
(1) 男子 5km個人戦（強化指定選手の部）総合順位

   1 位  11 平井 康翔 ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ 千葉県 56分56秒76 

   2 位   8 南出 大伸 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ 神奈川県 56分57秒09 

   3 位   7 野中 大暉 ﾉﾅｶ ﾀｲｷ 神奈川県 56分57秒43 

   4 位   5 綿貫 海斗 ﾜﾀﾇｷ ｶｲﾄ 神奈川県 56分57秒71 

   5 位   4 秦 隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 大阪府 57分38秒45 

   6 位   6 豊田 壮 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 神奈川県 57分59秒26 

   7 位  10 宮本 陽輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ 埼玉県 59分25秒09 

   8 位   1 本山 空 ﾓﾄﾔﾏ ｸｳ 奈良県 59分27秒41 

   9 位   2 本江 騎吏 ﾎﾝｺﾞｳ ｷﾘ 大阪府 1時間03分13秒32 

 DNS    9 青木 陽佑 ｱｵｷ ﾖｳｽｹ 新潟県 棄権 



(2) 女子 5km個人戦（強化指定選手の部総合順位

   1 位 310 貴田 裕美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 群馬県 59分28秒80 

   2 位  25 森山 幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ 神奈川県 59分38秒49 

   3 位  22 山本 美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 大阪府 1時間02分31秒72 

   4 位  23 笠原 瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 大阪府 1時間02分41秒82 

   5 位   3 内田 真樹 ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ 兵庫県 1時間03分12秒70 

   6 位  24 新倉 みなみ ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ 東京都 1時間04分43秒37 

   7 位  26 桑幡 真弓 ｸﾜﾊﾀ ﾏﾕ 神奈川県 1時間05分25秒50 

   8 位  21 種村 舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 奈良県 1時間06分16秒17 



(3) 男子 5km個人戦（選手権トライアル）総合順位

   1 位  42 仲家 槙吾 ﾅｶﾔ ｼﾝｺﾞ 東京都 明治大学 58分04秒32 

   2 位  40 平岩 賢人 ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ 神奈川県 58分04秒93 

   3 位  37 一宮 大智 ｲﾁﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県 国士舘大学 59分26秒98 

   4 位  34 本庄 智貴 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ 東京都 明治大学 1時間00分39秒12 

   5 位  32 井元 秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 東京都 明治大学 1時間00分44秒24 

   6 位  43 鮫島 渓太 ｻﾒｼﾏ ｹｲﾀ 埼玉県 武蔵野銀行 1時間01分01秒48 

   7 位  31 小林 陸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 神奈川県 アクラブ藤沢 1時間05分16秒76 

   8 位  39 土田 省吾 ﾂﾁﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 千葉県 国際武道大学 1時間08分01秒98 

   9 位  35 上原 広暉 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｷ 千葉県 千葉商科大学 1時間08分26秒66 

 DNS   33 梅村 歩 ｳﾒﾑﾗ ｱﾕﾑ 神奈川県 国士舘大学 棄権 

 DNS   36 宮澤 青 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾞｮｳ 神奈川県 アクラブ藤沢 棄権 

 DNS   38 千代 真道 ﾁｼﾛ ﾏｻﾐﾁ 東京都 明治大学 棄権 

 DNS   41 藤掛 遼太郎 ﾌｼﾞｶｹ ﾘｮｳﾀﾛｳ 東京都 明治大学 棄権 



(4) 女子 5km個人戦（選手権トライアル）総合順位

   1 位  58 冨井 星河 ﾄﾐｲ ｾｲｶ 大阪府 近大クラブ 1時間02分11秒85 

   2 位  60 福島 美里 フクシマ ﾐｻﾄ 神奈川県 ATSC.YW 1時間02分31秒43 

   3 位  59 松下 彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ 神奈川県 田園SS 1時間02分38秒35 

   4 位  53 小池 優媛 ｺｲｹ ﾕｴﾝ 神奈川県 日本体育大学 1時間04分40秒17 

   5 位  55 藤 優実 ﾄｳ ﾕﾐ 神奈川県 日本体育大学 1時間05分46秒23 

   6 位  54 岡村 瞳 ｵｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 東京都 セントラル目黒 1時間05分58秒08 

   7 位  56 安部 夏帆 ｱﾍﾞ ﾅﾂﾎ 神奈川県 SPホウトク金沢 1時間09分24秒15 

   8 位  57 高橋 美香 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 神奈川県 国士舘大学 1時間09分40秒55 

   9 位  61 山口 綾乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 神奈川県 横浜サクラ 1時間14分43秒18 

  10 位  51 福島 麟 ﾌｸｼﾏ ﾘﾝ 神奈川県 SPH左近山 1時間14分43秒51 

  11 位  52 千葉 結衣子 ﾁﾊﾞ ﾕｲｺ 岩手県 盛岡体協SC 1時間17分17秒94 



(5) 男子 5km個人戦（大学生の部）総合順位

   1 位  73 神賀 輝 ｶﾐｶﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 東海大学 1時間02分33秒10 

   2 位  74 浅野 貴臣 ｱｻﾉ ﾀｶｵﾐ 岐阜県 立教大学 1時間02分36秒02 

   3 位  77 クレーマー 龍太 ｸﾚｰﾏｰ ﾘｭｳﾀ 東京都 慶應義塾大学 1時間19分25秒80 

   4 位  75 岩崎 慎平 ｲﾜｻｷ ｼﾝﾍﾟｲ 東京都 慶應義塾大学 1時間20分05秒06 

   5 位  78 村松 郁晃 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶｱｷ 東京都 慶應義塾大学 1時間20分42秒89 

   6 位  76 小林 慶 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 東京都 慶應義塾大学 1時間21分33秒28 

   7 位  80 松本 康平 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 東京都 慶應義塾大学 1時間29分04秒73 

   8 位  71 江川 旦伽 ｴｶﾞﾜ ｱｻｶ 神奈川県 慶應義塾大学 1時間32分42秒25 

   9 位  79 山本 康平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 神奈川県 慶應義塾大学 1時間36分40秒25 

  10 位  72 勝 俊博 ｶﾂ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 慶應義塾大学 1時間40分55秒04 

  11 位  81 熊埜御堂 章 ｸﾏﾉﾐﾄﾞｳ ｱｷﾗ 千葉県 法政大学 2時間23分32秒94 



(6) 女子 5km個人戦（大学生の部）総合順位

   1 位  93 竹内 愛 ﾀｹｳﾁ ｱｲ 千葉県 千葉大学 1時間14分32秒99 

   2 位  91 笹木 颯音 ｻｻｷ ｶｻﾞﾈ 栃木県 白鴎大学 1時間18分24秒76 

   3 位  92 高橋 由子 ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 栃木県 白鴎大学 1時間26分49秒76 



(7) 男子 5km個人戦（一般の部）総合順位

   1 位 159 櫻井 智和 ｻｸﾗｲ ﾄﾓｶｽﾞ 東京都 オーシャンナビ 1時間07分26秒62 

   2 位 133 寺田 尚紘 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 岐阜県 コマSS土岐 1時間07分49秒21 

   3 位 122 伴 正太 ﾊﾞﾝ ｼｮｳﾀ 東京都 BAN AC 1時間12分48秒53 

   4 位 167 小林 茂久 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾋｻ 東京都 池上SC 1時間14分27秒10 

   5 位 158 唐津 大輔 ｶﾗﾂ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 Jexer 1時間14分30秒59 

   6 位 183 高橋 公正 ﾀｶﾊｼ ｷﾐﾏｻ 宮城県 ちーむなつ 1時間20分20秒36 

   7 位 182 田部井 義裕 ﾀﾍﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 群馬県 1時間20分39秒28 

   8 位 112 鶴薗 修人 ﾂﾙｿﾞﾉ ｼｭｳﾄ 埼玉県 慶應義塾高等学校 1時間23分27秒11 

   9 位 111 佐藤 陸歩 ｻﾄｳ ﾘｸﾎ 千葉県 1時間23分28秒87 

  10 位 126 北谷 友嵩 ｷﾀﾀﾞﾆ ﾄﾓﾀｶ 東京都 1時間23分29秒63 

  11 位 208 林 衛 ﾊﾔｼ ﾏﾓﾙ 東京都 Wave Run 1時間23分35秒63 

  12 位 114 矢沢 壮志 ﾔｻﾞﾜ ｿｳｼ 神奈川県 慶應義塾高等学校 1時間23分47秒37 

  13 位 190 志摩 英二 ｼﾏ ｴｲｼﾞ 神奈川県 1時間23分54秒74 

  14 位 218 高尾 克則 ﾀｶｵ ｶﾂﾉﾘ 東京都 葉水会 1時間23分59秒98 

  15 位 153 舘 洋光 ﾀﾁ ﾋﾛﾐﾂ 東京都 1時間24分10秒72 

  16 位 206 守谷 雅之 ﾓﾘﾔ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 mede鯛 1時間24分24秒75 

  17 位 150 水間 源 ﾐｽﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 東京都 1時間24分26秒00 

  18 位 124 中井 滉 ﾅｶｲ ﾋﾛ 大阪府 1時間24分43秒43 

  19 位 145 小宮 朋之 ｺﾐﾔ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 1時間24分55秒22 

  20 位 231 本間 謙 ﾎﾝﾏ ｹﾝ 東京都 朝陽水泳会 1時間25分18秒68 

  21 位 235 眞鍋 俊彦 ﾏﾅﾍﾞ ﾄｼﾋｺ 東京都 キユーピーハーフ 1時間25分46秒74 

  22 位 191 高橋 太 ﾀｶﾊｼ ﾌﾄｼ 埼玉県 L.S.C 1時間27分18秒50 

  23 位 152 掛水 義博 ｶｹﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾛ 東京都 1時間27分27秒93 

  24 位 213 伴 宏光 ﾊﾞﾝ ﾋﾛﾐﾂ 東京都 BAN AC 1時間27分38秒93 

  25 位 259 星 雅文 ﾎｼ ﾏｻﾌﾐ 新潟県 SA小千谷 1時間28分54秒61 

  26 位 130 野村 幸司 ﾉﾑﾗ ｺｳｼﾞ 東京都 BONDS 1時間29分01秒97 

  27 位 163 川島 隆伸 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾉﾌﾞ 埼玉県 コナミ武蔵浦和 1時間29分05秒77 

  28 位 101 岩澤 大翔 ｲﾜｻﾜ ﾀｲｶﾞ 千葉県 1時間29分41秒27 

  29 位 210 青木 晋 ｱｵｷ ｼﾝ 神奈川県 バトルシャーク 1時間30分07秒78 

  30 位 217 塚本 幸治 ﾂｶﾓﾄ ﾕｷﾊﾙ 千葉県 1時間30分13秒66 

  31 位 129 森岡 博文 ﾓﾘｵｶ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 1時間30分41秒59 

  32 位 144 山田 肇 ﾔﾏﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 東京都 オーシャンナビ 1時間30分56秒27 

  33 位 119 内川 隆景 ｳﾁｶﾜ ﾀｶｶｹﾞ 東京都 慶應義塾高等学校 1時間30分57秒28 

  34 位 193 岸和田 剛 ｷｼﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ 東京都 葉水会 1時間31分00秒50 

  35 位 116 下出 起也 ｼﾓｲﾃﾞ ﾀﾂﾔ 東京都 慶應義塾高等学校 1時間31分01秒39 

  36 位 207 岩崎 剛士 ｲﾜｻｷ ﾀｹｼ 千葉県 1時間31分02秒13 

  37 位 239 北村 幸文 ｷﾀﾑﾗ ﾕｷﾌﾐ 神奈川県 オーシャンナビ 1時間31分07秒92 

  38 位 243 藤井 和典 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 オーシャンナビ 1時間31分10秒94 

  39 位 169 上田 誠 ｳｴﾀﾞ ﾏｺﾄ 富山県 トビウオ・トヤマ 1時間31分27秒69 

  40 位 246 松山 俊一 ﾏﾂﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ 東京都 1時間31分42秒99 

  41 位 226 大坪 隆 ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｶｼ 埼玉県 1時間31分52秒16 

  42 位 224 飯塚 良久 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋｻ 神奈川県 アクラブ 1時間32分08秒37 

  43 位 110 永井 響 ﾅｶﾞｲ ｷｮｳ 神奈川県 慶應義塾高等学校 1時間32分13秒36 



(7) 男子 5km個人戦（一般の部）総合順位

  44 位 115 新保 拓巳 ｼﾝﾎﾞ ﾀｸﾐ 東京都 慶應義塾高等学校 1時間34分16秒61 

  45 位 148 横田 勇佑 ﾖｺﾀ ﾕｳｽｹ 神奈川県 メガロス相模大野 1時間34分19秒38 

  46 位 171 井上 勝弥 ｲﾉｳｴ ｶﾂﾔ 神奈川県 1時間34分44秒92 

  47 位 123 石戸 雄太 ｲｼﾄ ﾕｳﾀ 秋田県 1時間34分57秒97 

  48 位 120 飯田 東吾 ｲｲﾀﾞ ﾄｳｺﾞ 東京都 慶應義塾高等学校 1時間35分21秒04 

  49 位 198 今村 朋裕 ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 ヒヤシンス 1時間35分29秒82 

  50 位 204 山本 省三 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｿﾞｳ 大阪府 中央21 1時間35分34秒54 

  51 位 203 鈴木 仁志 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 神奈川県 朝陽水泳会 1時間35分41秒23 

  52 位 234 新倉 祐一 ﾆｲｸﾗ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 1時間36分44秒73 

  53 位 155 矢嶋 元 ﾔｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 埼玉県 1時間36分57秒88 

  54 位 197 井踏 一紀 ｲﾌﾞﾐ ｶｽﾞﾉﾘ 埼玉県 初トラ 1時間37分06秒54 

  55 位 174 野村 家貴 ﾉﾑﾗ ｲｴﾀｶ 神奈川県 DUAL S 1時間37分23秒53 

  56 位 147 出口 由和 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 1時間37分27秒13 

  57 位 186 小野 はじめ ｵﾉ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 オダサガ豪脚会 1時間37分42秒46 

  58 位 211 音成 謙一郎 ｵﾄﾅﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都 葉水会 1時間37分44秒39 

  59 位 230 清水 一秀 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 東京都 FOX Swim 1時間37分45秒31 

  60 位 165 日吉 大 ﾋﾖｼ ﾏｻﾙ 千葉県 Asoスイム金町 1時間38分02秒84 

  61 位 178 宮地 道弘 ﾐﾔｼﾞ ﾐﾁﾋﾛ 栃木県 1時間38分25秒05 

  62 位 196 金指 正太郎 ｶﾅｻﾞｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 静岡県 1時間39分06秒28 

  63 位 117 三好 優輝 ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 東京都 慶應義塾高等学校 1時間39分11秒12 

  64 位 151 石井 宏和 ｲｼｲ ﾋﾛｶｽﾞ 埼玉県 1時間39分20秒05 

  65 位 232 川那部 岳志 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 東京都 千代田走友会 1時間39分36秒45 

  66 位 154 岸本 智史 ｷｼﾓﾄ ｻﾄｼ 東京都 1時間39分50秒08 

  67 位 251 山本 毅 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川県 オーシャンナビ 1時間39分55秒22 

  68 位 173 稲葉 真人 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾄ 千葉県 千葉警 1時間40分15秒08 

  69 位 170 平尾 義隆 ﾋﾗｵ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 初トラ部 1時間40分25秒02 

  70 位 180 岸田 謙三 ｷｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 東京都 ラプレム 1時間40分31秒29 

  71 位 164 前島 淳 ﾏｴｼﾏ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 1時間40分31秒92 

  72 位 255 伊藤 高志 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 東京都 1時間40分47秒89 

  73 位 219 鎌田 俊一 ｶﾏﾀ ｼｭﾝｲﾁ 岩手県 1時間41分12秒16 

  74 位 209 田中 豊 ﾀﾅｶ ﾕﾀｶ 東京都 アクラブ 1時間41分25秒15 

  75 位 176 望月 速志 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔｼ 長野県 1時間41分39秒88 

  76 位 236 川崎 武夫 ｶﾜｻｷ ﾀｹｵ 東京都 Foxswim 1時間41分46秒12 

  77 位 108 山田 航太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 慶應義塾高等学校 1時間41分57秒01 

  78 位 223 山本 学 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 埼玉県 1時間42分36秒33 

  79 位 221 荻野 晶之 ｵｷﾞﾉ ﾏｻﾕｷ 東京都 TIオーシャンズ 1時間43分48秒92 

  80 位 131 井上 洪太 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ 茨城県 1時間44分00秒86 

  81 位 214 木村 保 ｷﾑﾗ ﾀﾓﾂ 埼玉県 戸田市水泳連盟 1時間44分08秒67 

  82 位 238 鞠子 淳 ﾏﾘｺ ｱﾂｼ 神奈川県 KSC 1時間44分14秒72 

  83 位 192 村松 茂 ﾑﾗﾏﾂ ｼｹﾞﾙ 千葉県 1時間44分28秒31 

  84 位 212 橋本 良浩 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 栃木県 1時間44分34秒80 

  85 位 245 市川 敏 ｲﾁｶﾜ ｻﾄｼ 埼玉県 1時間45分55秒34 

  86 位 254 浜田 経雄 ﾊﾏﾀﾞ ﾂﾈｵ 神奈川県 海獣倶楽部 1時間46分31秒85 



(7) 男子 5km個人戦（一般の部）総合順位

  87 位 195 枝野 正行 ｴﾀﾞﾉ ﾏｻﾕｷ 千葉県 オッティモ 1時間46分49秒12 

  88 位 260 田中 康之 ﾀﾅｶ ﾔｽﾕｷ 東京都 八王子水泳愛好会 1時間46分56秒83 

  89 位 227 神山 茂 ｶﾐﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 1時間47分46秒42 

  90 位 200 原田 真宏 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 東京都 初トラ 1時間47分55秒09 

  91 位 237 田中 宏房 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾌｻ 千葉県 オッティモ 1時間48分59秒95 

  92 位 249 晝間 隆弘 ﾋﾙﾏ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1時間49分06秒65 

  93 位 252 坂倉 浩 ｻｶｸﾗ ﾋﾛｼ 神奈川県 1時間49分12秒42 

  94 位 175 楢木野 英樹 ﾅﾗｷﾉ ｴｲｷ 神奈川県 Lapulem 1時間49分50秒00 

  95 位 241 新倉 達郎 ﾆｲｸﾗ ﾀﾂｵ 東京都 葉水会 1時間51分55秒58 

  96 位 258 徳山 一 ﾄｸﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 東京都 千代田走友会 1時間52分01秒87 

  97 位 248 苅込 希 ｶﾘｺﾐ ﾉｿﾞﾐ 東京都 井口小ＳＣ 1時間52分16秒37 

  98 位 185 浅田 角郎 ｱｻﾀﾞ ｶｸﾛｳ 埼玉県 1時間52分20秒86 

  99 位 160 石原 康行 ｲｼﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 愛知県 1時間52分39秒12 

 100 位 113 中島 佑一 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 慶應義塾高等学校 1時間52分41秒40 

 101 位 250 永井 雅一 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 東京デルフィーノ 1時間53分01秒59 

 102 位 229 青野 晴成 ｱｵﾉ ﾊﾙｼｹﾞ 千葉県 ラプレム 1時間53分29秒02 

 103 位 261 四宮 敬司 ｼﾉﾐﾔ ｹｲｼﾞ 兵庫県 1時間55分04秒05 

 104 位 188 海老原 武 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 茨城県 守谷インター 1時間55分06秒53 

 105 位 137 生出 力也 ｵｲﾃﾞ ﾘｷﾔ 東京都 1時間55分13秒59 

 106 位 187 鎌田 淳 ｶﾏﾀ ｱﾂｼ 神奈川県 たまプラＳＲＣ 1時間55分26秒12 

 107 位 103 増田 浩人 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ 東京都 慶應義塾高等学校 1時間56分34秒13 

 108 位 140 江原 正義 ｴﾊﾞﾗ ﾏｻﾖｼ 東京都 AQUA 1時間56分47秒69 

 109 位 220 大沼 雅史 ｵｵﾇﾏ ﾏｻｼ 宮城県 チームまちゃ 1時間56分54秒32 

 110 位 156 成毛 崇 ﾅﾙｹ ﾀｶｼ 千葉県 ナルケ 1時間57分15秒25 

 111 位 225 高木 達朗 ﾀｶｷﾞ ﾀﾂﾛｳ 神奈川県 1時間58分02秒22 

 112 位 166 奥村 修治 ｵｸﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 埼玉県 2時間00分02秒89 

 113 位 233 塚田 哲治 ﾂｶﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 茨城県 2時間00分18秒71 

 114 位 132 遠藤 洋之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2時間00分24秒86 

 115 位 181 西川 尚希 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ 東京都 ニシグレ 2時間00分54秒55 

 116 位 168 石塚 貴将 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾏｻ 東京都 2時間01分19秒07 

 117 位 242 渡辺 光義 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾖｼ 千葉県 2時間01分36秒61 

 118 位 141 永田 朋之 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ 東京都 Bonds 2時間03分52秒01 

 119 位 172 野村 暁宣 ﾉﾑﾗ ｱｷﾉﾘ 神奈川県 2時間04分09秒86 

 120 位 106 吉崎 駿人 ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 東京都 慶應義塾高等学校 2時間04分33秒35 

 121 位 136 Alvin Suemitsu Alvin Suemitsu 千葉県 Athlonia南行徳 2時間05分06秒22 

 122 位 143 西村 大輔 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 楽しい西村一家 2時間05分08秒72 

 123 位 125 梅田 航平 ｳﾒﾀﾞ ｺｳﾍｲ 千葉県 2時間05分10秒93 

 124 位 135 内藤 大輔 ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 群馬県 ナイス☆バルク 2時間05分18秒69 

 125 位 202 新山 正人 ｱﾗﾔﾏ ﾏｻﾄ 千葉県 2時間05分20秒60 

 126 位 222 紺野 克洋 ｺﾝﾉ ｶﾂﾋﾛ 神奈川県 2時間05分21秒11 

 127 位 184 林 宏昭 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 東京都 M T 2時間05分29秒31 

 128 位 262 平柳 三郎 ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 埼玉県 スゥイン本庄 2時間06分26秒37 

 129 位 161 大塚 航平 ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ 千葉県 2時間06分58秒74 



(7) 男子 5km個人戦（一般の部）総合順位

 130 位 257 大波 久男 ｵｵﾅﾐ ﾋｻｵ 埼玉県 2時間07分18秒35 

 131 位 146 沼田 謙太郎 ﾇﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 2時間08分20秒56 

 132 位 194 久坂 有史 ｸｻｶ ﾕｳｼﾞ 東京都 BONDS 2時間08分23秒42 

 133 位 240 堀内 浩司 ﾎﾘｳﾁ ｺｳｼﾞ 千葉県 2時間08分46秒00 

 134 位 253 小暮 泰美 ｺｸﾞﾚ ﾔｽﾐ 千葉県 2時間09分29秒06 

 135 位 127 舩城 雄利 ﾌﾅｷ ｶﾂﾄ 千葉県 2時間10分10秒29 

 136 位 121 半谷 隆弥 ﾊﾝｶﾞｲ ﾘｭｳﾔ 埼玉県 慶應義塾高等学校 2時間11分51秒13 

 137 位 142 須藤 泰貴 ｽﾄｳ ﾔｽｷ 東京都 2時間12分28秒41 

 138 位 205 古山 進 ﾌﾙﾔﾏ ｽｽﾑ 千葉県 ASOスイム金町 2時間14分09秒86 

 139 位 128 佐々木 潤 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 茨城県 2時間14分23秒74 

 140 位 179 後藤 順一 ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山梨県 2時間19分37秒04 

 141 位 256 渡部 正彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋｺ 千葉県 海人くらぶ 2時間27分02秒29 

 OPN  134 齋藤 晃 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 東京都 チームケンズ 1時間23分59秒30 

 DNF  104 細木 洸希 ﾎｿｷﾞ ﾐﾂｷ 東京都 慶應義塾高等学校 途中棄権 

 DNF  107 中島 崇雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｵ 東京都 慶應義塾高等学校 途中棄権 

 DNF  138 石川 康平 ｲｼｶﾜ ｺｳﾍｲ 埼玉県 途中棄権 

 DNF  139 江上 晶規 ｴｶﾞﾐ ﾏｻｷ 東京都 途中棄権 

 DNF  216 桑原 恒幸 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾂﾈﾕｷ 東京都 TK 途中棄権 

 DNF  247 宮崎 博美 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 埼玉県 途中棄権 

 DNS  105 野田 稜雅 ﾉﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 東京都 慶應義塾高等学校 棄権 

 DNS  109 橋本 一馬 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 神奈川県 慶應義塾高等学校 棄権 

 DNS  118 若槻 拓 ﾜｶﾂｷ ﾀｸ 神奈川県 慶應義塾高等学校 棄権 

 DNS  149 山下 博司 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ 神奈川県 棄権 

 DNS  157 岡田 知之 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾉ 栃木県 棄権 

 DNS  162 森岡 稔博 ﾓﾘｵｶ ﾄｼﾋﾛ 東京都 棄権 

 DNS  177 粟野 剛 ｱﾜﾉ ﾀｹｼ 東京都 棄権 

 DNS  189 長島 太郎 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀﾛｳ 東京都 棄権 

 DNS  199 小川 泰彦 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋｺ 神奈川県 ＳＡ新城 棄権 

 DNS  201 芳賀 俊夫 ﾊｶﾞ ﾄｼｵ 神奈川県 棄権 

 DNS  215 椙村 千里 ｽｷﾞﾑﾗ ﾁｻﾄ 神奈川県 棄権 

 DNS  228 小林 聡 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 東京都 初トラ 棄権 



(8) 女子 5km個人戦（一般の部）総合順位

   1 位 314 森田 知美 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 東京都 1時間18分19秒48 

   2 位 309 寺嶋 優佳 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾕｶ 東京都 オーシャンナビ 1時間19分52秒49 

   3 位 346 岡本 舞 ｵｶﾓﾄ ﾏｲ 千葉県 西武台千葉 1時間20分33秒23 

   4 位 307 髙倉 和恵 ﾀｶｸﾗ ｶｽﾞｴ 千葉県 1時間22分40秒42 

   5 位 304 森山 鈴香 ﾓﾘﾔﾏ ｽｽﾞｶ 埼玉県 1時間23分17秒73 

   6 位 313 岩田 文 ｲﾜﾀ ｱﾔ 埼玉県 コナミ武蔵浦和 1時間23分30秒04 

   7 位 303 近藤 小夏 ｺﾝﾄﾞｳ ｺﾅﾂ 新潟県 1時間23分33秒59 

   8 位 301 守谷 希波 ﾓﾘﾔ ﾉﾉﾊ 神奈川県 mede鯛 1時間24分12秒52 

   9 位 329 加藤 知子 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 東京都 1時間25分35秒91 

  10 位 338 山田 忍 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 大阪府 1時間26分41秒57 

  11 位 324 平田 加津代 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾖ 埼玉県 1時間26分45秒73 

  12 位 318 西川 由美子 ﾆｼｶﾜ ﾕﾐｺ 東京都 ニシグレ 1時間31分05秒10 

  13 位 328 片岡 早苗 ｶﾀｵｶ ｻﾅｴ 福岡県 1時間32分37秒91 

  14 位 341 島 悦子 ｼﾏ ｴﾂｺ 東京都 オーシャンナビ 1時間34分58秒97 

  15 位 308 佐伯 祐美 ｻｴｷ ﾕﾐ 富山県 1時間35分09秒57 

  16 位 319 佐久間 美樹 ｻｸﾏ ﾐｷ 京都府 1時間35分20秒67 

  17 位 340 南 浩子 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｺ 東京都 オーシャンナビ 1時間35分36秒61 

  18 位 311 間藤 里絵 ﾏﾄｳ ｻﾄｴ 千葉県 1時間37分02秒02 

  19 位 333 牧野 由樹江 ﾏｷﾉ ﾕｷｴ 東京都 オーシャンナビ 1時間38分11秒85 

  20 位 343 奥田 由美子 ｵｸﾀﾞ ﾕﾐｺ 神奈川県 オーシャンナビ 1時間39分22秒97 

  21 位 344 吉田 智江 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｴ 埼玉県 TIオーシャンズ 1時間40分35秒42 

  22 位 337 河崎 典子 ｶﾜｻｷ ﾉﾘｺ 神奈川県 オーシャンナビ 1時間43分20秒22 

  23 位 321 松村 真帆 ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾎ 東京都 Lapulem 1時間44分41秒31 

  24 位 325 田中 みのり ﾀﾅｶ ﾐﾉﾘ 東京都 1時間44分53秒63 

  25 位 339 西尾 園子 ﾆｼｵ ｿﾉｺ 東京都 1時間46分19秒98 

  26 位 317 越智 博美 ｵﾁ ﾋﾛﾐ 東京都 コナミ武蔵浦和 1時間50分29秒99 

  27 位 316 小林 真里子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｺ 東京都 FOXswim 1時間52分24秒92 

  28 位 315 米田 知香 ﾖﾈﾀﾞ ﾁｶ 大阪府 1時間52分57秒84 

  29 位 345 臼倉 晶子 ｳｽｸﾗ ｱｷｺ 埼玉県 バブルリング 1時間54分50秒07 

  30 位 342 清澤 京子 ｷﾖｻﾜ ｷｮｳｺ 埼玉県 バブルリング 1時間56分21秒55 

  31 位 331 中山 輝美 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾙﾐ 東京都 1時間58分40秒08 

  32 位 334 森田 直美 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾐ 埼玉県 1時間59分27秒68 

  33 位 330 佐藤 陽子 ｻﾄｳ ﾖｳｺ 東京都 1時間59分50秒21 

  34 位 320 中村 絵美里 ﾅｶﾑﾗ ｴﾐﾘ 千葉県 2時間04分58秒03 

  35 位 335 山田 操 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｵ 神奈川県 山田操 2時間05分39秒10 

  36 位 327 槇 玲子 ﾏｷ ﾚｲｺ 東京都 2時間08分45秒31 

  37 位 326 小川 ゆみ ｵｶﾞﾜ ﾕﾐ 東京都 2時間11分43秒54 

  38 位 336 小嶋 美和子 ｺｼﾞﾏ ﾐﾜｺ 東京都 チームカズキ 2時間12分58秒66 

  39 位 332 権藤 嘉江子 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｶｴｺ 東京都 2時間13分26秒84 

  40 位 323 新井田 由理 ﾆｲﾀﾞ ﾕﾘ 東京都 2時間19分32秒94 

 DNF  306 今泉 瑞希 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾐｽﾞｷ 東京都 途中棄権 

 DNF  312 本田 佳奈子 ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅｺ 東京都 途中棄権 

 DNS  305 横川 汐音 ﾖｺｶﾜ ｼｵﾝ 東京都 棄権 



(8) 女子 5km個人戦（一般の部）総合順位

 DNS  322 渡辺 佳代子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾖｺ 千葉県 棄権 



(9) 男子 2km個人戦総合順位

   1 位 362 大築 育真 ｵｵﾂｷ ｲｸﾏ 栃木県 31分11秒15 

   2 位 364 木村 建介 ｷﾑﾗ ｹﾝｽｹ 東京都 株式会社Ｆ＆Ｄ 31分16秒28 

   3 位 351 竹田 慎吾 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 東京都 サギヌマSC 31分17秒28 

   4 位 357 長門 祐太 ﾅｶﾞﾄ ﾕｳﾀ 千葉県 32分25秒92 

   5 位 354 小島 拓実 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 大阪府 32分46秒65 

   6 位 371 木村 直行 ｷﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 千葉県 32分48秒91 

   7 位 394 松宮 智洋 ﾏﾂﾐﾔ ﾁﾋﾛ 千葉県 中井のメッシ 32分56秒61 

   8 位 363 齋藤 晃 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 東京都 チームケンズ 33分19秒75 

   9 位 369 藤田 崇 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 千葉県 33分48秒61 

  10 位 416 市川 亨 ｲﾁｶﾜ ﾄｵﾙ 東京都 チームイッチー 34分27秒18 

  11 位 396 星野 浩一 ﾎｼﾉ ｺｳｲﾁ 千葉県 ウィンズVC 34分32秒29 

  12 位 358 榊原 幹郎 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐｷｵ 東京都 35分11秒70 

  13 位 377 猿山 秀幸 ｻﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 ぽせいどんず 35分16秒62 

  14 位 393 Slobodan PavkovSlobodan Pavkov 富山県 35分40秒47 

  15 位 244 伊藤 一弥 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 東京都 35分52秒30 

  16 位 374 佐藤 基樹 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ 千葉県 柏洋スイマーズ 37分01秒87 

  17 位 372 堀江 俊行 ﾎﾘｴ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 勇泳邁進 37分42秒76 

  18 位 379 中村 太一 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 東京都 ぽせいどんず 38分28秒56 

  19 位 370 板谷 賢二 ｲﾀﾔ ｹﾝｼﾞ 東京都 38分42秒66 

  20 位 392 石田 耕三 ｲｼﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ 東京都 38分44秒52 

  21 位 381 中埜 俊郎 ﾅｶﾉ ﾄｼﾛｳ 東京都 ぽせいどんず 38分47秒58 

  22 位 376 志摩 和範 ｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 39分15秒67 

  23 位 352 小野寺 悠祐 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｽｹ 千葉県 INASUI 39分18秒54 

  24 位 405 鎌田 俊一 ｶﾏﾀ ｼｭﾝｲﾁ 岩手県 39分21秒57 

  25 位 414 鵜澤 修成 ｳｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 千葉県 海猿会 39分51秒99 

  26 位 401 渡邊 茂人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾄ 東京都 39分52秒89 

  27 位 397 武藤 康浩 ﾑﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 40分15秒37 

  28 位 384 大川 明徳 ｵｵｶﾜ ｱｷﾉﾘ 東京都 セントラル阿佐谷 40分23秒87 

  29 位 417 小川 潤 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 TeamOcho 41分15秒04 

  30 位 373 高根 勝 ﾀｶﾈ ﾏｻﾙ 埼玉県 ぽせいどんず 41分22秒60 

  31 位 415 酒井 光雄 ｻｶｲ ﾐﾂｵ 東京都 チームさかい 41分31秒05 

  32 位 407 清水 二郎 ｼﾐｽﾞ ｼﾞﾛｳ 東京都 41分54秒87 

  33 位 413 石渡 喜夫 ｲｼﾜﾀﾘ ﾋｻｵ 千葉県 T.海パン刑事 42分15秒09 

  34 位 424 高野 甲子雄 ﾀｶﾉ ｷﾈｵ 千葉県 42分24秒40 

  35 位 406 片岡 健二 ｶﾀｵｶ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 L.S.C 42分56秒18 

  36 位 423 長嶋 幸次 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳｼﾞ 千葉県 海猿会 43分24秒78 

  37 位 408 小川 順一 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 バブルリング 43分25秒40 

  38 位 361 茂木 高大 ﾓｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京都 43分53秒37 

  39 位 420 田邊 貞夫 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾀﾞｵ 東京都 43分54秒51 

  40 位 404 春日 英 ｶｽｶﾞ ﾋﾃﾞ 東京都 泳法会品川 43分56秒62 

  41 位 368 高橋 洋介 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ 東京都 44分33秒05 

  42 位 399 川名 茂樹 ｶﾜﾅ ｼｹﾞｷ 千葉県 44分52秒44 

  43 位 365 毎川 研吾 ﾏｲｶﾜ ｹﾝｺﾞ 神奈川県 44分58秒85 



(9) 男子 2km個人戦総合順位

  44 位 366 氏森 政利 ｳｼﾞﾓﾘ ﾏｻﾄｼ 東京都 45分39秒69 

  45 位 390 松繁 卓哉 ﾏﾂｼｹﾞ ﾀｸﾔ 千葉県 45分49秒21 

  46 位 410 曽田 英司 ｿﾀﾞ ｴｲｼﾞ 東京都 ATA十条 45分53秒54 

  47 位 359 石島 健 ｲｼｼﾞﾏ ｹﾝ 東京都 46分37秒13 

  48 位 385 荒川 哲夫 ｱﾗｶﾜ ﾃﾂｵ 東京都 チームTA 46分50秒50 

  49 位 412 盛重 達也 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀﾂﾔ 千葉県 46分51秒10 

  50 位 411 梅本 和正 ｳﾒﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ 埼玉県 L.S.C 46分58秒54 

  51 位 386 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 コバヤン 47分05秒42 

  52 位 409 宮川 雅文 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ 埼玉県 TIオーシャンズ 47分19秒30 

  53 位 382 近藤 里有 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｳ 埼玉県 48分21秒75 

  54 位 387 星野 裕史 ﾎｼﾉ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 48分24秒21 

  55 位 395 金島 守 ｶﾈｼﾏ ﾏﾓﾙ 栃木県 48分27秒28 

  56 位 380 窪田 勘太郎 ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀﾛｳ 東京都 ぽせいどんず 48分41秒45 

  57 位 403 川合 亮 ｶﾜｲ ｱｷﾗ 東京都 49分32秒44 

  58 位 360 福島 康介 ﾌｸｼﾏ ｺｳｽｹ 東京都 50分06秒75 

  59 位 400 井踏 一紀 ｲﾌﾞﾐ ｶｽﾞﾉﾘ 埼玉県 初トラ 50分08秒30 

  60 位 378 大塚 航平 ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ 千葉県 50分20秒70 

  61 位 418 豊留 満 ﾄﾖﾄﾒ ﾐﾂﾙ 千葉県 バブルリング 50分25秒93 

  62 位 398 小山 潔 ｺﾔﾏ ｷﾖｼ 東京都 チームケンズ 50分27秒87 

  63 位 355 山岡 比呂樹 ﾔﾏｵｶ ﾋﾛｷ 東京都 50分53秒59 

  64 位 419 齊藤 重義 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾖｼ 埼玉県 54分25秒51 

  65 位 422 宮崎 友寿 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 東京都 55分44秒27 

  66 位 383 角田 宗士 ﾂﾉﾀﾞ ｿｳｼ 東京都 56分04秒14 

  67 位 388 眞坂 信彦 ﾏｻｶ ﾉﾌﾞﾋｺ 愛知県 57分15秒36 

  68 位 367 大菊 諭 ｵｵｷﾞｸ ｻﾄｼ 埼玉県 Anfang 58分02秒49 

  69 位 421 尾坂 雅康 ｵｻｶ ﾏｻﾔｽ 千葉県 1時間00分28秒65 

 DNF  353 浦野 雄太 ｳﾗﾉ ﾕｳﾀ 東京都 途中棄権 

 DNS  356 樋口 隆広 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 東京都 棄権 

 DNS  375 有川 次郎 ｱﾘｶﾜ ｼﾞﾛｳ 東京都 ぽせいどんず 棄権 

 DNS  389 湯井 達也 ﾕｲ ﾀﾂﾔ 埼玉県 棄権 

 DNS  391 小田桐 覚 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｻﾄﾙ 東京都 棄権 

 DNS  402 齊藤 洋伸 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ 千葉県 棄権 



(10) 女子 2km個人戦総合順位

   1 位 454 中村 順子 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 32分33秒26 

   2 位 466 片岡 早苗 ｶﾀｵｶ ｻﾅｴ 福岡県 35分48秒84 

   3 位 453 大塚 容子 ｵｵﾂｶ ﾖｳｺ 東京都 三井不動産水泳部 37分20秒30 

   4 位 461 石田 多曄子 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｺ 東京都 37分34秒90 

   5 位 452 間藤 里絵 ﾏﾄｳ ｻﾄｴ 千葉県 38分40秒71 

   6 位 460 石井 泰子 ｲｼｲ ﾔｽｺ 千葉県 海猿会 38分56秒64 

   7 位 457 佐藤 麻里代 ｻﾄｳ ﾏﾘﾖ 東京都 40分56秒67 

   8 位 462 菅井 摩美 ｽｶﾞｲ ﾏﾐ 千葉県 41分10秒34 

   9 位 479 櫻田 琴 ｻｸﾗﾀﾞ ｺﾄ 東京都 コナミ西葛西 41分21秒75 

  10 位 455 宮崎 美穂 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾎ 東京都 41分46秒39 

  11 位 477 珍部 聡子 ﾁﾝﾍﾞ ｻﾄｺ 東京都 ルネサンス東伏見 41分55秒63 

  12 位 459 鎗田 直子 ﾔﾘﾀ ﾅｵｺ 千葉県 ポメラニアンズ 42分32秒57 

  13 位 464 酒井 美穂 ｻｶｲ ﾐﾎ 東京都 チームさかい 42分57秒87 

  14 位 467 樋口 かおり ﾋｸﾞﾁ ｶｵﾘ 東京都 43分02秒58 

  15 位 480 真渋 涼子 ﾏｼﾌﾞ ﾘｮｳｺ 東京都 43分22秒39 

  16 位 465 宮崎 千鶴 ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾂﾞﾙ 東京都 43分55秒17 

  17 位 474 山本 美千代 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾁﾖ 北海道 44分17秒84 

  18 位 470 竹下 京子 ﾀｹｼﾀ ｷｮｳｺ 北海道 44分31秒80 

  19 位 458 栗原 春美 ｸﾘﾊﾗ ﾊﾙﾐ 千葉県 海猿会 44分34秒24 

  20 位 463 大沼 純子 ｵｵﾇﾏ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 チームまちゃ 45分34秒70 

  21 位 475 佐藤 富美 ｻﾄｳ ﾌﾐ 東京都 コナミ西葛西 46分45秒81 

  22 位 481 金子 秀子 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｺ 東京都 FOXswim 48分36秒37 

  23 位 456 大原 夕佳 ｵｵﾊﾗ ﾕｶ 埼玉県 初トラ 50分24秒13 

  24 位 469 山崎 直美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ 東京都 50分38秒79 

  25 位 468 一ノ関 亜紀 ｲﾁﾉｾｷ ｱｷ 東京都 コナミ福太郎 51分28秒90 

  26 位 451 角田 あゆみ ﾂﾉﾀﾞ ｱﾕﾐ 東京都 57分20秒95 

  27 位 472 大菊 美穂子 ｵｵｷﾞｸ ﾐﾎｺ 埼玉県 Anfang 58分18秒39 

  28 位 473 塚田 美智子 ﾂｶﾀﾞ ﾐﾁｺ 茨城県 1時間03分15秒91 

 DNS  471 山田 明子 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｺ 東京都 棄権 

 DNS  476 田村 直子 ﾀﾑﾗ ﾅｵｺ 東京都 TeamNami 棄権 

 DNS  478 松岡 裕子 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｺ 東京都 棄権 



(12) 4×1kmリレー（高校・大学）総合順位

   1 位 明治大学 千代 真道 井元 秀哉 本庄 智貴 藤掛 遼太郎

907 39分58秒07 09:52.13 09:49.69 10:16.60

00:09:59.65 00:19:51.78 00:29:41.47 00:39:58.07

   2 位 市川学園 細井 雄太 長岐 幸尚 大富 雄斗 秋元 太郎

901 49分25秒20 12:29.89 12:47.45 12:48.32

00:11:19.54 00:23:49.43 00:36:36.88 00:49:25.20

   3 位 成田高校Ａ 栗田 拓実 市川 樹莉也 志村 優太 藤澤 知輝

902 52分15秒98 11:59.44 13:47.29 13:32.37

00:12:56.88 00:24:56.32 00:38:43.61 00:52:15.98

   4 位 チーム学連 佐藤 雄太 小山 健斗 森谷 赳 藤田 海基

908 53分34秒02 12:38.91 13:37.45 16:55.83

00:10:21.83 00:23:00.74 00:36:38.19 00:53:34.02

   5 位 市立千葉高校C 小倉 翔 森田 和秀 芦名 優花 溝 純菜

906 55分57秒14 14:13.54 12:57.92 14:35.08

00:14:10.60 00:28:24.14 00:41:22.06 00:55:57.14

   6 位 市立千葉高校A 森野 剛 本間 祐貴 田村 雄彦 出口 蒼馬

904 56分53秒36 12:04.10 13:49.45 16:04.64

00:14:55.17 00:26:59.27 00:40:48.72 00:56:53.36

   7 位 市立千葉高校B 小辻 啓稀 上田 康平 後藤 大地 川田 拳士朗

905 1時間01分23秒61 15:26.18 15:30.64 15:50.03

00:14:36.76 00:30:02.94 00:45:33.58 01:01:23.61

   8 位 成田高校Ｂ 藤田 尚人 加藤 滉大 秋山 瑶介 池田 雄吾

903 1時間01分37秒76 14:40.96 14:42.89 19:11.61

00:13:02.30 00:27:43.26 00:42:26.15 01:01:37.76


