳連盟 初のOWSとなりますが、頑張ります。
4 田畑 朱梨 女 15 富山県 富山スイミングクラブ 日本選手権目指して頑張ります!
5 日高 雅子 女 16 石川県 志賀町B&G 初めてのWOSの参加となりますので、よろしくお願いします。
6 前芝 和佳 女 17 和歌山県 和歌山県立和歌山北高等学校 若さを武器に練習の成果を発揮できるように努力します。
7 西置 紗耶 女 18 奈良県 奈良県立添上高等学校 初めての参加となります。今後の進路選択や競技生活の礎となるようにしたいです。よろしくお願いします。
8 長谷川 ほのか 女 18 神奈川県 相模原市水泳協会 日本水泳連盟のサーキットシリーズに挑戦します。;よろしくお願いいたします。
9 吉岡 理沙 女 20 奈良県 ニッシンスイミングスクールマコト 鳥取の海を堪能します!

10 石井 彩葉 女 20 東京都 慶應義塾大学 海では波と人混みに揉まれても、海水を鼻で吸い込み飲み込んでも、太陽が照りつけても雨が降っても、諦めずに最後まで泳ぎ切ります。そして上位を狙っていきたいです。一年間の成果を発揮します。
11 松下 彩花 女 23 神奈川県 国士館楓泳会 この中海OWSに出場するのは初めてなので、楽しみたいです。
12 古賀 千尋 女 25 兵庫県 家島SC 入賞狙います!
13 若浪 和希 女 27 三重県 (特)四日市市体育協会 がんばります!
14 橋尾 友香 女 32 鳥取県 今年も完泳目指して頑張ります♪
15 藤野 沙誉子 女 37 福岡県 頑張ります
16 永井 忍 女 40 大阪府 母ちゃんの、頑張りみといてね!
17 室井 優子 女 42 大阪府 2bFISH 昨年に引き続き参加です。良いタイムが出せ 安全に泳ぎきれるように頑張ります。
18 本山 空 男 13 奈良県 ニッシンスイミングスクールマコト 優勝できるよう、頑張ります!
19 中川 敬心 男 14 奈良県 ニッシンスイミングスクールマコト 優勝とります!!
20 山本 浩輝 男 14 奈良県 ニッシンスイミングスクールマコト 3位以内を目指して頑張ります!
21 藤原 昇大 男 14 奈良県 ニッシンスイミングスクールマコト 日本選手権出れるように頑張る!
22 宮本 竜成 男 15 和歌山県 日本水泳連盟 OWS初挑戦となりますが、頑張ります。
23 大森 拓 男 16 奈良県 ニッシンスイミングスクールマコト 日本選手権に出られるように頑張る
24 種村 颯太 男 16 奈良県 ニッシンスイミングスクールマコト 優勝しまっせ!
25 山田 一貴 男 18 福井県 福井工業大学 頑張ります
26 川原 春海 男 19 東京都 セントラルフィットネスクラブ目黒 何が何でも勝ちます!!
27 笠原 敬太 男 20 神奈川県 慶應義塾大学 昨年よりも良い順位を目指して頑張ります。よろしくお願いします。
28 藤原 慧 男 20 東京都 日本大学 地元で泳げることを楽しみにしています。
29 植村 将毅 男 21 奈良県 ニッシンスイミングスクールマコト 去年は2位だったので、今年は1位になれるように頑張ります!
30 田脇 裕太 男 22 神奈川県 慶應義塾大学 昨年初めて中海OWSに出場しましたが、とても綺麗な海で気持ち良く泳げました。多くの方が応援してくださり、また今年も参加したいと思っています。今年こそは3位に入ります。よろしくお願いします。
31 九町 俊吾 男 33 埼玉県 NORTHWEST 完泳目指して頑張ります
32 高城 太一 男 36 兵庫県 よろしくお願い致します。

一般の部5km 51 三木 ひかる 女 16 島根県 コナミスポーツクラブ松江 初めて出場しますが、完泳できるように頑張ります。
52 松田 美香 女 30 島根県 浜田足立組TC 中海を楽しみたいです
53 河田 綾恵 女 32 奈良県 完泳めざしてがんばります。
54 東 紗矢香 女 33 大阪府 ぱいん’s 日本選手権予選の部に出場される選手の皆さんについていけるように頑張ります!
55 片岡 早苗 女 46 東京都 チームケンズ西東京 海の仲間と会うのが楽しみです。
56 山根 由美 女 47 鳥取県 Jelly fish 今年もやっぱり水着で泳ぎま～す&#9825;
57 野村 光子 女 52 山口県 昨年から本格的にオーフ゜ンウオーターの楽しさを味わってます。;5k完泳を目指したいと思います。
58 大西 希 女 53 東京都 Jokers 色々な海で泳ぐことが好きでオープンウォーターに参加しています。鳥取は初めてなので、とても楽しみです。
59 竹市 凌平 男 20 長崎県 ビートスイミングクラブ OWS歴6年、初めての5km挑戦です。;楽しみたいと思います。
60 吉田 朋紀 男 25 奈良県 (株)花の大和 がんばります。
61 山野 穣 男 32 兵庫県 うみものがたり 今年は昨年のリベンジしたいです。今シーズンも皆様よろしくお願いします。
62 山口 一之 男 35 鳥取県 昨年初参加で3km、今年は5kmに挑戦します。大会関係者の皆様、お世話になります。よろしくお願いします。
63 原田 真季 男 37 兵庫県 とりむね肉 今年はウェット着るので、水温低い事を願います。
64 鈴木 優章 男 37 島根県
65 今川 幸雄 男 40 岡山県 チームウエーブ スイムのフルマラソンの気持ちです。;未知の世界に行ってみたいです。
66 池田 政師 男 40 岡山県 典武館道場 スタッフの皆さま、お世話になります。;今年は初めて5kmの部に参加させていただきます。;遅いかもしれませんが最後まで泳ぎ切りますので、よろしくお願いします。
67 佐々木 康之 男 43 岡山県 チームWave 年々きれいになっている中海を楽しみに泳ぎきります!
68 仙田 隆宏 男 44 鳥取県 Jellyfish 楽しく泳ぐ!
69 江角 敏昭 男 46 島根県 1時間40分以内を目標に完走します。
70 奥山 知生 男 46 岡山県 今年も挑戦ができることが嬉しいです;練習の成果を発揮できるようの頑張ります
71 内山 好申 男 46 大阪府 3回目の参加となります。楽しみにしています!
72 林原 誠 男 47 大阪府 今年は初めての5kmに挑戦します。完泳できるように、練習ガンバります。
73 野口 正弘 男 47 岡山県 玉野防衛事務所 岡山県玉野市から参加です!
74 西應 和伸 男 48 香川県 さくら塾 5km一般の部新設!!ありがとうございます。;今年は5kmに挑戦します。よろしくお願いします。
75 岩崎 剛士 男 49 千葉県 毎年関東のOWSに参戦しておりましたが、初めて山陰の大会にエントリーさせて戴きました。楽しんで泳ぎたいと思います。
76 持井 正吾 男 49 兵庫県 昨年に続き完泳目標
77 高山 英哲 男 50 大阪府 3回目の出場です。今回は5kmに挑戦します!最後まで泳ぎきれるよう頑張ります。
78 阪口 良則 男 50 島根県 チームX 今年も泳ぎます。事務局の皆様、ありがとうございます。
79 本部 伸一 男 51 鳥取県 辰年色黒三人衆 今年は5kmに初挑戦!無事帰って来れますように・・・
80 神頭 英行 男 53 兵庫県 JSS姫路 3回目の参加です。今回貴大会で5kmを泳ぐのは初めてですが、毎かいスタッフのスムーズな運営と温かい応援に助けられ完泳させて戴いております。今年も宜しくお願いします。
81 朝岡 昭 男 55 大阪府 2b FISH 初の5kmエントリー!;目指すは完泳頑張ります。
82 岡本 学 男 57 島根県 昨年初参加して、あまりのクラゲの多さにビビッてしまいましたが、今年も泳ぎたくなってしまいました。遅くて制限時間ギリギリになると思いますが、よろしくお願いします。
83 舩木 稔 男 57 大阪府 以前に中海スイムランの時、何度か参加しました。;楽しみにしています。;よろしくお願いします。
84 吉野 薫 男 57 兵庫県 初参加です。;完泳目指して頑張ります。
85 田邊 博 男 58 愛媛県 初めてエントリーします。;楽しみたいと思います!!
86 大江 進 男 60 兵庫県 昨年初めて3Kmの部に出場させていただきました。;ほのぼのとした大会で良かったので、今年は5Kmにチャレンジしたく思います。
87 安井 常光 男 62 島根県 島根トライアスロンクラブ S47年から54年まで米子市両三柳で働いていました。当時はランナーでこの公園辺りも良く走っていましたがいつのまにかスイマーに変身です。健康に感謝して楽しく泳ぎたいと思います。
88 畑 隆文 男 65 岡山県 グンゼスポーツ 毎年有難うございます。楽しみにしていますよ。去年は寒すぎましたね。;今年はどうかなあ。元気を出して頑張ります!;血液型はA型なのですが、それ以上は不明です。
89 田中 康之 男 65 東京都 インフィニティ 初めての大会です、楽しみにしています。湘南10kmは毎年でていて;完泳しています。
90 四宮 敬司 男 65 兵庫県 完泳を目指してがんばります。
91 山本 敬 男 66 島根県 昨年より一秒でも速いゴールを目指します!
92 南 春植 男 71 福岡県 クロスパルこが 大好きなオープンウォータースイミング大会に参加することで、中海の環境浄化と地域の活性化考える機会にしたいと思います。
93 富永 俊夫 男 73 広島県 両国きんぎょ 湘南OWS10kmに9年連続で出場してます。

一般の部3km 101 大本 翔子 女 31 鳥取県 よろしくお願いします。
102 北川 一乃 女 33 大阪府 今シーズン初戦です。鳥取も初めてなので、楽しみです。
103 力石 緑 女 37 広島県 &#11088;
104 定廣 絵美 女 38 鳥取県 寝津整形外科 今年で2回目の参加です。;楽しく泳ぎたいと思います
105 田中 晶子 女 38 鳥取県 中海を満喫して楽しく泳ぎます!
106 足立 雅子 女 39 鳥取県 身から出たサビ きれいな中海を満喫したいと思っています。よろしくお願いします。



107 加藤 幸江 女 40 兵庫県 AQUA FISHERS 田舎が米子なので、一度中海で泳いでみたいと思い申し込みました。完泳目指して頑張ります!
108 山田 敦子 女 42 兵庫県 アルケア株式会社 もうすぐ始まるリオパラリンピックに向けて、いい練習をさせていただきたいと思っております。そして第二のふるさとでの大会でパワーをいただきながら楽しく泳ぎたいと思います!
109 清水 和子 女 43 鳥取県 身から出たサビ 昨年より速く泳ぐぞー!
110 橘 知恵 女 43 兵庫県 初めて参加します。;よろしくお願いします!
111 小巌 香織 女 44 鳥取県 初めてのオープンウォーターなので、正直こわい!;無理せずマイペースで頑張ります&#10071;
112 米澤 広美 女 44 大阪府 今年最初の大会なのでベストをつくして元気に泳ぎたいです。
113 廣江 すみれ 女 44 鳥取県 今年も完泳目指してクラゲと戦います。
114 岸本 三恵 女 44 島根県 Big-S 毎年、中海オープンウォーターを楽しみにしています。;昨年の5キロは流されてとても苦戦しましたが、とても良い経験になりました。;今年は3キロを楽しみたいと思います♪
115 圓山 理絵 女 45 鳥取県 今年も頑張って3kmを泳ぎ切りたいと思いますので、宜しくお願いします。
116 川上 寿子 女 46 岡山県 大和魂 泳ぎ切ったあとのいただきが楽しみです!くらげに刺されませんように…
117 大西 直美 女 46 鳥取県 ミズノランボルギーニ 中海に現れた人魚姫になりまーす!
118 石田 明子 女 46 鳥取県 第一回から毎年出場しています。今年も楽しく泳ぎます。
119 金本 美有紀 女 46 広島県 Jellyfish 頑張ります!
120 稲村 範子 女 48 岡山県 児島AC 皆生トライアスロンに初出場するので、挑戦します。;海が苦手なのですが、頑張りたいと思います。
121 田邊 妙子 女 51 鳥取県 チーム☆ビバ☆ラン 水泳を始めてオープンウォーターの大会に出れるのが嬉しいです
122 恵良 奈緒美 女 51 山口県 TRIYAMA 日吉津が地元。2回目の参加です。今年は皆生トライアスロンにも出場するのでしっかりと泳ぎます。年をとってもいろんなことに挑戦したいです。
123 三好 妙 女 55 岡山県 JSS津山 中海が昔のように綺麗になることを祈りながら泳ぎたいです
124 原 明子 女 56 島根県 楽しく、そしてがんばって泳ぎ切りたいと思います。泳いだ後の「ののこめし(いただき)」最高においしいです。
125 前田 邦子 女 56 鳥取県 Jerryfish 昨年よりどれだけきれいになってるか確認しつつ;完永するぞ～
126 有木 智子 女 58 岡山県 jss津山 この大会に初めて出場します。;とても楽しみです。
127 柴垣 純子 女 59 兵庫県 50台最後楽しみます。
128 田中 博子 女 61 島根県 SS安来 ゆっくり、のんびり、楽しんで、今年も泳ぎます。
129 宮本 嵩之 男 24 鳥取県 初めての水泳大会なので完泳出来るよう頑張ります。
130 井上 裕馬 男 27 山口県 頑張ります
131 難波 修一郎 男 27 鳥取県 2回目の出場。去年よりいい泳ぎ、いいタイムでゴールしたいです。
132 福本 健斗 男 27 鳥取県 西部消防署・ジェリーフィッシュ 50分切りたい!!そして、先輩に勝ーつ!
133 西 雅弘 男 28 鳥取県 完泳するぞ～
134 遠藤 歩 男 28 鳥取県 初挑戦、がんばります!
135 近井 聖崇 男 28 広島県 楽しみにしています。
136 木村 宗 男 29 鳥取県 遠くからいつも見てくれている君と近くでいつも笑顔をくれる君に、たまにはカッコいいところを見せてみようと思います。
137 足立 智喜 男 30 鳥取県 スサノオ この大会を通じて、中海水質浄化の取り組みの活性と水質改善のアピールへ繋がればいいと思います。;潜って遊べる中海になってほしいです。
138 藤原 祐太 男 31 鳥取県 美保基地 皆生トライアスロン、湯梨浜トライアスロン等、練習の一貫として参加します! 企画運営への感謝の気持ちをもって泳ぎ切ります!
139 長瀬 雅史 男 32 島根県 初参加頑張ります
140 久保 雅之 男 33 岡山県 するめくらぶ 楽しみにしています
141 吉田 康憲 男 33 鳥取県 石川道場 大会に向けてこつこつ練習してきました。完泳目指してがんばります!
142 高山 郁生 男 34 広島県 オープンウォーター初参加です。
143 田川 賢 男 34 島根県 るーるるるる
144 下村 教光 男 35 鳥取県 今年で3回目の出場です。自己ベスト目指します。
145 米倉 申 男 35 島根県 頑張りたい!
146 加藤 大輔 男 36 島根県 eBase 地元の中海で今年はお父さんと完泳目指してがんばります^ - ^
147 陶山 隆史 男 36 鳥取県 2回目の出場です。がんばります。
148 比留田 曜 男 37 鳥取県 初めての参加です。;不安はありますが、楽しみたいと思います。
149 金澤 純 男 38 鳥取県 皆生トライアスロンクラブ 年々綺麗になっている中海で泳ぐのが楽しみです!;今年もよろしくお願いします。
150 和田 俊介 男 38 鳥取県 およぐこぐはしる 今年こそ魚を発見したいものです。地元での素晴らしい大会に毎年感謝しています。
151 高橋 悠 男 39 鳥取県 米子信用金庫 ここに生れ、泳げることに感謝。
152 山中 良典 男 39 鳥取県 森田ジャパンダ 今年も大会を開催頂きましてありがとうございます。;最後まで楽しく泳ぎます。
153 佐藤 真一 男 39 愛媛県 足がつりませんように
154 田中 秀規 男 39 鳥取県 辰年色黒三人衆 第1回大会から参加させていただいていますが、水質浄化が進み年々、良い大会になっていると感じます。;今年も楽しみながら頑張りたいと思います!
155 湯越 一郎 男 40 鳥取県 目標TIMESをクリア出来るよう頑張ります&#8252;
156 恵美 平 男 40 鳥取県 完泳目指して頑張ります。
157 松本 晃彦 男 40 鳥取県 KTC 大会運営にご尽力いただいています関係者の皆様に感謝申し上げます。;頑張ります!
158 崎坂 裕史 男 41 大阪府 OWS2年目の今年は、自己ベスト更新を目指します。
159 古谷 浩平 男 41 鳥取県 練習していきます。
160 澤田 健太 男 41 鳥取県 I LOVE NAKAUMI
161 木村 将一郎 男 42 島根県 2回目のエントリーです。前回より楽しく泳げるよう頑張ります。
162 西垣 拓也 男 42 大阪府 記録更新目指して頑張ります!
163 為本 大輔 男 43 岡山県 倉敷シールズ 待ってろ!日本海(笑)
164 松本 英樹 男 43 鳥取県 境港スイミング 中海がもっともっとキレイになりますように!
165 佐桑 秀樹 男 43 島根県 武田医院トライアスロンクラブ 完泳します。実力を出し切りたいです。
166 前田 真教 男 43 鳥取県 石川道場 初めて参加します。;スタッフの皆さま、こういった場所を準備していただいて誠にありがとうございます。
167 入江 洋司 男 43 鳥取県 武田医院・げげげ 昨年はまさかのクラゲにやられました。クラゲに負けないよう完泳します。
168 池口 卓 男 43 鳥取県 全力でがんばります
169 大西 則男 男 43 鳥取県 JP水木ロード 楽しく泳ぎます
170 東條 環樹 男 43 広島県 ずのクラブ 昨年初出場、楽しく完泳しました。今年はもっと楽しんでいきます!
171 百田 淳之介 男 43 広島県 今年もよろしくお願いします。
172 白石 博昭 男 44 鳥取県 しらいし設計室 皆生トライアスロンに向けてのトレーニングのつもりで参加させて頂きます。子供の頃から遊んでいた湊山公園のすぐそばで泳げて幸せです!!
173 秋月 徹 男 44 鳥取県 山陰スバル 今年も最後まで諦めず楽しんで完泳します。
174 浦山 勲 男 45 香川県 楽しみます!
175 渡邊 悟 男 45 島根県 大会主催者及びボランティアの皆様、今年も参加させていただきありがとうございます。
176 鍋山 崇人 男 45 大阪府 晴天でありますように&#10071;&#65039;
177 東 伸治 男 45 岡山県 楽しんで完泳したいと思います
178 有田 憲司 男 46 鳥取県 スポnetなんぶ 3回目になります。;楽しく完泳できるよう、がんばります。
179 村上 昭夫 男 46 鳥取県 今年最初のOWS頑張ります!!
180 小谷 治 男 46 広島県 slow&easy 今回で5回目の参加。今年も中海の魅力を存分に味わいながら、楽しんで完泳します。
181 田島 大介 男 46 鳥取県 ㈱タシマボーリング きれいな中海の為に心を込めて泳ぎます!
182 袖本 健一 男 46 島根県 初めての挑戦なので、とにかくゴールにたどり着きたいです。
183 山崎 大輔 男 46 鳥取県 初めてのエントリーになります。中海ではおもにボートフィッシングをしていますが、最近トレーニングを始めましたのでぜひ出場してみたいです。
184 本常 良孝 男 46 鳥取県 なし トライアスロン出場を目指しています;大会の雰囲気に慣れる為、出場したいと思います;無理をせず安全に楽しみたいと思います
185 坂口 登明 男 46 島根県 去年は集団泳だったけど、今年は3㎞泳ぎきるぞ～&#128516;
186 大村 匡由 男 46 鳥取県 昨年赤いフンドシで泳いでいる強者がいらっしゃいました。今年もあいたいです。
187 鍋山 智和 男 47 大阪府 コメントなし。
188 岡崎 伸介 男 47 鳥取県 久々の参加ですが、1時間を目標に頑張ります。
189 平松 慎一朗 男 47 岡山県 がんばります
190 高田 広幸 男 47 鳥取県 皆生トライアスロンクラブ 完泳して頑張ります。



191 岩崎 誠司 男 48 鳥取県 山陰合同銀行 子供のころから中海は身近な存在、大人になってからまさか中海を泳ぐとわ。
192 影井 利成 男 48 鳥取県 鳥取県トライアスロン協会 初めて参加します。;よろしくお願いします。
193 竹林 秀雄 男 48 広島県 HTG 昨年よりも綺麗になっていることを期待しています。
194 佐々木 恭二 男 48 鳥取県 皆生トライアスロン クラブ 皆生大会の練習になれば
195 後藤 裕志 男 48 島根県 ゴービーズ 今年で4回目の出場です。昨年に引き続き頑張ります!!
196 小原 工 男 49 鳥取県 チームエフォーツ 第1回から毎年参加させていただいています。大好きな中海を泳げることを楽しみにトレーニングに励み、当日は支えていただくスタッフの皆様に感謝しながら楽しく泳ぎます。よろしくお願いします。
197 川本 勝美 男 49 島根県 完泳したい!
198 家高 謙児 男 50 鳥取県 石川道場 なかうみが綺麗になってる事を願って申込します。
199 服部 良一 男 50 岡山県 IVYリーグ 冷たいですががんばります。
200 山口 謙司 男 50 鳥取県 KTC 完泳目指して頑張ります。
201 実重 誠吾 男 50 鳥取県 チーム 身から出たサビ 今回で4回目の出場です。;中海の水質向上に関わっていらっしゃる方々、大会を運営してくださる方々に感謝し、がんばって完泳したいと思います。
202 岡本 学 男 51 岡山県 いただき大好物でーす!
203 藤原 泰基 男 51 広島県 初めての参加です。;高校時代のボート部でチンして以来、久しぶりに中海で泳ぎます。;宜しくお願いします。
204 林 栄和 男 51 鳥取県 辰年色黒三人衆 入賞目指して頑張ります!
205 古鉄 直樹 男 52 兵庫県 頑張ります
206 山名 正道 男 52 鳥取県 石川道場 無理をしないで、しっかりと中海を楽しみます。
207 橋本 琢己 男 52 広島県 初めてのowsですが完泳が目標です。鳥取を満喫したいです。
208 新木 辰実 男 52 鳥取県 完泳めざしてガンバります。
209 藤江 美男 男 52 島根県 昨年のタイムをこえるんだー
210 岡崎 敏夫 男 53 鳥取県 ミズノランボルギーニ 中海をもっときれいにしよう!
211 浦上 文宏 男 54 大阪府 ねごろ睡眠クラブ 初参加です。よろしくお願いします。
212 石川 幸弘 男 54 鳥取県 石川道場 思う存分中海のスイムを楽しみます。
213 木原 義雅 男 55 鳥取県 中海がもっと美しくなる日がくるまで泳ぎ続けたい。
214 福本 利朗 男 55 鳥取県 大山ハム 今年は練習不足なので漂います
215 倉繁 良文 男 56 鳥取県 石川道場 大会開催者の皆様、本当にお世話になります。毎年この大会を楽しみにしています。
216 松本 一生 男 56 鳥取県 皆生トライアスロンクラブ 中海のほとりに住んでいて、10回以上泳ぎましたが、少しずつでもきれいになってきているような気がします。
217 小畑 槇一 男 56 島根県 Big-s松江 2年ぶりの参加です。自己新をねらいます。
218 木村 靖 男 57 鳥取県 中海も徐々にきれいになりつつありますが、もっときれいになることを期待しています。
219 西村 修一 男 58 大阪府 大阪府スイミンクラブ 初参加マイペースで頑張ります。
220 木村 弘之 男 58 鳥取県 がんばるぞ
221 佐野 純一 男 58 鳥取県 多方面の努力に感謝しつつ、きれいになってゆく中海をじっくり味わいたいと思います。
222 左野 修 男 59 奈良県 来年皆生トライアスロンに再度挑戦する為、その準備としてこの大会に参加します。
223 鶴見 聰 男 59 東京都 目標3K、50分です。;今年はやれそうです。
224 用松 修 男 59 兵庫県 ウッデイRC 5年連続の出場ですが、毎回群れから離されて方向を見失い、無駄に泳いでしまいます。今年こそは迷子にならずにしっかり付いていけるよう頑張ります。
225 横田 一雄 男 60 広島県 去年.おと年の皆生トライアスロンで50歳代の首位になった人にコーチしていただき練習してきました。;まずは、無事完泳を目指します。
226 根来 浩三 男 60 大阪府 大阪府睡眠クラブ 四万十川、家島に続き3つ目のOWSです。;日本海の海のさちも楽しみです。
227 手塚 修 男 60 兵庫県 中海OWSには初めて参加します。;中海の自然を体感したいです。
228 昌子 一郎 男 61 島根県 毎年参加する事を楽しみにしています。今年は去年のタイムを1秒でも縮めたいと思います。
229 山本 訓久 男 62 鳥取県 昨年はケガのため出場出来なかったリベンジで頑張ります。
230 中島 晃亮 男 62 鳥取県 美保基地トライアスロンクラブ 中海を綺麗な海に、次世代のために
231 角田 昭典 男 63 鳥取県 石川道場 連続参加です。楽しみにしております。
232 小林 健市 男 63 鳥取県 自分のペースでゆったり泳ぎきりたい。
233 加藤 誠 男 63 島根県 楽山亭 Mrプールマン、自然の中で自分に挑戦!!!
234 前田 祥文 男 63 鳥取県 石川道場 3回目の参加となります。今回は、いつもよりも余裕をもって中海のOWSを楽しめたら、と思います。
235 石川 芳秀 男 64 広島県 完走目指して、ゆっくり泳ぎます。
236 星野 徳夫 男 65 島根県 島根トライアスロンクラブ クラゲの数を数えながら完泳する。
237 貞森 隆男 男 66 山口県 レース後の、宿の温泉と料理を楽しみに頑張ります。
238 山本 徳男 男 73 岡山県 JSS津山 頑張ります
239 岡本 征 男 73 兵庫県 コナミスポーツクラブ 年々水がきれいになるのが楽しみで参加しています。


