
(13) 男子 3km個人戦クラス別順位

【 中学生の部 】

   1 位 102 谷内 海公 ﾀﾆｳﾁ 千葉県 西武台千葉中学校 40分56秒15 

総合1  501 松本 勝己 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂｷ 千葉県 大和田中学校 33分00秒81 

【 高校生の部 】

   1 位 502 大富 雄斗 ｵｵﾄﾐ ﾕｳﾄ 千葉県 市川学園 36分21秒39 

   2 位 503 清水 裕太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 千葉県 市川学園 36分22秒73 

   3 位 506 長岐 幸尚 ﾅｶﾞｷ ﾕｷﾋｻ 千葉県 市川学園 37分05秒20 

   4 位 505 秋元 太郎 ｱｷﾓﾄ ﾀﾛｳ 千葉県 市川学園 37分36秒16 

   5 位 504 伊藤 大翔 ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 千葉県 市川学園 45分00秒37 

総合2  507 細井 雄太 ﾎｿｲ ﾕｳﾀ 千葉県 市川学園 33分28秒19 

【 24歳以下 】

   1 位 508 野口 雪樹 ﾉｸﾞﾁ ｷﾖﾑ 神奈川県 オーシャンナビ 34分56秒71 

   2 位 509 金村 康平 ｶﾅﾑﾗ ｺｳﾍｲ 千葉県 手賀沼レーシング 50分13秒15 

【 25～34歳 】

   1 位 511 川村 宝 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶ 東京都 38分58秒17 

   2 位 512 宮崎 文平 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ 千葉県 39分40秒67 

   3 位 513 横田 智之 ﾖｺﾀ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 49分45秒17 

   4 位 514 磯田 真也 ｲｿﾀﾞ ｼﾝﾔ 千葉県 MIGHTY 52分43秒09 

   5 位 510 矢野 雅之 ﾔﾉ ﾏｻﾕｷ 千葉県 54分26秒96 

【 35～44歳 】

   1 位 522 倉本 鎮 ｸﾗﾓﾄ ﾏﾓﾙ 埼玉県 レッドホエールズ 35分49秒13 

   2 位 523 中村 修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ 千葉県 花見川SC 36分32秒07 

   3 位 525 渋谷 満弘 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾂﾋﾛ 埼玉県 バブルリング 37分12秒91 

   4 位 530 関口 俊雄 ｾｷｸﾞﾁ ﾄｼｵ 埼玉県 レッドホエールズ 37分32秒27 

   5 位 518 小宮 朋之 ｺﾐﾔ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 38分59秒51 

   6 位 527 齋藤 岳朗 ｻｲﾄｳ ﾀｹｱｷ 東京都 ATA十条 41分44秒39 

   7 位 516 杉田 真紀 ｽｷﾞﾀ ﾏｻｷ 埼玉県 あざらし 42分56秒00 

   8 位 517 鈴木 英明 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 コナミ船堀 43分07秒14 

   9 位 520 真田 英明 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 43分49秒29 

  10 位 526 志摩 和範 ｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 46分01秒40 

  11 位 529 小久保 貴章 ｺｸﾎﾞ ﾀｶｱｷ 千葉県 46分30秒45 

  12 位 515 田村 徹也 ﾀﾑﾗ ﾃﾂﾔ 千葉県 46分53秒25 

  13 位 519 加賀沢 宗隆 ｶｶﾞｻﾜ ﾑﾈﾀｶ 東京都 54分38秒77 

  14 位 521 寺田 剛 ﾃﾗﾀﾞ ﾂﾖｼ 東京都 コナミ船堀 55分19秒20 

  15 位 531 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 コバヤン 56分00秒59 

 DNS  524 尾関 高志 ｵｾﾞｷ ﾀｶｼ 東京都 ３流オーシャン 棄権 

 DNS  528 今西 寛和 ｲﾏﾆｼ ﾋﾛｶｽﾞ 千葉県 棄権 

【 45～54歳 】

   1 位 574 漆山 明 ｳﾙｼﾔﾏ ｱｷﾗ 埼玉県 レッドホエールズ 34分53秒44 



(13) 男子 3km個人戦クラス別順位

【 45～54歳 】

   2 位 534 森澤 之善 ﾓﾘｻﾜ ﾕｷﾖｼ 東京都 マーメイド 37分22秒12 

   3 位 561 竹内 勝己 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾙ 埼玉県 M・トライ 37分23秒02 

   4 位 579 高尾 克則 ﾀｶｵ ｶﾂﾉﾘ 東京都 葉水会 37分33秒59 

   5 位 552 岸和田 剛 ｷｼﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ 東京都 葉水会 40分24秒03 

   6 位 570 川浪 真詞 ｶﾜﾅﾐ ﾏｻﾉﾘ 東京都 41分21秒98 

   7 位 568 岩崎 剛士 ｲﾜｻｷ ﾀｹｼ 千葉県 41分45秒98 

   8 位 541 Slobodan PavkovSlobodan Pavkov 富山県 41分50秒30 

   9 位 559 川嶋 清威 ｶﾜｼﾏ ｷﾖﾀｹ 千葉県 TOSS 42分01秒03 

  10 位 544 佐藤 忠高 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾀｶ 東京都 42分31秒54 

  11 位 587 小林 進治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 三井不動産水泳部 43分08秒93 

  12 位 572 音成 謙一郎 ｵﾄﾅﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都 葉水会 43分48秒10 

  13 位 580 鎌田 俊一 ｶﾏﾀ ｼｭﾝｲﾁ 岩手県 44分20秒20 

  14 位 584 荻野 晶之 ｵｷﾞﾉ ﾏｻﾕｷ 東京都 TIオーシャンズ 44分27秒79 

  15 位 576 今若 恒幸 ｲﾏﾜｶ ﾂﾈﾕｷ 千葉県 NSAC 44分30秒12 

  16 位 567 福山 悟 ﾌｸﾔﾏ ｻﾄﾙ 埼玉県 44分44秒77 

  17 位 540 高橋 義典 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 ポプラ美容室 45分01秒93 

  18 位 537 植田 昌也 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾔ 千葉県 45分20秒55 

  19 位 532 牧野 直也 ﾏｷﾉ ﾅｵﾔ 埼玉県 45分22秒35 

  20 位 557 池本 修司 ｲｹﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 東京都 konami船堀 45分37秒22 

  21 位 539 谷古宇 毅 ﾔｺｳ ﾀｹｼ 東京都 46分05秒18 

  22 位 566 関口 隆之 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 千葉県 チームハナスイ 46分57秒76 

  23 位 546 西 耕一郎 ﾆｼ ｺｳｲﾁﾛｳ 千葉県 47分07秒54 

  24 位 549 金村 博司 ｶﾅﾑﾗ ﾋﾛｼ 千葉県 柏洋スイマーズ南 47分10秒09 

  25 位 581 大沼 雅史 ｵｵﾇﾏ ﾏｻｼ 宮城県 チームまちゃ 47分32秒79 

  26 位 555 木村 明王 ｷﾑﾗ ｱｷｵ 東京都 コナミ船堀 47分41秒19 

  27 位 545 鳥野見 泰嗣 ﾄﾘﾉﾐ ﾀｲｼﾞ 東京都 小金井市トラ連合 47分43秒66 

  28 位 562 土屋 孝文 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾌﾐ 東京都 47分57秒34 

  29 位 550 堀越 由忠 ﾎﾘｺｼ ﾖｼﾀﾀﾞ 埼玉県 彩湖ラファール 48分08秒32 

  30 位 585 荒井 宏巳 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 東京都 アクラブ八王子 48分19秒31 

  31 位 554 澤幡 実成 ｻﾜﾊﾀ ﾐﾅﾘ 埼玉県 ケンズクラブ 48分36秒51 

  32 位 551 濱田 訓平 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘﾋﾗ 東京都 NEC/朝陽水泳 49分25秒33 

  33 位 542 甲斐 俊二 ｶｲ ｼｭﾝｼﾞ 東京都 51分11秒31 

  34 位 586 大岸 幹 ｵｵｷﾞｼ ﾊｼﾞﾒ 東京都 ちーむあじふらい 52分27秒51 

  35 位 588 鈴木 謙太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 東京都 52分58秒78 

  36 位 543 林 宏昭 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 東京都 M T 53分32秒96 

  37 位 548 中村 東憲 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾉﾘ 東京都 54分05秒28 

  38 位 560 松村 佳昭 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼｱｷ 東京都 SWT 54分58秒77 

  39 位 563 新山 正人 ｱﾗﾔﾏ ﾏｻﾄ 千葉県 56分09秒57 

  40 位 571 小林 譲治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳｼﾞ 千葉県 NSAC 56分18秒01 

  41 位 556 八代 健正 ﾔｼﾛ ﾀｹﾏｻ 千葉県 56分26秒44 

  42 位 538 秋葉 岳克 ｱｷﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 千葉県 56分29秒15 



(13) 男子 3km個人戦クラス別順位

【 45～54歳 】

  43 位 577 平田 真規則 ﾋﾗﾀ ﾏｷﾉﾘ 東京都 t-otter 58分54秒91 

  44 位 589 宮川 雅文 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ 埼玉県 TIオーシャンズ 58分56秒25 

  45 位 583 岡本 信之 ｵｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 埼玉県 サイコラファール 58分57秒82 

  46 位 565 杉田 弘幸 ｽｷﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 チームおっＴ 1時間04分45秒71 

  47 位 573 大谷 リョウジ ｵｵﾀﾆ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 1時間05分44秒31 

  48 位 558 岡松 智嗣 ｵｶﾏﾂ ｻﾄｼ 福島県 郡山南インター 1時間11分06秒67 

総合3  533 小島 幸太 ｺｼﾞﾏ ｺｳﾀ 東京都 バタアシ人魚 34分28秒10 

 DNS  535 小野 博之 ｵﾉ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 棄権 

 DNS  536 高橋 耕次 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 千葉県 棄権 

 DNS  547 阿二 真樹 ｱﾆ ﾏｻｷ 埼玉県 Saico 棄権 

 DNS  553 大須賀 敏光 ｵｵｽｶﾞ ﾄｼﾐﾂ 千葉県 棄権 

 DNS  564 中村 哲 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 東京都 棄権 

 DNS  569 新井 智志 ｱﾗｲ ｻﾄｼ 東京都 棄権 

 DNS  575 椙村 千里 ｽｷﾞﾑﾗ ﾁｻﾄ 神奈川県 棄権 

 DNS  578 三浦 雅之 ﾐｳﾗ ﾏｻﾕｷ 東京都 棄権 

 DNS  582 井形 繁雄 ｲｶﾞﾀ ｼｹﾞｵ 神奈川県 棄権 

【 55～64歳 】

   1 位 597 薗部 康二 ｿﾉﾍﾞ ﾔｽｼﾞ 東京都 ブリジストン品川 40分58秒98 

   2 位 593 宮 康弘 ﾐﾔ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 レッドホエールズ 41分42秒93 

   3 位 601 三浦 晃英 ﾐｳﾗ ｱｷﾋﾃﾞ 埼玉県 44分35秒23 

   4 位 598 辛島 邦宏 ｶﾗｼﾏ ｸﾆﾋﾛ 千葉県 46分03秒49 

   5 位 602 曽根 敏樹 ｿﾈ ﾄｼｷ 東京都 コナミ船堀 46分12秒81 

   6 位 591 岩瀬 清 ｲﾜｾ ｷﾖｼ 千葉県 46分55秒39 

   7 位 594 高橋 真琴 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 東京都 47分17秒53 

   8 位 599 本阿弥 健明 ﾎﾝｱﾐ ﾀｹｱｷ 東京都 47分59秒45 

   9 位 600 湯山 幸寛 ﾕﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 東京都 49分26秒02 

  10 位 596 中村 泰彦 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋｺ 東京都 アクラブ 49分43秒67 

  11 位 603 加藤 邦夫 ｶﾄｳ ｸﾆｵ 千葉県 柏洋スイマーズ 50分10秒99 

  12 位 590 塚田 哲治 ﾂｶﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 茨城県 51分30秒23 

  13 位 592 石川 浩一 ｲｼｶﾜ ｺｳｲﾁ 千葉県 いしやん 1時間07分38秒60 

 DNS  595 佐藤 真治 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 彩湖ラファール 棄権 

【 65～74歳 】

   1 位 615 篠原 治巳 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾙﾐ 千葉県 42分24秒18 

   2 位 604 喜柳 俊幸 ｷﾔﾅｷﾞ ﾄｼﾕｷ 東京都 三井不動産水泳部 42分33秒67 

   3 位 614 岩佐 善規 ｲﾜｻ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 42分57秒52 

   4 位 613 中村 高志 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 埼玉県 レッドホエールズ 45分09秒64 

   5 位 612 中川 治 ﾅｶｶﾞﾜ ｵｻﾑ 神奈川県 46分11秒67 

   6 位 606 阿久津 広海 ｱｸﾂ ﾋﾛﾐ 群馬県 高崎水泳協会 47分19秒79 

   7 位 616 栗原 猛 ｸﾘﾊﾗ ﾀｹｼ 千葉県 白浜楽泳クラブ 48分06秒34 



(13) 男子 3km個人戦クラス別順位

【 65～74歳 】

   8 位 607 福岡 喜正 ﾌｸｵｶ ﾖｼﾏｻ 東京都 48分32秒08 

   9 位 605 石井 勝 ｲｼｲ ﾏｻﾙ 東京都 48分33秒04 

  10 位 610 澁谷 実 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾉﾙ 神奈川県 49分50秒38 

  11 位 611 岡田 恒治 ｵｶﾀﾞ ﾂﾈﾊﾙ 千葉県 56分03秒07 

  12 位 608 齊藤 重義 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾖｼ 埼玉県 1時間05分18秒97 

 DNS  609 幸形 正 ｺｳｶﾀ ﾀﾀﾞｼ 東京都 棄権 

【 75～79歳 】

   1 位 618 高下 利和 ﾀｶｼﾀ ﾄｼｶｽﾞ 埼玉県 ｐ・せんげん台 44分52秒82 

   2 位 617 松丸 芳一 ﾏﾂﾏﾙ ﾖｼｶｽﾞ 千葉県 我楽路(わらじ) 50分20秒91 

【 80歳以上 】

   1 位 620 佐藤 孝尚 ｻﾄｳ ﾀｶﾅｵ 東京都 立川水協 49分04秒59 

   2 位 619 柴原 和可 ｼﾊﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 1時間07分23秒20 



(14) 女子 3km個人戦（一般の部）クラス別順位

【 中学生の部 】

   1 位 302 荒井 菜々子 アライ ナナコ 千葉県 西武台千葉中学校 41分55秒51 

【 高校生の部 】

   1 位 652 金坂 真奈 ｶﾈｻｶ ﾏﾅ 栃木県 TOSS 37分28秒91 

   2 位 651 尾花 愛歌 ｵﾊﾞﾅ ﾏﾅｶ 栃木県 TOSS 42分28秒48 

【 25～34歳 】

   1 位 654 高瀬 奈緒美 ﾀｶｾ ﾅｵﾐ 埼玉県 バブルリング 36分56秒81 

   2 位 656 鷲塚 美紀 ﾜｼﾂﾞｶ ﾐｷ 東京都 NAA 39分01秒65 

総合1  653 松下 彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ 神奈川県 田園SS 29分44秒84 

 DNS  655 間藤 里絵 ﾏﾄｳ ｻﾄｴ 千葉県 棄権 

【 35～44歳 】

   1 位 659 大岸 恵 ｵｵｷﾞｼ ﾒｸﾞﾐ 東京都 ちーむあじふらい 37分34秒61 

   2 位 666 萩原 友子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｺ 東京都 コナミ船堀 40分43秒49 

   3 位 662 江木 直子 ｴｷﾞ ﾅｵｺ 千葉県 41分27秒99 

   4 位 665 新出 亜希子 ﾆｲﾃﾞ ｱｷｺ 埼玉県 アザラシ 42分54秒24 

   5 位 658 磯田 きえ ｲｿﾀﾞ ｷｴ 千葉県 MIGHTY 45分42秒53 

   6 位 660 越智 博美 ｵﾁ ﾋﾛﾐ 東京都 コナミ武蔵浦和 47分04秒92 

   7 位 664 岩永 直子 ｲﾜﾅｶﾞ ﾅｵｺ 千葉県 バブルリング 49分46秒40 

   8 位 663 森 久美子 ﾓﾘ ｸﾐｺ 埼玉県 51分55秒05 

総合2  657 森田 知美 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 東京都 34分29秒69 

総合3  661 松下 友美 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾐ 東京都 35分51秒47 

【 45～54歳 】

   1 位 672 堀 裕子 ﾎﾘ ﾕｳｺ 千葉県 くじらぐみ 37分30秒53 

   2 位 679 長門 広華 ﾅｶﾞﾄ ﾋﾛｶ 千葉県 41分02秒14 

   3 位 668 山口 若菜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 埼玉県 レッドホエールズ 41分06秒58 

   4 位 669 逸見 孝子 ﾍﾝﾐ ﾀｶｺ 東京都 三井不動産水泳部 44分37秒68 

   5 位 685 松木 まゆみ ﾏﾂｷ ﾏﾕﾐ 東京都 アクラブ 46分28秒39 

   6 位 667 小林 順子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁｺ 千葉県 46分59秒56 

   7 位 683 小澤 雅子 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｺ 東京都 コナミ船堀 47分58秒51 

   8 位 676 幸田 夕紀 ｺｳﾀﾞ ﾕｷ 埼玉県 ケンズクラブ 49分07秒28 

   9 位 681 陣内 理恵 ｼﾞﾝﾅｲ ﾘｴ 千葉県 ビッグエス千城台 49分52秒43 

  10 位 684 山本 美千代 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾁﾖ 北海道 53分52秒80 

  11 位 682 竹下 京子 ﾀｹｼﾀ ｷｮｳｺ 北海道 55分11秒12 

  12 位 678 鎌形 和美 ｶﾏｶﾞﾀ ｶｽﾞﾐ 千葉県 チームちよばん 55分49秒34 

  13 位 677 浅野 順子 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 56分58秒68 

  14 位 675 大沼 純子 ｵｵﾇﾏ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 チームまちゃ 57分25秒82 

  15 位 680 田口 留美子 ﾀｸﾞﾁ ﾙﾐｺ 千葉県 稲毛インター 59分21秒32 

  16 位 673 飯島 規江 ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾘｴ 東京都 1時間02分25秒26 



(14) 女子 3km個人戦（一般の部）クラス別順位

【 45～54歳 】

  17 位 674 尾花 和子 ｵﾊﾞﾅ ｶｽﾞｺ 栃木県 TOSS 1時間04分12秒11 

  18 位 670 東海林 亜矢子 ﾄｳｶｲﾘﾝ ｱﾔｺ 東京都 1時間04分25秒81 

 DNS  671 佐々木 直子 ｻｻｷ ﾅｵｺ 千葉県 棄権 

【 55～64歳 】

   1 位 689 吉田 智江 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｴ 埼玉県 TIオーシャンズ 45分59秒49 

   2 位 686 吉田 君江 ﾖｼﾀﾞ ｷﾐｴ 東京都 グリーン 47分06秒35 

   3 位 688 清澤 京子 ｷﾖｻﾜ ｷｮｳｺ 埼玉県 バブルリング 47分42秒40 

   4 位 690 霜重 繁子 ｼﾓｼﾞｭｳ ｼｹﾞｺ 神奈川県 47分53秒07 

   5 位 692 臼倉 晶子 ｳｽｸﾗ ｱｷｺ 埼玉県 バブルリング 50分22秒04 

   6 位 691 冨岡 貴子 ﾄﾐｵｶ ﾀｶｺ 埼玉県 Rafale 51分37秒17 

   7 位 694 石川 淑江 ｲｼｶﾜ ﾖｼｴ 東京都 53分26秒76 

   8 位 687 増子 保子 ﾏｽｺ ﾔｽｺ 千葉県 うさちゃん 59分04秒32 

   9 位 693 小野田 緑 ｵﾉﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 千葉県 1時間05分20秒06 

【 65～74歳 】

   1 位 697 齋藤 佳子 ｻｲﾄｳ ﾖｼｺ 東京都 47分36秒55 

   2 位 695 須崎 典子 ｽｻﾞｷ ﾉﾘｺ 東京都 53分32秒05 

   3 位 696 星野 ひとね ﾎｼﾉ ﾋﾄﾈ 東京都 TRIMING 1時間02分10秒54 



(15) 男子 1km個人戦クラス別順位

【 小学生の部／A（1～2年） 】

 DNS  701 岩永 幸大 ｲﾜﾅｶﾞ ｺｳﾀ 東京都 チームコタ&パパ 棄権 

【 中学生の部 】

   1 位 702 中條 樹 ﾅｶｼﾞｮｳ ｲﾂｷ 茨城県 SJNK水泳部 13分27秒04 

【 24歳以下 】

   1 位 703 野口 雪樹 ﾉｸﾞﾁ ｷﾖﾑ 神奈川県 オーシャンナビ 14分04秒12 

   2 位 706 小熊 悠揮 ｵｸﾞﾏ ﾕｳｷ 千葉県 SOMPO水泳部 14分46秒46 

 DNS  704 倉堀 智一 ｸﾗﾎﾘ ﾄﾓｶｽﾞ 東京都 棄権 

 DNS  705 菅 太志郎 ｶﾝ ﾀｲｼﾛｳ 大阪府 SOMPO水泳部 棄権 

【 25～34歳 】

   1 位 707 細川 貴広 ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 SOMPO水泳部 15分15秒18 

   2 位 708 鰭岡 大樹 ﾋﾚｵｶ ﾀﾞｲｷ 東京都 三井不動産水泳部 17分37秒15 

 OPN  788 濱野 淳 ﾊﾏﾉ ｼﾞｭﾝ SWANS 大阪府 14分11秒84 

【 35～44歳 】

   1 位 718 美之口 順平 ﾐﾉｸﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 ピーウォッシュ 12分54秒33 

   2 位 720 本名 伸治 ﾎﾝﾅ ｼﾝｼﾞ 千葉県 14分23秒71 

   3 位 717 服部 正慎 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾉﾘ 千葉県 ダンロップ公津 14分39秒97 

   4 位 723 岸本 智史 ｷｼﾓﾄ ｻﾄｼ 東京都 14分54秒26 

   5 位 727 Kuroiwa Taichiro ｸﾛｲﾜ ﾀｲﾁﾛｳ 埼玉県 升吉 14分56秒14 

   6 位 716 堀 勇人 ﾎﾘ ﾊﾔﾄ 千葉県 SOMPO水泳部 14分56秒74 

   7 位 729 西村 太郎 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾛｳ 千葉県 花見川SC 14分57秒46 

   8 位 728 熊倉 成 ｸﾏｸﾗ ｾｲ 埼玉県 レッドホエールズ 15分02秒74 

   9 位 711 岩田 裕之 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ 東京都 三井不動産水泳部 15分08秒87 

  10 位 709 中村 直樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 千葉県 は～とふる 15分44秒61 

  11 位 732 中嶋 大介 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 三井不動産水泳部 15分58秒52 

  12 位 710 錦織 新悟 ﾆｼｷｵﾘ ｼﾝｺﾞ 千葉県 NASおゆみ野 16分04秒39 

  13 位 730 近藤 信 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 東京都 チームKON'S 17分47秒84 

  14 位 731 高島 徹 ﾀｶｼﾏ ﾄｵﾙ 埼玉県 18分28秒95 

  15 位 726 鈴木 隆彦 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋｺ 東京都 19分23秒93 

  16 位 712 堀口 真裕 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 袖ヶ浦SF 19分29秒04 

  17 位 713 羽澄 恭一 ﾊｽﾞﾐ ｷｮｳｲﾁ 宮城県 三井不動産水泳部 20分56秒37 

  18 位 721 鈴木 健郎 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 千葉県 はなすい 22分17秒99 

  19 位 714 篠木 一拓 ｼﾉｷﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 23分21秒66 

  20 位 724 岩永 修平 ｲﾜﾅｶﾞ ｼｭｳﾍｲ 東京都 チームまお&なお 26分52秒79 

総合1  719 三浦 研 ﾐｳﾗ ｹﾝ 埼玉県 11分14秒38 

総合2  715 生井 一公 ﾅﾏｲ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 ムラサキスポーツ 11分42秒43 

総合3  722 荒木 大輔 ｱﾗｷ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 NASおゆみ野 12分45秒43 

 DNS  725 尾関 高志 ｵｾﾞｷ ﾀｶｼ 東京都 ３流オーシャン 棄権 



(15) 男子 1km個人戦クラス別順位

【 45～54歳 】

   1 位 734 高田 高輔 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｽｹ 東京都 チームドルフィン 13分33秒92 

   2 位 737 岩崎 信治 ｲﾜｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 三井不動産水泳部 14分31秒14 

   3 位 754 飯塚 良久 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋｻ 神奈川県 アクラブ 14分35秒55 

   4 位 748 栄井 貴之 ｻｶｲ ﾀｶﾕｷ 東京都 SOMPO水泳部 15分01秒58 

   5 位 752 鎌田 俊一 ｶﾏﾀ ｼｭﾝｲﾁ 岩手県 15分20秒33 

   6 位 743 山野辺 将幸 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 千葉県 15分37秒34 

   7 位 751 齋藤 靖 ｻｲﾄｳ ﾔｽｼ 東京都 葉水会 15分41秒06 

   8 位 740 八木 博敬 ﾔｷﾞ ﾋﾛﾀｶ 東京都 TEAMNAMI 17分35秒94 

   9 位 733 保戸田 藤郎 ﾎﾄﾀﾞ ﾌｼﾞｵ 東京都 チームナミ 18分26秒20 

  10 位 736 小林 正敏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄｼ 栃木県 TOSS 18分27秒40 

  11 位 735 関本 純也 ｾｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 東京都 NST 19分25秒68 

  12 位 745 田中 裕之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 千葉スーパーマン 20分46秒47 

  13 位 739 坂口 友宏 ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 チームナミ 20分55秒14 

  14 位 738 廣戸 訓 ﾋﾛﾄﾞ ｻﾄﾙ 千葉県 21分08秒33 

  15 位 746 早水 元一 ﾊﾔﾐｽﾞ ｹﾞﾝｲﾁ 千葉県 早水 21分46秒57 

  16 位 742 松浦 久義 ﾏﾂｳﾗ ﾋｻﾖｼ 東京都 チームナミ 21分52秒95 

  17 位 741 寺岡 泰博 ﾃﾗｵｶ ﾔｽﾋﾛ 東京都 22分47秒28 

  18 位 744 渡辺 正和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 千葉スーパーマン 22分49秒20 

  19 位 750 田中 一哉 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾔ 東京都 23分24秒56 

  20 位 747 仲 達之 ﾅｶ ﾀﾂﾕｷ 東京都 23分32秒61 

 DNS  749 津久田 司 ﾂｸﾀﾞ ﾂｶｻ 千葉県 棄権 

 DNS  753 西田 敏彦 ﾆｼﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 東京都 ＴＩオーシャンズ 棄権 

【 55～64歳 】

   1 位 767 ﾊﾞﾝﾌｰﾗ ｶｰﾁｽ ﾊﾞﾝﾌｰﾗ ｶｰﾁｽ 千葉県 ムラサキスポーツ 14分00秒22 

   2 位 764 山本 広史 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 千葉県 わーらーるー 14分27秒11 

   3 位 776 大久保 裕二 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞ 東京都 SOMPO水泳部 14分49秒52 

   4 位 769 青柳 努 ｱｵﾔｷﾞ ﾂﾄﾑ 東京都 葉水会 15分41秒96 

   5 位 756 澤 雅弘 ｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 東京都 SOMPO水泳部 18分36秒66 

   6 位 770 寺嶋 康浩 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 粋泳会 19分26秒99 

   7 位 777 箕輪田 隆 ﾐﾉﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 東京都 J&S水泳部 20分12秒18 

   8 位 765 島崎 豊 ｼﾏｻﾞｷ ﾕﾀｶ 東京都 Shima 20分14秒22 

   9 位 766 佐藤 義高 ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ 東京都 20分15秒83 

  10 位 759 忍澤 成視 ｵｼｻﾞﾜ ﾅﾙﾐ 千葉県 mimi市原 20分50秒89 

  11 位 762 堀越 義雄 ﾎﾘｺｼ ﾖｼｵ 神奈川県 三井不動産水泳部 20分58秒35 

  12 位 763 男全 正憲 ｵﾏﾀ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 J&S水泳部 21分03秒11 

  13 位 757 千種 潤也 ﾁｸﾞｻ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川県 21分05秒07 

  14 位 773 矢向 誠 ﾔｺｳ ﾏｺﾄ 東京都 朝陽水泳会 21分11秒00 

  15 位 758 浅井 速人 ｱｻｲ ﾊﾔﾄ 東京都 21分40秒19 

  16 位 768 渡邉 喜夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｵ 栃木県 21分42秒47 

  17 位 761 進 崇幸 ｽｽﾑ ﾀｶﾕｷ 東京都 チームゴーズ 21分49秒47 



(15) 男子 1km個人戦クラス別順位

【 55～64歳 】

  18 位 771 喜古 隆康 ｷｺ ﾀｶﾔｽ 千葉県 自分にガンバレ 22分21秒44 

  19 位 774 江崎 裕之 ｴｻｷ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 TIオーシャンズ 22分23秒50 

  20 位 772 福田 良 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ 埼玉県 M・トライ 22分45秒69 

  21 位 760 余語 健司 ﾖｺﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 22分53秒51 

  22 位 775 松本 祐一 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 東京都 E3 Fit 22分56秒81 

  23 位 778 丸 誠一郎 ﾏﾙ ｾｲｲﾁﾛｳ 東京都 オーシャンナビ 23分27秒32 

  24 位 755 小杉 誠一 ｺｽｷﾞ ｾｲｲﾁ 東京都 朝陽水泳会 23分29秒43 

【 65～74歳 】

   1 位 786 境井 弘昌 ｻｶｲ ﾋﾛﾏｻ 東京都 葉水会 15分22秒60 

   2 位 785 山本 武 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 東京都 レッドホエールズ 20分07秒80 

   3 位 782 高瀬 博道 ﾀｶｾ ﾋﾛﾐﾁ 東京都 葉水会 20分45秒11 

   4 位 783 屋敷 良介 ﾔｼｷ ﾘｮｳｽｹ 埼玉県 レッドホエールズ 20分49秒35 

   5 位 784 廣町 利一 ﾋﾛﾏﾁ ﾄｼｶｽﾞ 群馬県 21分01秒89 

   6 位 781 河村 清伸 ｶﾜﾑﾗ ｷﾖﾉﾌﾞ 東京都 葉水会 21分06秒42 

   7 位 779 横田 清 ﾖｺﾀ ｷﾖｼ 千葉県 22分16秒20 

   8 位 780 豊留 満 ﾄﾖﾄﾒ ﾐﾂﾙ 千葉県 バブルリング 22分29秒47 

【 80歳以上 】

   1 位 787 増田 利夫 ﾏｽﾀﾞ ﾄｼｵ 千葉県 海自OB 21分44秒51 



(16) 女子 1km個人戦クラス別順位

【 小学生の部／B（3～4年） 】

   1 位 801 岩永 真緒 ｲﾜﾅｶﾞ ﾏｵ 東京都 チームまお&なお 26分50秒97 

【 小学生の部／C（5～6年） 】

   1 位 802 花俣 和葉 ﾊﾅﾏﾀ ｶｽﾞﾊ 千葉県 まなかず 14分37秒35 

【 中学生の部 】

   1 位 805 高橋 優乃 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾉ 千葉県 13分36秒58 

   2 位 803 新谷 寧々 ｼﾝﾀﾆ ﾈﾈ 千葉県 13分46秒24 

総合1  804 花俣 愛葉 ﾊﾅﾏﾀ ﾏﾅﾊ 千葉県 まなかず 13分08秒64 

【 高校生の部 】

総合2  807 青木 真菜 ｱｵｷ ﾏﾅ 千葉県 13分25秒94 

総合3  806 近藤 小夏 ｺﾝﾄﾞｳ ｺﾅﾂ 新潟県 13分28秒45 

【 24歳以下 】

   1 位 808 秋山 聖奈 ｱｷﾔﾏ ｾﾅ 千葉県 15分02秒17 

   2 位 809 塚田 美咲 ﾂｶﾀﾞ ﾐｻｷ 茨城県 21分35秒44 

【 25～34歳 】

   1 位 812 梅戸 昭枝 ｳﾒﾄ ｱｷｴ 千葉県 ムラサキスポーツ 14分20秒74 

   2 位 811 本村 理美 ﾓﾄﾑﾗ ｻﾄﾐ 千葉県 15分42秒54 

 DNS  810 稲井 美香 ｲﾅｲ ﾐｶ 兵庫県 SOMPO水泳部 棄権 

【 35～44歳 】

   1 位 813 小林 恭子 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｺ 東京都 SOMPO水泳部 20分10秒78 

   2 位 820 松浦 陽子 ﾏﾂｳﾗ ﾖｳｺ 東京都 PAN'z 20分47秒80 

   3 位 817 中山 早苗 ﾅｶﾔﾏ ｻﾅｴ 埼玉県 チームKON,S 21分34秒27 

   4 位 815 髙橋 里美 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ 千葉県 ごん太3 22分14秒37 

   5 位 816 磯部 由貴 ｲｿﾍﾞ ﾕｷ 千葉県 館山泳泳王っ! 22分55秒23 

   6 位 819 岩永 直子 ｲﾜﾅｶﾞ ﾅｵｺ 千葉県 バブルリング 26分53秒61 

 DNF  814 佐藤 淑恵 ｻﾄｳ ﾄｼｴ 千葉県 柏洋スイマーズ 途中棄権 

 DNS  818 中野 敦子 ﾅｶﾉ ｱﾂｺ 千葉県 棄権 

【 45～54歳 】

   1 位 823 奥村 陽子 ｵｸﾑﾗ ﾖｳｺ 栃木県 TOSS 13分47秒54 

   2 位 821 中村 純子 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 花見川SC 14分38秒73 

   3 位 831 福田 真由美 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾕﾐ 東京都 東京高田馬場組 15分01秒06 

   4 位 839 加藤 美奈子 ｶﾄｳ ﾐﾅｺ 埼玉県 ケンズクラブ 15分16秒33 

   5 位 825 佐野 彩知子 ｻﾉ ｻﾁｺ 東京都 チームナミ 15分19秒76 

   6 位 827 秋山 美奈子 ｱｷﾔﾏ ﾐﾅｺ 東京都 17分42秒22 

   7 位 841 毛利 直美 ﾓｳﾘ ﾅｵﾐ 東京都 17分43秒91 



(16) 女子 1km個人戦クラス別順位

【 45～54歳 】

   8 位 826 新井 孝子 ｱﾗｲ ﾀｶｺ 千葉県 17分45秒43 

   9 位 842 田中 美幸 ﾀﾅｶ ﾐﾕｷ 埼玉県 ケンズクラブ 18分18秒83 

  10 位 824 中條 史穂 ﾅｶｼﾞｮｳ ｼﾎ 茨城県 SJNK水泳部 18分22秒90 

  11 位 822 駒形 昭子 ｺﾏｶﾞﾀ ｱｷｺ 東京都 朝陽水泳会 20分09秒65 

  12 位 832 若林 恵子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 千葉県 21分00秒73 

  13 位 835 林 ゆりえ ﾊﾔｼ ﾕﾘｴ 東京都 有明BST 21分14秒39 

  14 位 828 立原 真由美 ﾀﾁﾊﾗ ﾏﾕﾐ 東京都 コナミ船堀 21分36秒81 

  15 位 830 鎌形 和美 ｶﾏｶﾞﾀ ｶｽﾞﾐ 千葉県 チームちよばん 22分13秒25 

  16 位 840 山本 由里子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｺ 千葉県 わーらーるー 22分20秒24 

  17 位 838 福田 美和 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾜ 東京都 東京高田馬場組 22分26秒29 

  18 位 834 齋藤 美奈子 ｻｲﾄｳ ﾐﾅｺ 東京都 葉水会 22分51秒72 

  19 位 833 高津 泉 ﾀｶﾂ ｲｽﾞﾐ 埼玉県 23分19秒42 

 DNS  829 松本 葉子 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ 東京都 わーらーるー 棄権 

 DNS  836 坂上 悦子 ｻｶｳｴ ｴﾂｺ 新潟県 棄権 

 DNS  837 西村 水穂 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾎ 千葉県 棄権 

 DNS  843 有薗 桂子 ｱﾘｿﾞﾉ ｹｲｺ 東京都 チームナミ 棄権 

【 55～64歳 】

   1 位 845 吉田 智江 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｴ 埼玉県 TIオーシャンズ 15分43秒10 

   2 位 847 真渋 涼子 ﾏｼﾌﾞ ﾘｮｳｺ 東京都 18分20秒82 

   3 位 846 三浦 康子 ﾐｳﾗ ﾔｽｺ 東京都 J&S水泳部 21分38秒66 

   4 位 844 田村 奈保美 ﾀﾑﾗ ﾅｵﾐ 東京都 21分51秒13 

【 65～74歳 】

   1 位 848 加藤 眞知子 ｶﾄｳ ﾏﾁｺ 千葉県 オフィス・ジョイ 23分34秒33 

   2 位 849 鶴岡 充代 ﾂﾙｵｶ ﾐﾁﾖ 埼玉県 23分36秒31 



(18) 4×1kmリレークラス別順位

【 119歳以下 】

   1 位 一橋水友会・若 宮島 大知 間明田 敬太 八鍬 昂輝 市川 巧真

923 33分52秒88 09:17.01 08:59.07 08:14.21

00:07:22.59 00:16:39.60 00:25:38.67 00:33:52.88

   2 位 一橋水友会・中堅 赤塚 宗志朗 松村 みどり 堀江 康太 中村 優

924 45分46秒68 13:49.58 09:49.02 12:22.90

00:09:45.18 00:23:34.76 00:33:23.78 00:45:46.68

   3 位 ピーウォッシュB 齋藤 稔季 松宮 匡哉 和賀 早穂 岩井 枝美子

925 47分39秒13 11:35.54 11:37.76 13:26.01

00:10:59.82 00:22:35.36 00:34:13.12 00:47:39.13

総合1 人三化七 戸田 涼彗 怡土 晃也 小島 由太 阿部 龍将

921 33分30秒37 09:31.87 08:23.41 07:48.78

00:07:46.31 00:17:18.18 00:25:41.59 00:33:30.37

総合2 チーム初めまして 平林 大樹 有賀 駿 藤川 健太朗 戸田 大貴

922 33分41秒12 09:15.72 08:58.39 08:03.94

00:07:23.07 00:16:38.79 00:25:37.18 00:33:41.12

【 120～159歳 】

   1 位 なまはげ泉舘軍団 佐々木 祐彰 佐藤 翔太 三浦 巧真 泉舘 涼介

926 38分18秒25 10:31.57 09:56.47 09:30.59

00:08:19.62 00:18:51.19 00:28:47.66 00:38:18.25

   2 位 明中OB 馬立 賢治 宮井 隆多 本田 智明 中島 潤

928 39分13秒57 10:58.14 10:46.51 09:28.88

00:08:00.04 00:18:58.18 00:29:44.69 00:39:13.57

   3 位 CFSTガールズ 矢内 絵梨香 穂積 彩織 永瀬 秀子 長尾 美佐

930 39分32秒98 09:47.67 10:23.13 09:40.86

00:09:41.32 00:19:28.99 00:29:52.12 00:39:32.98

   4 位 ピーウォッシュA 内田 明宏 西川 将吾 中垣 静夏 大口 純司

927 39分47秒94 09:36.19 11:57.65 09:49.93

00:08:24.17 00:18:00.36 00:29:58.01 00:39:47.94

   5 位 KFST4 榊 裕貴 三上 亜由美 吉田 健司 鈴木 英明

929 42分12秒30 11:39.43 12:25.43 10:25.58

00:07:41.86 00:19:21.29 00:31:46.72 00:42:12.30

   6 位 KFST1 松下 貴裕 萩原 友子 立原 真由美 川村 宝

932 42分20秒60 10:34.60 14:08.36 09:24.73

00:08:12.91 00:18:47.51 00:32:55.87 00:42:20.60

   7 位 Mマーメイド 本村 理美 中村 直樹 荒木 大輔 錦織 新悟

931 45分21秒34 07:47.53 13:21.12 11:10.98

00:13:01.71 00:20:49.24 00:34:10.36 00:45:21.34

OPN チームタテヤマ 浜野 淳 本間 祐貴 出口 蒼馬 黒木 崇子

953 39分41秒50 09:23.86 10:50.33 10:16.67

00:09:10.64 00:18:34.50 00:29:24.83 00:39:41.50



(18) 4×1kmリレークラス別順位

【 160～199歳 】

   1 位 バタアシ人魚 中村 修 大森 一輝 小島 幸太 森澤 之善

939 35分53秒15 09:45.58 09:16.92 08:47.92

00:08:02.73 00:17:48.31 00:27:05.23 00:35:53.15

   2 位 ムラサキスポーツ 梶本 勇 殿谷 豪太 金子 弘志 生井 一公

936 36分04秒79 09:08.24 09:47.87 08:26.09

00:08:42.59 00:17:50.83 00:27:38.70 00:36:04.79

   3 位 レッドホエールズ A 漆山 明 山口 若菜 関口 俊雄 倉本 鎮

942 37分38秒66 10:30.07 09:22.29 09:11.98

00:08:34.32 00:19:04.39 00:28:26.68 00:37:38.66

   4 位 Wave Run 上田 誠 佐伯 祐美 大岸 恵 Slobodan Pavkov

933 40分22秒77 10:56.84 09:20.59 10:34.72

00:09:30.62 00:20:27.46 00:29:48.05 00:40:22.77

   5 位 三井不動産水泳部 小林 進治 岩崎 信治 岩田 裕之 鰭岡 大樹

945 42分51秒28 10:07.96 10:54.81 11:46.63

00:10:01.88 00:20:09.84 00:31:04.65 00:42:51.28

   6 位 チームドルフィン 葛谷 憲雄 桑原 義空 高田 直義 小泉 智幸

938 42分57秒35 09:57.06 12:08.29 11:23.46

00:09:28.54 00:19:25.60 00:31:33.89 00:42:57.35

   7 位 KFST6 金澤 武 石井 勝 小林 弘子 吉橋 久美子

944 44分14秒70 12:05.09 10:53.50 12:50.97

00:08:25.14 00:20:30.23 00:31:23.73 00:44:14.70

   8 位 KFST7 池田 稜介 寺田 剛 久住 知世 曽根 敏樹

940 44分30秒24 11:21.45 12:11.00 11:48.16

00:09:09.63 00:20:31.08 00:32:42.08 00:44:30.24

   9 位 チーム堀井 峯野 誠司 若島 健二 東 芙美 堀井 正明

943 45分42秒73 10:09.14 13:11.49 13:01.74

00:09:20.36 00:19:29.50 00:32:40.99 00:45:42.73

  10 位 KFST3 会田 恭一 鎌形 麻里 木村 明王 松下 友美

937 45分55秒70 15:34.01 11:24.98 09:46.59

00:09:10.12 00:24:44.13 00:36:09.11 00:45:55.70

  11 位 TEAMNAMI 鈴木 隆彦 坂口 友宏 保戸田 藤郎 八木 博敬

941 47分24秒95 13:06.99 11:16.15 12:09.70

00:10:52.11 00:23:59.10 00:35:15.25 00:47:24.95

総合3 チームしもいえ 穂積 雅之 下家 成人 永瀬 知之 鶴谷 学

934 33分45秒31 08:58.02 08:10.52 08:27.49

00:08:09.28 00:17:07.30 00:25:17.82 00:33:45.31

DNS KFST5 松下 貴裕 江島 敏弘 吉橋 久美子 寺田 剛

935 棄権 

【 200～239歳 】

   1 位 朝陽水泳会 鈴木 仁志 藤井 和典 本間 謙 林 衛

949 38分34秒82 10:13.53 09:39.90 09:22.39

00:09:19.00 00:19:32.53 00:29:12.43 00:38:34.82



(18) 4×1kmリレークラス別順位

【 200～239歳 】

   2 位 一橋水友会・壮 花岡 勇佑 山下 智之 岡野 浩寿 常盤 潤一郎

946 43分35秒38 11:09.17 10:03.44 12:08.32

00:10:14.45 00:21:23.62 00:31:27.06 00:43:35.38

   3 位 KFST2 江島 敏弘 小澤 雅子 本阿弥 健明 池本 修司

947 45分29秒59 12:18.42 11:44.68 11:13.18

00:10:13.31 00:22:31.73 00:34:16.41 00:45:29.59

   4 位 レッドホエールズ B 宮 康弘 牧野 直也 岡村 平和 中村 高志

948 45分32秒53 10:48.66 12:22.74 11:54.67

00:10:26.46 00:21:15.12 00:33:37.86 00:45:32.53

   5 位 ポセイドンズ2018 原 雅彦 松葉 芙美代 高瀬 規男 原 智彦

950 49分29秒12 13:11.72 12:14.33 12:51.92

00:11:11.15 00:24:22.87 00:36:37.20 00:49:29.12

   6 位 アクラブ 荒井 宏巳 霜重 繁子 松木 まゆみ 石川 淑江

951 50分42秒47 13:26.40 12:13.12 13:52.49

00:11:10.46 00:24:36.86 00:36:49.98 00:50:42.47

【 240～279歳 】

   1 位 一橋水友会シニア 真田 大 山崎 曜太 渡辺 善彦 関根 至

952 50分00秒15 12:20.32 12:57.14 15:12.91

00:09:29.78 00:21:50.10 00:34:47.24 00:50:00.15


