
(1) 男子 5km 千葉県国体選考の部総合順位

   1 位   2 松本 勝己 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂｷ 市立船橋高校 57分27秒41 

   2 位   5 金子 和樹 ｶﾈｺ ｶｽﾞｷ 順天堂大学 57分27秒76 

   3 位   1 御園 陸功 ﾐｿﾉ ﾘｸ ビッグ・エス木更津 59分12秒21 

   4 位   4 上原 広暉 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｷ 千葉商科大学/メガロス柏 1時間04分06秒59 

 DNS    3 遠藤 優太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 昭和学院高等学校 棄権 



(2) 女子 5km 千葉県国体選考の部総合順位

   1 位  14 小川 幸夏 ｵｶﾞﾜ ｻﾁｶ 成田高校 1時間02分36秒56 

   2 位  13 小久保 琴音 ｺｸﾎﾞ ｺﾄﾈ 昭和学院高等学校 1時間05分42秒87 

   3 位  12 本田 里緒 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｵ 昭和学院高等学校 1時間05分56秒86 

   4 位  15 森山 鈴香 ﾓﾘﾔﾏ ｽｽﾞｶ 西武台千葉高校 1時間09分37秒66 

   5 位  11 針ヶ谷 若葉 ﾊﾘｶﾞﾔ ﾜｶﾊﾞ 西武台千葉高校 1時間15分04秒79 

 DNS   16 沼尾 紀穂 ﾇﾏｵ ｷﾎ 西武台千葉高校 棄権 



(3) 男子 5km 一般の部総合順位

   1 位 169 南出 大伸 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ 木下グループ 52分29秒13 

   2 位 153 和田 大梧 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 日本体育大学 52分30秒53 

   3 位 152 秦 隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 日本体育大学 52分34秒23 

   4 位 163 綿貫 海斗 ﾜﾀﾇｷ ｶｲﾄ 日本体育大学 52分34秒56 

   5 位 175 平井 康翔 ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ SBI 52分51秒65 

   6 位 174 宮本 陽輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ 53分22秒00 

   7 位 164 山本 隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 日本体育大学 56分34秒77 

   8 位 158 千代 真道 ﾁｼﾛ ﾏｻﾐﾁ 東京都/明治大学 56分36秒86 

   9 位 161 本庄 智貴 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ 東京都/明治大学 57分04秒36 

  10 位 149 日比 俊吾 ﾋﾋﾞ ｼｭﾝｺﾞ 日大豊山高校 57分29秒67 

  11 位 173 鮫島 渓太 ｻﾒｼﾏ ｹｲﾀ 武蔵野銀行 57分34秒12 

  12 位 155 小林 陸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ アクラブ藤沢 57分38秒37 

  13 位 156 宮澤 渓 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 58分04秒53 

  14 位 118 ファウラー 快留 ﾌｧｳﾗｰ ｶｲﾙ 春日部共栄高校 58分39秒42 

  15 位 159 内山 拓海 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ 日本体育大学 59分03秒24 

  16 位 160 中西 秀一朗 ﾅｶﾆｼ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 慶應義塾大学 59分04秒40 

  17 位 157 井元 秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 東京都/明治大学 59分51秒96 

  18 位 162 芝本 新里 ｼﾊﾞﾓﾄ ｱｻﾄ 慶應義塾大学 1時間00分59秒03 

  19 位 154 小澤 雄二郎 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ アクラブ藤沢 1時間02分14秒21 

  20 位 129 佐々木 博康 ｻｻｷ ﾋﾛﾔｽ 春日部共栄高校 1時間02分34秒73 

  21 位 127 橋本 瑛輝 ﾊｼﾓﾄ ｴｲｷ 東京SC 1時間03分34秒41 

  22 位 267 妹尾 信一 ｾﾉｵ ｼﾝｲﾁ 1時間03分34秒83 

  23 位 167 平林 大樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ もりもりもりもり 1時間03分56秒68 

  24 位 242 杉沢 毅志 ｽｷﾞｻﾜ ﾀｶｼ ＪＦＥ京浜 1時間04分43秒37 

  25 位 117 齋藤 直央翔 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾄ 西武台千葉高校 1時間05分47秒07 

  26 位 205 小林 茂久 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾋｻ 池上SC 1時間05分56秒04 

  27 位 248 Frank van Rooyen Frank van Rooyen 1時間06分15秒30 

  28 位 178 溝口 直生 ﾐｿﾞｸﾁ ﾅｵﾀｶ 1時間09分00秒46 

  29 位 112 小林 嶺臣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ SPﾎｳﾄｸ金沢 1時間09分27秒94 

  30 位 165 小林 慶 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 1時間09分29秒86 

  31 位 134 細井 健司 ホソイ タケシ 市川学園高校 1時間09分32秒91 

  32 位 219 高橋 公正 ﾀｶﾊｼ ｷﾐﾏｻ ちーむなつ 1時間11分08秒47 

  33 位 170 笠原 敬太 ｶｻﾊﾗ ｹｲﾀ 1時間11分25秒87 

  34 位 254 漆山 明 ｳﾙｼﾔﾏ ｱｷﾗ レッドホエールズ 1時間11分26秒59 

  35 位 145 鶴薗 修人 ﾂﾙｿﾞﾉ ｼｭｳﾄ 高校葉山A 1時間11分31秒93 

  36 位 111 岩澤 大翔 ｲﾜｻﾜ ﾀｲｶﾞ 1時間11分47秒95 

  37 位 192 倉本 鎮 ｸﾗﾓﾄ ﾏﾓﾙ レッドホエールズ 1時間11分48秒48 

  38 位 138 大富 雄斗 ｵｵﾄﾐ ﾕｳﾄ 市川学園高校 1時間11分52秒10 

  39 位 194 中村 修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ はなすい 1時間11分59秒52 

  40 位 146 中島 佑一 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 高校葉山A 1時間12分20秒99 

  41 位 147 矢沢 壮志 ﾔｻﾞﾜ ｿｳｼ 高校葉山A 1時間12分54秒92 

  42 位 195 山本 耕市 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ 1時間13分19秒49 

  43 位 136 野間 荘志 ﾉﾏ ｿｳｼ 市川学園高校 1時間13分29秒04 



(3) 男子 5km 一般の部総合順位

  44 位 259 高尾 克則 ﾀｶｵ ｶﾂﾉﾘ 葉水会 1時間13分38秒09 

  45 位 251 林 衛 ﾊﾔｼ ﾏﾓﾙ 1時間14分03秒05 

  46 位 284 新井 茂夫 ｱﾗｲ ｼｹﾞｵ 両国きんぎょ 1時間14分29秒53 

  47 位 144 永井 響 ﾅｶﾞｲ ｷｮｳ 高校葉山A 1時間15分01秒73 

  48 位 166 藤川 健太朗 ﾌｼﾞｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ もりもりもりもり 1時間15分03秒63 

  49 位 128 大内 晃太郞 ｵｵｳﾁ ｺｳﾀﾛｳ 市川学園高校 1時間15分09秒03 

  50 位 184 山田 肇 ﾔﾏﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ オーシャンナビ 1時間15分45秒49 

  51 位 230 瀬戸 学 ｾﾄ ｻﾄﾙ 1時間16分16秒74 

  52 位 212 丸田 寛之 ﾏﾙﾀ ﾋﾛﾕｷ 1時間17分32秒92 

  53 位 240 竹内 勝己 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾙ M・トライ 1時間17分36秒63 

  54 位 275 若島 健二 ﾜｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ 1時間18分02秒90 

  55 位 229 高橋 太 ﾀｶﾊｼ ﾌﾄｼ L.S.C 1時間18分09秒53 

  56 位 208 井上 勝弥 ｲﾉｳｴ ｶﾂﾔ 1時間18分14秒80 

  57 位 180 杉田 真紀 ｽｷﾞﾀ ﾏｻｷ アザラシ 1時間18分20秒23 

  58 位 191 掛水 義博 ｶｹﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾛ Fox swim 1時間18分20秒60 

  59 位 176 北谷 友嵩 ｷﾀﾀﾞﾆ ﾄﾓﾀｶ AQUA 1時間18分27秒30 

  60 位 224 太田 智久 ｵｵﾀ ﾄﾓﾋｻ 1時間18分34秒66 

  61 位 150 下出 起也 ｼﾓｲﾃﾞ ﾀﾂﾔ 高校葉山B 1時間18分44秒55 

  62 位 207 関口 俊雄 ｾｷｸﾞﾁ ﾄｼｵ レッドホエールズ 1時間18分52秒05 

  63 位 292 星 雅文 ﾎｼ ﾏｻﾌﾐ SA小千谷 1時間19分01秒26 

  64 位 133 谷内 海公 ﾀﾆｳﾁ ｶｲｷ 西武台千葉高校 1時間19分18秒27 

  65 位 287 内藤 保雄 ﾅｲﾄｳ ﾔｽｵ JLD 1時間19分51秒92 

  66 位 185 小宮 朋之 ｺﾐﾔ ﾄﾓﾕｷ 1時間19分56秒00 

  67 位 228 志摩 英二 ｼﾏ ｴｲｼﾞ 1時間20分15秒91 

  68 位 244 鈴木 仁志 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 朝陽水泳会 1時間20分54秒29 

  69 位 250 岩崎 剛士 ｲﾜｻｷ ﾀｹｼ 1時間20分56秒64 

  70 位 257 塚本 幸治 ﾂｶﾓﾄ ﾕｷﾊﾙ 1時間21分20秒86 

  71 位 148 新保 拓巳 ｼﾝﾎﾞ ﾀｸﾐ 高校葉山B 1時間21分54秒53 

  72 位 196 高山 尚己 ﾀｶﾔﾏ ﾅｵｷ 1時間22分14秒75 

  73 位 277 藤井 和典 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ オーシャンナビ 1時間22分45秒75 

  74 位 217 岸田 謙三 ｷｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ ラプレム 1時間23分18秒95 

  75 位 273 池谷 千尋 ｲｹﾀﾆ ﾁﾋﾛ YSK 1時間23分28秒60 

  76 位 213 久保 拓 ｸﾎﾞ ﾀｸ フリッパー 1時間23分29秒77 

  77 位 279 松山 俊一 ﾏﾂﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ 1時間23分31秒48 

  78 位 264 大坪 隆 ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｶｼ 1時間23分49秒50 

  79 位 193 矢嶋 元 ﾔｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 1時間24分31秒39 

  80 位 270 宮 康弘 ﾐﾔ ﾔｽﾋﾛ レッドホエールズ 1時間24分35秒96 

  81 位 272 島田 達己 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾂﾐ 1時間24分52秒35 

  82 位 276 樋口 猛 ﾋｸﾞﾁ ﾀｹｼ 湘南湘泳会 1時間25分17秒17 

  83 位 241 高山 裕一 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 1時間25分51秒35 

  84 位 197 小岩 徹平 ｺｲﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 1時間25分57秒75 

  85 位 126 新保 直希 ｼﾝﾎﾞ ﾅｵｷ 高校葉山D 1時間26分05秒61 

  86 位 280 熊野 裕章 ｸﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 芋ロック 1時間26分10秒73 



(3) 男子 5km 一般の部総合順位

  87 位 203 竹中 康弘 ﾀｹﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 1時間26分38秒86 

  88 位 199 前島 淳 ﾏｴｼﾏ ｼﾞｭﾝ 1時間27分08秒23 

  89 位 232 長岡 光雄 ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾂｵ 初トラ部 1時間27分36秒61 

  90 位 125 鳥居 永悟 ﾄﾘｲ ｴｲｺﾞ 1時間27分42秒31 

  91 位 211 稲葉 真人 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾄ 1時間27分47秒33 

  92 位 143 山田 航太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 高校葉山B 1時間27分54秒73 

  93 位 252 橋本 良浩 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 1時間27分58秒53 

  94 位 168 山本 康平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 1時間28分03秒06 

  95 位 198 川島 隆伸 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾉﾌﾞ コナミ武蔵浦和 1時間28分08秒79 

  96 位 137 増田 浩人 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ 高校葉山C 1時間29分49秒62 

  97 位 140 野田 稜雅 ﾉﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 高校葉山C 1時間29分50秒38 

  98 位 142 中島 崇雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｵ 高校葉山D 1時間29分50秒75 

  99 位 139 古川 清崇 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾀｶ 高校葉山C 1時間30分07秒10 

 100 位 249 大竹 宏明 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｱｷ 1時間30分13秒78 

 101 位 121 足立 大河 ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 高校葉山D 1時間30分55秒10 

 102 位 141 吉崎 駿人 ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 高校葉山C 1時間31分08秒88 

 103 位 282 青柳 努 ｱｵﾔｷﾞ ﾂﾄﾑ 葉水会 1時間31分35秒48 

 104 位 247 浅利 長武 ｱｻﾘ ｵｻﾑ 完泳ご褒美 1時間31分39秒19 

 105 位 183 家頭 恵 ﾔｶﾞｼﾗ ｹｲ 1時間32分09秒07 

 106 位 220 平井 淳也 ﾋﾗｲ ｼﾞｭﾝﾔ アクシー中央 1時間32分17秒84 

 107 位 245 Jeff Loucks Jeff Loucks 1時間33分14秒69 

 108 位 239 原田 真宏 harada naohiro 初トラ 1時間33分24秒20 

 109 位 171 石戸 雄太 ｲｼﾄ ﾕｳﾀ ロングスイマーズ 1時間33分48秒13 

 110 位 188 皆川 貴行 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 1時間34分01秒92 

 111 位 200 宮本 大介 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 1時間34分14秒37 

 112 位 225 鎌田 淳 ｶﾏﾀ ｱﾂｼ たまプラSRC 1時間34分15秒35 

 113 位 278 石崎 仁司 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾄｼ 1時間34分54秒46 

 114 位 130 青木 瑞季 ｱｵｷ ﾐｽﾞｷ 1時間35分23秒53 

 115 位 189 山下 博司 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ 1時間35分28秒49 

 116 位 233 木村 明王 ｷﾑﾗ ｱｷｵ 1時間35分31秒15 

 117 位 238 小川 泰彦 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋｺ スポアカ新城 1時間35分41秒85 

 118 位 256 齋藤 靖 ｻｲﾄｳ ﾔｽｼ 葉水会 1時間36分14秒64 

 119 位 209 牧野 直也 ﾏｷﾉ ﾅｵﾔ レッドホエールズ 1時間36分22秒62 

 120 位 214 小島 徹也 ｺｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ 1時間36分42秒06 

 121 位 291 徳山 一 ﾄｸﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 千代田走友会 1時間36分56秒68 

 122 位 231 澤幡 実成 ｻﾜﾊﾀ ﾐﾅﾘ 1時間37分12秒65 

 123 位 222 浅田 角郎 ｱｻﾀﾞ ｶｸﾛｳ AGスイマー 1時間37分29秒39 

 124 位 295 阿久津 広海 ｱｸﾂ ﾋﾛﾐ 高崎水泳協会 1時間37分43秒23 

 125 位 114 宇佐見 颯士 ｳｻﾐ ﾊﾔﾄ 1時間37分45秒13 

 126 位 263 大竹 高広 ｵｵﾀｹ ﾀｶﾋﾛ 1時間37分59秒35 

 127 位 201 Kuroiwa Taichiro ｸﾛｲﾜ ﾀｲﾁﾛｳ Team 升吉 1時間38分34秒46 

 128 位 271 田中 宏房 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾌｻ 1時間39分52秒10 

 129 位 223 渡辺 孝志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 1時間41分01秒65 



(3) 男子 5km 一般の部総合順位

 130 位 218 西川 尚希 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ ニシグレ 1時間41分08秒04 

 131 位 204 小川 和宏 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 1時間41分38秒91 

 132 位 260 大沼 雅史 ｵｵﾇﾏ ﾏｻｼ チームまちゃ 1時間41分39秒32 

 133 位 181 江原 正義 ｴﾊﾞﾗ ﾏｻﾖｼ 1時間42分41秒95 

 134 位 186 峰 武史 ﾐﾈ ﾀｹｼ 1時間42分53秒85 

 135 位 182 高橋 悟 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 1時間43分31秒38 

 136 位 290 大波 久男 ｵｵﾅﾐ ﾋｻｵ 1時間44分12秒52 

 137 位 234 鈴木 実 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ 1時間44分32秒50 

 138 位 243 新山 正人 ｱﾗﾔﾏ ﾏｻﾄ 1時間45分27秒91 

 139 位 131 加藤 怜 ｶﾄｳ ﾚｲ 1時間45分33秒70 

 140 位 261 荻野 晶之 ｵｷﾞﾉ ﾏｻﾕｷ チームバラクロ 1時間45分37秒44 

 141 位 119 中尾 謙吾 ﾅｶｵ ｹﾝｺﾞ 1時間45分48秒92 

 142 位 115 吉松 慧人 ﾖｼﾏﾂ ｹｲﾄ 高校葉山D 1時間45分51秒02 

 143 位 268 塚田 哲治 ﾂｶﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ アンビシャス 1時間46分03秒71 

 144 位 253 木村 保 ｷﾑﾗ ﾀﾓﾂ 戸田市水泳連盟 1時間46分06秒72 

 145 位 288 奥村 清 ｵｸﾑﾗ ｷﾖｼ 1時間46分35秒41 

 146 位 132 前田 結人 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲﾄ 1時間46分58秒07 

 147 位 135 溝部 凌生 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾘｮｳ 1時間47分05秒50 

 148 位 124 大戸 豪 ｵｵﾄ ｺﾞｳ 1時間47分08秒96 

 149 位 206 石塚 貴将 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾏｻ 1時間47分52秒56 

 150 位 269 国分 孝一 ｺｸﾌﾞﾝ ｺｳｲﾁ 1時間47分56秒49 

 151 位 177 石島 健 ｲｼｼﾞﾏ ｹﾝ Ever Run 1時間48分01秒71 

 152 位 294 島 晃 ｼﾏ ｱｷﾗ オーシャンナビ 1時間48分44秒13 

 153 位 221 林 宏昭 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ ＭＴ 1時間49分36秒52 

 154 位 258 中村 薫 ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾙ 1時間49分37秒85 

 155 位 262 荒井 宏巳 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ アクラブ八王子 1時間49分46秒42 

 156 位 283 山鹿 毅 ﾔﾏｶﾞ ﾀｹｼ タケチャンマン 1時間50分15秒11 

 157 位 281 苅込 希 ｶﾘｺﾐ ﾉｿﾞﾐ 井口小SC 1時間50分39秒66 

 158 位 255 桑原 恒幸 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾂﾈﾕｷ TK 1時間51分07秒34 

 159 位 274 堀内 浩司 ﾎﾘｳﾁ ｺｳｼﾞ 1時間51分33秒44 

 160 位 297 平柳 三郎 ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 1時間52分29秒79 

 161 位 172 小林 丈浩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 1時間54分13秒65 

 162 位 266 大塚 義一 ｵｵﾂｶ ﾉﾘｶｽﾞ 1時間56分55秒03 

 163 位 235 齋藤 大 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾙ 新鎌楽泳会 1時間57分24秒33 

 164 位 226 平田 国治 ﾋﾗﾀ ｸﾆﾊﾙ 1時間57分42秒26 

 OTL  210 青木 健 ｱｵｷ ｹﾝ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  216 後藤 順一 ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ JTU山梨 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  265 小林 聡 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 初トラ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  293 丸 誠一郎 ﾏﾙ ｾｲｲﾁﾛｳ オーシャンナビ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  296 齊藤 重義 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾖｼ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 DNF  113 江口 浩 ｴｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 途中棄権 

 DNF  120 根本 颯大 ﾈﾓﾄ ｿｳﾀ 途中棄権 

 DNF  202 岡村 平和 ｵｶﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ レッドホエールズ 途中棄権 



(3) 男子 5km 一般の部総合順位

 DNF  215 西田 聡 ﾆｼﾀﾞ ｻﾄｼ 途中棄権 

 DNF  286 小暮 泰美 ｺｸﾞﾚ ﾔｽﾐ グレ 途中棄権 

 DNS  116 木村 豪 ｷﾑﾗ ｺﾞｳ 棄権 

 DNS  122 高須賀 光太 ﾀｶｽｶﾞ ｺｳﾀ 棄権 

 DNS  123 青木 俊作 ｱｵｷ ｼｭﾝｻｸ 棄権 

 DNS  151 三好 優輝 ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 高校葉山B 棄権 

 DNS  179 齋藤 晃 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ チームケンズ 棄権 

 DNS  187 沼田 謙太郎 ﾇﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 棄権 

 DNS  190 石井 宏和 ｲｼｲ ﾋﾛｶｽﾞ 棄権 

 DNS  227 児島 堅志 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ センターコース 棄権 

 DNS  236 芹澤 洋一 ｾﾘｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ Lapulem 棄権 

 DNS  237 井踏 一紀 ｲﾌﾞﾐ ｶｽﾞﾉﾘ termドブ川 棄権 

 DNS  246 本望 洋 ﾎﾝﾓｳ ﾋﾛｼ 棄権 

 DNS  289 渡部 正彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋｺ 海人くらぶ 棄権 



(4) 女子 5km 一般の部総合順位

   1 位 314 森山 幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ SWANS 56分32秒78 

   2 位 317 福島 美里 ﾌｸｼﾏ ﾐｻﾄ ATSC.YW 57分37秒09 

   3 位 316 松下 彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ 田園SS 57分41秒79 

   4 位 308 小池 優媛 ｺｲｹ ﾕｴﾝ 日本体育大学 57分42秒37 

   5 位 310 藤 優実 ﾄｳ ﾕﾐ 日本体育大学 58分08秒32 

   6 位 315 冨井 星河 ﾄﾐｲ ｾｲｶ アクアティック 58分22秒62 

   7 位 307 岩見 きらり ｲﾜﾐ ｷﾗﾘ 日本体育大学 1時間03分02秒13 

   8 位 311 安部 夏帆 ｱﾍﾞ ﾅﾂﾎ SPﾎｳﾄｸ金沢 1時間03分19秒71 

   9 位 306 千葉 結衣子 ﾁﾊﾞ ﾕｲｺ 盛岡体協ＳＣ 1時間05分39秒35 

  10 位 313 竹内 愛 ﾀｹｳﾁ ｱｲ もりもりもりもり 1時間08分19秒18 

  11 位 309 モラン アリス ﾓﾗﾝ ｱﾘｽ 1時間09分35秒75 

  12 位 324 山口 綾乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 横浜サクラ 1時間09分50秒87 

  13 位 302 守谷 希波 ﾓﾘﾔ ﾉﾉﾊ mede鯛 1時間10分48秒42 

  14 位 301 山本 衣良 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 1時間10分52秒02 

  15 位 305 近藤 小夏 ｺﾝﾄﾞｳ ｺﾅﾂ 1時間11分14秒35 

  16 位 312 小保方 咲帆 ｵﾎﾞｶﾀ ｻｷﾎ もりもりもりもり 1時間11分17秒82 

  17 位 320 髙倉 和恵 ﾀｶｸﾗ ｶｽﾞｴ 1時間12分49秒81 

  18 位 326 鈴木 百合子 ｽｽﾞｷ ﾕﾘｺ 1時間14分03秒89 

  19 位 325 岩田 文 ｲﾜﾀ ｱﾔ 1時間15分54秒88 

  20 位 321 矢嶋 わか菜 ﾔｼﾞﾏ ﾜｶﾅ 1時間17分12秒16 

  21 位 346 山田 忍 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 1時間17分47秒15 

  22 位 344 真野 和美 ﾏﾉ ｶｽﾞﾐ 1時間18分19秒05 

  23 位 337 鎌田 綾子 ｶﾏﾀ ｱﾔｺ たまプラSRC 1時間20分59秒82 

  24 位 334 平田 加津代 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾖ 1時間21分09秒80 

  25 位 338 片岡 早苗 ｶﾀｵｶ ｻﾅｴ 1時間22分14秒19 

  26 位 333 山口 若菜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾜｶﾅ レッドホエールズ 1時間22分27秒68 

  27 位 331 新出 亜希子 ﾆｲﾃﾞ ｱｷｺ 1時間23分39秒39 

  28 位 304 荒井 菜々子 アライ ナナコ 西武台千葉高校 1時間24分40秒19 

  29 位 349 島 悦子 ｼﾏ ｴﾂｺ オーシャンナビ 1時間24分57秒59 

  30 位 323 間藤 里絵 ﾏﾄｳ ｻﾄｴ 1時間25分00秒76 

  31 位 329 西川 由美子 ﾆｼｶﾜ ﾕﾐｺ ニシグレ 1時間25分55秒55 

  32 位 327 越智 博美 ｵﾁ ﾋﾛﾐ 1時間31分33秒07 

  33 位 318 松井 佳菜絵 ﾏﾂｲ ｶﾅｴ 1時間31分52秒74 

  34 位 350 吉田 智江 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｴ バラクロ 1時間32分40秒57 

  35 位 341 古田 志乃雅 ﾌﾙﾀ ｼﾉｶ 1時間33分32秒01 

  36 位 351 霜重 繁子 ｼﾓｼﾞｭｳ ｼｹﾞｺ 1時間33分34秒31 

  37 位 345 松木 まゆみ ﾏﾂｷ ﾏﾕﾐ アクラブ 1時間33分35秒41 

  38 位 322 峯岸 希美 ﾐﾈｷﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 1時間35分17秒88 

  39 位 342 森田 直美 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾐ コナミ武蔵浦和 1時間37分30秒44 

  40 位 328 中澤 久美子 ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐｺ 1時間38分00秒11 

  41 位 352 臼倉 晶子 ｳｽｸﾗ ｱｷｺ スイミーズ 1時間39分13秒60 

  42 位 319 井上 加奈子 ｲﾉｳｴ ｶﾅｺ 1時間39分18秒63 

  43 位 330 熊谷 みやび ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾔﾋﾞ 1時間44分51秒16 



(4) 女子 5km 一般の部総合順位

  44 位 347 五十嵐 明美 ｲｶﾞﾗｼ ｱｹﾐ シーモンキー 1時間45分33秒07 

  45 位 339 幸田 夕紀 ｺｳﾀﾞ ﾕｷ 1時間46分51秒08 

  46 位 343 竹下 京子 ﾀｹｼﾀ ｷｮｳｺ 1時間53分09秒09 

  47 位 348 増子 保子 ﾏｽｺ ﾔｽｺ うさちゃん 1時間56分02秒99 

  48 位 335 木島 歌織 ｷｼﾞﾏ ｶｵﾘ Knights 1時間57分12秒16 

  49 位 336 小川 ゆみ ｵｶﾞﾜ ﾕﾐ TNN 1時間58分54秒60 

 DNS  303 髙橋 南子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｺ 棄権 

 DNS  332 Lesa Thompson Lesa Thompson 棄権 

 DNS  340 中山 輝美 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾙﾐ 棄権 



(5) 男子 1km総合順位

   1 位 405 藤澤 知輝 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓｷ 成田高校 13分24秒61 

   2 位 420 三浦 研 ﾐｳﾗ ｹﾝ 13分29秒79 

   3 位 406 市川 樹莉也 ｲﾁｶﾜ ｼﾞｭﾘﾔ 成田高校 14分05秒98 

   4 位 403 中條 樹 ﾅｶｼﾞｮｳ ｲﾂｷ SOMPO水泳部 14分31秒33 

   5 位 425 荒木 大輔 ｱﾗｷ ﾀﾞｲｽｹ NASおゆみ野 15分00秒19 

   6 位 427 釜池 雄高 ｶﾏｲｹ ﾕﾀｶ チーム堀井 15分04秒85 

   7 位 448 梁 賢 ﾘｮｳ ｹﾝ T.S.V. 15分27秒67 

   8 位 408 宮崎 文平 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ 15分38秒20 

   9 位 409 長門 祐太 ﾅｶﾞﾄ ﾕｳﾀ 15分57秒05 

  10 位 407 川島 淳 ｶﾜｼﾏ ｼﾞｭﾝ TOSS 16分00秒53 

  11 位 475 ｳﾞｧﾝﾌｰﾗ ｶｰﾃｲｽ ｳﾞｧﾝﾌｰﾗ ｶｰﾃｲｽ ムラサキスポーツ 16分14秒48 

  12 位 429 木村 直行 ｷﾑﾗ ﾅｵﾕｷ しげおーず 16分15秒78 

  13 位 404 山田 悠翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 西武台千葉高校 16分17秒92 

  14 位 472 山本 広史 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ わーらーるー 16分19秒04 

  15 位 417 庄司 健 ｼｮｳｼﾞ ﾀｹｼ SmileofA 16分30秒45 

  16 位 470 大槻 正明 ｵｵﾂｷ ﾏｻｱｷ J&S保険 16分35秒36 

  17 位 450 星野 浩一 ﾎｼﾉ ｺｳｲﾁ ウィンズVC 16分36秒86 

  18 位 443 岩崎 信治 ｲﾜｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 三井不動産水泳部 16分48秒46 

  19 位 455 川嶋 清威 ｶﾜｼﾏ ｷﾖﾀｹ TOSS 16分50秒96 

  20 位 482 児玉 憲男 ｺﾀﾞﾏ ﾉﾘｵ 17分17秒90 

  21 位 411 中村 直樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 17分57秒86 

  22 位 437 西村 太郎 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾛｳ はなすい 18分04秒53 

  23 位 414 岩田 裕之 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ 三井不動産水泳部 18分09秒20 

  24 位 435 熊倉 成 ｸﾏｸﾗ ｾｲ レッドホエールズ 18分11秒04 

  25 位 413 錦織 新悟 ﾆｼｷｵﾘ ｼﾝｺﾞ 18分18秒64 

  26 位 430 鈴木 隆彦 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋｺ 18分21秒23 

  27 位 454 金指 正太郎 ｶﾅｻﾞｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 18分39秒46 

  28 位 441 関本 純也 ｾｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ NST 18分40秒52 

  29 位 444 溝口 隆郎 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶｵ 18分43秒46 

  30 位 434 酒井 敦 ｻｶｲ ｱﾂｼ アクラブ稲城 19分15秒19 

  31 位 440 中嶋 大介 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 三井不動産水泳部 19分18秒90 

  32 位 445 原田 秀一 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 19分24秒84 

  33 位 447 八木 博敬 ﾔｷﾞ ﾋﾛﾀｶ TEAMNAMI 19分26秒35 

  34 位 458 片岡 健二 ｶﾀｵｶ ｹﾝｼﾞ L.S.C 19分34秒16 

  35 位 460 五十嵐 久住 ｲｶﾞﾗｼ ﾋｻｽﾞﾐ 19分35秒45 

  36 位 410 鰭岡 大樹 ﾋﾚｵｶ ﾀﾞｲｷ 三井不動産水泳部 19分36秒75 

  37 位 446 坂口 友宏 ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ チームナミ 19分39秒19 

  38 位 679 石川 裕一 ｲｼｶﾜ ﾕｳｲﾁ 粋泳会 19分40秒64 

  39 位 402 鹿子 純 ｶﾉｺ ｼﾞｭﾝ 19分59秒37 

  40 位 438 高島 徹 ﾀｶｼﾏ ﾄｵﾙ 20分01秒99 

  41 位 491 山本 武 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ レッドホエールズ 20分15秒02 

  42 位 486 河村 清伸 ｶﾜﾑﾗ ｷﾖﾉﾌﾞ 葉水会 20分17秒03 

  43 位 479 矢向 誠 ﾔｺｳ ﾏｺﾄ 朝陽水泳会 20分19秒94 



(5) 男子 1km総合順位

  44 位 423 高橋 洋介 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ 20分30秒28 

  45 位 442 山岸 喜一郎 ﾔﾏｷﾞｼ ｷｲﾁﾛｳ 20分59秒29 

  46 位 490 長嶋 幸次 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳｼﾞ 21分01秒64 

  47 位 487 高瀬 博道 ﾀｶｾ ﾋﾛﾐﾁ 葉水会 21分27秒60 

  48 位 465 忍澤 成視 ｵｼｻﾞﾜ ﾅﾙﾐ mimi市原 21分33秒92 

  49 位 477 寺嶋 康浩 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 粋泳会 21分36秒42 

  50 位 468 男全 正憲 ｵﾏﾀ ﾏｻﾉﾘ J&S保険 21分38秒83 

  51 位 476 渡邉 喜夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｵ 21分49秒51 

  52 位 492 増田 利夫 ﾏｽﾀﾞ ﾄｼｵ 海自OB 21分58秒43 

  53 位 489 廣町 利一 ﾋﾛﾏﾁ ﾄｼｶｽﾞ 22分08秒13 

  54 位 436 夏村 一平 ﾅﾂﾑﾗ ｲｯﾍﾟｲ 22分26秒12 

  55 位 451 遠山 仁 ﾄｵﾔﾏ ﾋﾄｼ 22分46秒18 

  56 位 457 茅島 章裕 ｶﾔｼﾏ ｱｷﾋﾛ 22分58秒81 

  57 位 453 北村 茂樹 ｷﾀﾑﾗ ｼｹﾞｷ 23分18秒36 

  58 位 484 箕輪田 隆 ﾐﾉﾜﾀﾞ ﾀｶｼ J&S保険 23分20秒85 

  59 位 467 堀越 義雄 ﾎﾘｺｼ ﾖｼｵ 三井不動産水泳部 23分24秒10 

  60 位 452 北見 一弘 ｷﾀﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 23分28秒08 

  61 位 416 羽澄 恭一 ﾊｽﾞﾐ ｷｮｳｲﾁ 三井不動産水泳部 23分44秒75 

  62 位 439 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ こばやん 23分47秒77 

  63 位 449 松浦 久義 ﾏﾂｳﾗ ﾋｻﾖｼ チームナミ 23分59秒95 

  64 位 473 大森 茂 ｵｵﾓﾘ ｼｹﾞﾙ 24分05秒47 

  65 位 424 鈴木 健郎 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ はなすい 24分09秒03 

  66 位 485 横田 清 ﾖｺﾀ ｷﾖｼ 24分28秒97 

  67 位 481 江崎 裕之 ｴｻｷ ﾋﾛﾕｷ バラクロオーシャ 24分38秒37 

  68 位 480 八木下 貞 ﾔｷﾞｼﾀ ﾀﾀﾞｼ のんびりsw 24分42秒21 

  69 位 401 松本 勝人 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄ 25分21秒57 

  70 位 461 澤 雅弘 ｻﾜ ﾏｻﾋﾛ SOMPO水泳部 25分32秒35 

  71 位 466 進 崇幸 ｽｽﾑ ﾀｶﾕｷ チームゴーズ 25分48秒91 

  72 位 426 許斐 氏元 ｺﾉﾐ ｳｼﾞﾓﾄ 25分51秒07 

  73 位 456 椎名 宏至 ｼｲﾅ ﾋﾛｼ 26分03秒34 

  74 位 463 堀井 正明 ﾎﾘｲ ﾏｻｱｷ チーム堀井 26分07秒05 

  75 位 488 屋敷 良介 ﾔｼｷ ﾘｮｳｽｹ レッドホエールズ 27分16秒91 

  76 位 428 鈴木 将貴 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾀｶ SOMPO水泳部 28分19秒64 

  77 位 431 富永 章夫 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾌﾐｵ 29分05秒48 

  78 位 483 松本 祐一 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｲﾁ e3 Fit 29分09秒12 

  79 位 469 加藤 滝一 ｶﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 29分31秒25 

  80 位 419 堀 勇人 ﾎﾘ ﾊﾔﾄ SOMPO水泳部 29分50秒44 

  81 位 471 近藤 泰正 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾏｻ 29分51秒46 

  82 位 478 城 治男 ｼﾛ ﾊﾙｵ はなすい 31分01秒64 

 DNS  412 植村 匡詞 ｳｴﾑﾗ ﾏｻｼ ポート 棄権 

 DNS  418 山本 宗孝 ﾔﾏﾓﾄ ﾑﾈﾀｶ 初心者1号 棄権 

 DNS  421 鐘ヶ江 良彦 ｶﾈｶﾞｴ ﾖｼﾋｺ 棄権 

 DNS  432 森 将樹 ﾓﾘ ﾏｻｷ SJNK 棄権 



(5) 男子 1km総合順位

 DNS  433 鎗田 哲夫 ﾔﾘﾀ ﾃﾂｵ 棄権 

 DNS  459 西田 敏彦 ﾆｼﾀﾞ ﾄｼﾋｺ バラクロ 棄権 

 DNS  462 浅井 速人 ｱｻｲ ﾊﾔﾄ 棄権 

 DNS  464 川崎 武夫 ｶﾜｻｷ ﾀｹｵ Foxswim 棄権 

 DNS  474 佐藤 義高 ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ 棄権 



(6) 女子 1km総合順位

   1 位 503 新谷 寧々 ｼﾝﾀﾆ ﾈﾈ 14分33秒59 

   2 位 502 花俣 和葉 ﾊﾅﾏﾀ ｶｽﾞﾊ まなかず 14分58秒27 

   3 位 504 金坂 真奈 ｶﾈｻｶ ﾏﾅ TOSS 16分12秒78 

   4 位 521 中村 純子 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ はなすい 16分25秒27 

   5 位 525 奥村 陽子 ｵｸﾑﾗ ﾖｳｺ 16分33秒47 

   6 位 513 深山 和美 ﾐﾔﾏ ｶｽﾞﾐ SmailofA 17分30秒68 

   7 位 512 大田 美樹 ｵｵﾀ ﾐｷ 17分45秒82 

   8 位 519 福泉 あゆみ ﾌｸｲｽﾞﾐ ｱﾕﾐ はなすい 18分26秒05 

   9 位 510 百瀬 弥生 ﾓﾓｾ ﾔﾖｲ はなすい 18分30秒38 

  10 位 534 福田 真由美 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾕﾐ 東京高田馬場組 18分38秒12 

  11 位 531 槇 玲子 ﾏｷ ﾚｲｺ 18分42秒09 

  12 位 553 大野 郁子 ｵｵﾉ ｲｸｺ JLD 18分45秒26 

  13 位 773 真渋 涼子 ﾏｼﾌﾞ ﾘｮｳｺ 18分52秒26 

  14 位 526 中條 史穂 ﾅｶｼﾞｮｳ ｼﾎ SOMPO水泳部 19分03秒88 

  15 位 529 松本 寿子 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻｺ 19分17秒31 

  16 位 554 萩原 美晴 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾊﾙ コナミ船堀 19分19秒63 

  17 位 522 駒形 昭子 ｺﾏｶﾞﾀ ｱｷｺ 朝陽水泳会 19分21秒32 

  18 位 527 佐野 彩知子 ｻﾉ ｻﾁｺ チームナミ 19分23秒85 

  19 位 501 新谷 天寧 ｼﾝﾀﾆ ｱﾏﾈ 19分32秒26 

  20 位 523 逸見 孝子 ﾍﾝﾐ ﾀｶｺ 三井不動産水泳部 19分47秒55 

  21 位 528 菅井 摩美 ｽｶﾞｲ ﾏﾐ コナミ西葛西 20分05秒80 

  22 位 520 栗原 春美 ｸﾘﾊﾗ ﾊﾙﾐ 海猿会 20分36秒83 

  23 位 543 山本 美千代 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾁﾖ 20分51秒95 

  24 位 552 高橋 直美 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ 21分41秒23 

  25 位 778 吉田 信子 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ 21分42秒73 

  26 位 532 立原 真由美 ﾀﾁﾊﾗ ﾏﾕﾐ コナミ船堀 21分44秒39 

  27 位 547 岡本 亜由美 ｵｶﾓﾄ ｱﾕﾐ 悠游 21分46秒99 

  28 位 550 工藤 久美子 ｸﾄﾞｳ ｸﾐｺ 悠遊 22分22秒47 

  29 位 516 高橋 圭 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 22分38秒14 

  30 位 535 若林 恵子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 23分12秒04 

  31 位 555 内藤 敦子 ﾅｲﾄｳ ｱﾂｺ JLD 23分23秒14 

  32 位 533 磯田 理恵 ｲｿﾀﾞ ﾘｴ 23分58秒30 

  33 位 544 佐藤 富美 ｻﾄｳ ﾌﾐ 24分02秒38 

  34 位 538 林 ゆりえ ﾊﾔｼ ﾕﾘｴ 24分04秒09 

  35 位 537 齋藤 美奈子 ｻｲﾄｳ ﾐﾅｺ 葉水会 24分07秒28 

  36 位 549 山之内 真理 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘ 24分11秒52 

  37 位 524 津田 光絵 ﾂﾀﾞ ﾐﾂｴ 24分33秒24 

  38 位 556 濱中 浩子 ﾊﾏﾅｶ ﾋﾛｺ AGスイマーズ 24分41秒52 

  39 位 541 山本 由里子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｺ わーらーるー 25分15秒51 

  40 位 514 中山 早苗 ﾅｶﾔﾏ ｻﾅｴ チームKON'S 25分18秒82 

  41 位 518 小野田 結希 ｵﾉﾀﾞ ﾕｳｷ 25分29秒32 

  42 位 509 近藤 由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ SOMPO水泳部 25分31秒01 

  43 位 551 三浦 康子 ﾐｳﾗ ﾔｽｺ J&S保険 25分36秒76 



(6) 女子 1km総合順位

  44 位 542 赤坂 映子 ｱｶｻｶ ｴｲｺ 25分53秒46 

  45 位 559 西田 一江 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｴ 26分01秒19 

  46 位 539 福田 美和 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾜ 26分09秒61 

  47 位 506 塚田 美咲 ﾂｶﾀﾞ ﾐｻｷ アンビシャス 26分12秒12 

  48 位 557 加藤 眞知子 ｶﾄｳ ﾏﾁｺ オフィス・ジョイ 27分17秒64 

  49 位 558 鶴岡 充代 ﾂﾙｵｶ ﾐﾁﾖ ルネサンスノダ 27分59秒32 

  50 位 545 鎌形 麻里 ｶﾏｶﾞﾀ ﾏﾘ コナミ船堀 28分29秒04 

  51 位 546 刀禰 浩美 ﾄﾈ ﾋﾛﾐ 29分30秒14 

  52 位 507 近藤 有 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 29分52秒44 

  53 位 508 武藤 圭 ﾑﾄｳ ｹｲ 29分56秒09 

 DNS  505 岡本 茉優 ｵｶﾓﾄ ﾏﾕ 悠游 棄権 

 DNS  511 家頭 千尋 ﾔｶﾞｼﾗ ﾁﾋﾛ 棄権 

 DNS  515 三浦 浩美 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾐ 西葛西コナミ 棄権 

 DNS  517 見潮 香織 ﾐｼｵ ｶｵﾘ 棄権 

 DNS  530 新井 孝子 ｱﾗｲ ﾀｶｺ 棄権 

 DNS  536 一ノ関 亜紀 ｲﾁﾉｾｷ ｱｷ スイミー 棄権 

 DNS  540 鈴木 のり ｽｽﾞｷ ﾉﾘ セントラルポート 棄権 

 DNS  548 田村 奈保美 ﾀﾑﾗ ﾅｵﾐ 棄権 



(7) 1km ペアスイム総合順位

   1 位 のほほん’S 小林 千代未 志村 美奈子

921 19分56秒80 

   2 位 R&Y 木天 泰弘 木天 里彩子

913 22分00秒78 

   3 位 チーム堀井 関 芙美 関 博

917 22分05秒62 

   4 位 能天気！！ 磯部 由貴 津嶋 貴子 

916 24分36秒56 

   5 位 チームK 加藤 知子 加藤 政那

911 25分11秒93 

   6 位 最年少かんた5才 鈴木 浩太郎 鈴木 歓太

904 25分26秒18 

   7 位 Takuma 澤和 信二 中川 雅代

920 25分46秒84 

   8 位 チームK3 石田 勝 石田 智暉

905 25分58秒76 

   9 位 Anfang 大菊 美穂子 大菊 諭

918 27分11秒82 

  10 位 きたむら 北村 誠三 北村 志の助

909 28分53秒97 

  11 位 チーム俊郎 野澤 毅一郎 野澤 俊郎

910 28分57秒51 

  12 位 HiroHiro 岩井 宏樹 岩井 宏朋

903 30分05秒04 

  13 位 SON・東京 鶴見 愛 吉田 健司

912 31分52秒47 

  14 位 ハマモト 濱本 渚 濱本 泰子

915 32分20秒80 

  15 位 Unicorns 宮原 光興 宮原 大興

902 33分42秒87 



(7) 1km ペアスイム総合順位

  16 位 亮＆亮 海老原 亮大 綱嶋 亮

901 33分46秒45 

  17 位 行け！Sailfish！ 武田 亮利 武田 彩乃

908 38分24秒42 

  18 位 カシワザキ 柏崎 吉康 柏崎 奈々

906 38分26秒26 

  19 位 ロブスター 海老原 亜美 海老原 紀子

907 38分27秒06 

DNS 山猿 鈴木 圭亮 鈴木 忍

914 棄権 

DNS HALEIWAK 萩原 隆次郎 萩原 恵子

919 棄権 



(8) 男子 3km総合順位

   1 位 604 山崎 貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 38分33秒58 

   2 位 807 小島 幸太 ｺｼﾞﾏ ｺｳﾀ バタアシ人魚 43分41秒21 

   3 位 803 渋谷 満弘 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾂﾋﾛ スイミーズ 44分15秒97 

   4 位 632 martin henriksen martin henriksen 44分29秒15 

   5 位 801 溝口 直生 ﾐｿﾞｸﾁ ﾅｵﾀｶ 44分30秒35 

   6 位 808 工藤 龍 ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳ 44分47秒25 

   7 位 415 武部 竜也 ﾀｹﾍﾞ ﾘｮｳﾔ 45分03秒65 

   8 位 809 森澤 之善 ﾓﾘｻﾜ ﾕｷﾖｼ マーメイド 45分16秒87 

   9 位 605 清水 雄太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 45分22秒42 

  10 位 603 池田 諒 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ SOMPO水泳部 45分31秒27 

  11 位 422 林 辰典 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾉﾘ ピーウォッシュ 45分37秒10 

  12 位 802 牧野 充宣 ﾏｷﾉ ﾐﾂﾉﾌﾞ 45分59秒12 

  13 位 806 大森 一輝 ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞﾃﾙ マーメイド 50分44秒10 

  14 位 646 土居 誠司 ﾄﾞｲ ｾｲｼﾞ 50分45秒73 

  15 位 644 佐藤 忠高 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾀｶ 50分52秒92 

  16 位 710 内藤 保雄 ﾅｲﾄｳ ﾔｽｵ JLD 51分20秒10 

  17 位 706 薗部 康二 ｿﾉﾍﾞ ﾔｽｼﾞ JLD 51分22秒42 

  18 位 821 三浦 晃英 ﾐｳﾗ ｱｷﾋﾃﾞ 51分44秒15 

  19 位 627 平山 研朗 ﾋﾗﾔﾏ ｷﾖｱｷ 51分54秒95 

  20 位 817 岩瀬 清 ｲﾜｾ ｷﾖｼ 52分25秒68 

  21 位 816 清水 一秀 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ ルネサンス東伏見 52分35秒18 

  22 位 298 岩佐 善規 ｲﾜｻ ﾖｼﾉﾘ 53分01秒72 

  23 位 684 小林 進治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ 三井不動産水泳部 53分06秒73 

  24 位 665 山口 健一郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ 53分08秒99 

  25 位 813 永家 一徳 ﾅｶﾞｲｴ ｶｽﾞﾉﾘ 53分33秒34 

  26 位 712 大久保 裕二 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞ SOMPO水泳部 53分48秒31 

  27 位 818 川崎 武夫 ｶﾜｻｷ ﾀｹｵ Foxswim 53分49秒40 

  28 位 717 喜柳 俊幸 ｷﾔﾅｷﾞ ﾄｼﾕｷ 三井不動産水泳部 53分51秒53 

  29 位 652 田辺 聡 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 54分27秒76 

  30 位 669 栄井 貴之 ｻｶｲ ﾀｶﾕｷ SOMPO水泳部 54分35秒37 

  31 位 696 新倉 達郎 ﾆｲｸﾗ ﾀﾂｵ SOMPO水泳部 54分37秒16 

  32 位 811 槇平 龍宏 ﾏｷﾀﾞｲﾗ ﾀﾂﾋﾛ 54分39秒61 

  33 位 631 野上 真弥 ﾉｶﾞﾐ ﾏｻﾔｽ 54分58秒57 

  34 位 613 鈴木 英明 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ コナミ船堀 55分01秒97 

  35 位 715 曽根 敏樹 ｿﾈ ﾄｼｷ KFTT 55分03秒18 

  36 位 617 山田 拓生 ﾀﾏﾀﾞ ﾀｸｵ 55分21秒64 

  37 位 714 湯山 幸寛 ﾕﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 55分35秒32 

  38 位 678 細山 隆一郎 ﾎｿﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 55分50秒27 

  39 位 610 寺尾 章 ﾃﾗｵ ｱｷﾗ 55分59秒69 

  40 位 824 野上 新五 ﾉｶﾞﾐ ｼﾝｺﾞ 56分11秒08 

  41 位 667 植野 恵弘 ｳｴﾉ ﾖｼﾋﾛ 56分28秒84 

  42 位 688 石井 正之 ｲｼｲ ﾏｻﾕｷ 稲毛インター 56分30秒27 

  43 位 622 堀江 俊行 ﾎﾘｴ ﾄｼﾕｷ 勇泳邁進 56分47秒05 



(8) 男子 3km総合順位

  44 位 614 永田 朋之 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ 権藤体育学校 56分49秒50 

  45 位 708 辛島 邦宏 ｶﾗｼﾏ ｸﾆﾋﾛ 粋泳会 56分53秒63 

  46 位 702 鵜澤 修成 ｳｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 海猿会 56分57秒94 

  47 位 676 今若 恒幸 ｲﾏﾜｶ ﾂﾈﾕｷ NSAC 56分59秒15 

  48 位 611 山田 健太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 57分05秒85 

  49 位 716 加藤 邦夫 ｶﾄｳ ｸﾆｵ 57分11秒29 

  50 位 825 高下 利和 ﾀｶｼﾀ ﾄｼｶｽﾞ 57分14秒40 

  51 位 625 山中 浩司 ﾔﾏﾅｶ ｺｳｼﾞ 57分15秒88 

  52 位 685 青野 晴成 ｱｵﾉ ﾊﾙｼｹﾞ 57分18秒48 

  53 位 639 高橋 義典 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ ポプラ美容室 57分21秒82 

  54 位 664 渡邊 茂人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾄ 57分25秒31 

  55 位 660 小田 邦裕 ｵﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ 57分42秒07 

  56 位 690 石田 智裕 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 58分01秒65 

  57 位 647 鳥野見 泰嗣 ﾄﾘﾉﾐ ﾀｲｼﾞ 58分03秒11 

  58 位 686 鈴木 謙太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 58分08秒58 

  59 位 649 金村 博司 ｶﾅﾑﾗ ﾋﾛｼ 58分10秒00 

  60 位 699 石渡 喜夫 ｲｼﾜﾀﾘ ﾋｻｵ T.海パン刑事 58分15秒13 

  61 位 602 櫻井 湧士 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ 西武台千葉高校 58分16秒57 

  62 位 612 生出 力也 ｵｲﾃﾞ ﾘｷﾔ 58分38秒44 

  63 位 670 新井 智志 ｱﾗｲ ｻﾄｼ 小金井トラ連合 59分03秒14 

  64 位 815 福山 悟 ﾌｸﾔﾏ ｻﾄﾙ 59分47秒32 

  65 位 637 花田 悟 ﾊﾅﾀﾞ ｻﾄﾙ 59分49秒31 

  66 位 698 清水 達夫 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂｵ ケンズ 59分51秒84 

  67 位 619 高野 毅 ﾀｶﾉ ﾀｹｼ 59分59秒49 

  68 位 624 高橋 芳和 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｶｽﾞ 1時間00分01秒11 

  69 位 687 箕輪 渡 ﾐﾉﾜ ﾜﾀﾙ 1時間00分09秒23 

  70 位 682 丹下 智博 ﾀﾝｹﾞ ﾄﾓﾋﾛ 1時間00分21秒78 

  71 位 697 佐藤 政人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ おやしお 1時間00分24秒77 

  72 位 608 渡辺 正徳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ ゆうまいしん 1時間00分26秒75 

  73 位 703 中村 泰彦 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋｺ アクラブ 1時間00分34秒52 

  74 位 615 加賀沢 宗隆 ｶｶﾞｻﾜ ﾑﾈﾀｶ 1時間00分36秒58 

  75 位 653 川名 茂樹 ｶﾜﾅ ｼｹﾞｷ 1時間00分39秒57 

  76 位 640 関 浩兵 ｾｷ ｺｳﾍｲ JJ 1時間00分55秒66 

  77 位 641 藤田 守宏 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾘﾋﾛ 1時間01分16秒12 

  78 位 650 堀越 由忠 ﾎﾘｺｼ ﾖｼﾀﾀﾞ 彩湖ラファール 1時間01分36秒63 

  79 位 693 千種 潤也 ﾁｸﾞｻ ｼﾞｭﾝﾔ 葉水会 1時間01分39秒53 

  80 位 659 菊江 悟史 ｷｸｴ ｻﾄｼ 1時間01分42秒56 

  81 位 638 谷古宇 毅 ﾔｺｳ ﾀｹｼ 1時間01分43秒87 

  82 位 810 小林 正敏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄｼ 1時間01分46秒32 

  83 位 629 小久保 貴章 ｺｸﾎﾞ ﾀｶｱｷ 1時間01分48秒02 

  84 位 718 福岡 喜正 ﾌｸｵｶ ﾖｼﾏｻ 1時間01分50秒01 

  85 位 723 佐藤 孝尚 ｻﾄｳ ﾀｶﾅｵ NOWS 1時間02分05秒35 

  86 位 606 太田 康裕 ｵｵﾀ ﾔｽﾋﾛ 1時間02分08秒28 



(8) 男子 3km総合順位

  87 位 721 栗原 猛 ｸﾘﾊﾗ ﾀｹｼ 白浜楽泳クラブ 1時間02分53秒72 

  88 位 648 中村 東憲 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾉﾘ 1時間02分56秒23 

  89 位 681 大岸 幹 ｵｵｷﾞｼ ﾊｼﾞﾒ ちーむあじふらい 1時間03分23秒18 

  90 位 820 北川 英介 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｽｹ セントラル日吉 1時間03分37秒93 

  91 位 626 志摩 和範 ｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 1時間03分39秒99 

  92 位 651 濱田 訓平 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘﾋﾗ NEC/朝陽水泳 1時間03分43秒57 

  93 位 623 加藤 克典 ｶﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 1時間03分44秒73 

  94 位 658 寺内 康剛 ﾃﾗｳﾁ ﾔｽﾀｹ 1時間03分46秒18 

  95 位 661 土屋 孝文 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾌﾐ 1時間03分49秒17 

  96 位 819 酒井 光雄 ｻｶｲ ﾐﾂｵ 1時間03分50秒38 

  97 位 656 川野 敏彦 ｶﾜﾉ ﾄｼﾋｺ 牛池組 1時間03分51秒39 

  98 位 645 中橋 憲悟 ﾅｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ 1時間04分02秒81 

  99 位 671 福嶋 真理 ﾌｸｼﾏ ﾏｺﾄ 1時間04分26秒13 

 100 位 636 田中 成樹 ﾀﾅｶ ﾅﾙｷ Cﾄﾗ 1時間04分29秒19 

 101 位 701 佐藤 真治 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 彩湖疾風 1時間04分33秒85 

 102 位 704 平野 勝功 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾉﾘ チーム釣りばか 1時間04分50秒86 

 103 位 683 小川 順一 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1時間04分58秒54 

 104 位 673 川合 亮 ｶﾜｲ ｱｷﾗ 1時間05分00秒96 

 105 位 630 近藤 信 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ チームKON´S 1時間05分26秒50 

 106 位 719 佐藤 栄一 ｻﾄｳ ｴｲｲﾁ JLD 1時間05分51秒57 

 107 位 823 伊藤 昇 ｲﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ トータス 1時間07分40秒89 

 108 位 633 JASON CHRISTIE JASON CHRISTIE 1時間07分56秒92 

 109 位 635 松繁 卓哉 ﾏﾂｼｹﾞ ﾀｸﾔ ポメラニアンズ 1時間08分06秒22 

 110 位 720 澁谷 実 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾉﾙ 1時間08分48秒51 

 111 位 689 宮川 雅文 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ 1時間09分22秒47 

 112 位 601 小倉 仁 ｵｸﾞﾗ ｼﾞﾝ 井野小学校 1時間09分59秒50 

 113 位 805 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ こばやん 1時間10分01秒74 

 114 位 621 寺田 剛 ﾃﾗﾀﾞ ﾂﾖｼ コナミ船堀 1時間10分07秒42 

 115 位 700 横溝 英俊 ﾖｺﾐｿﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ nararun 1時間10分18秒99 

 116 位 655 八代 健正 ﾔｼﾛ ﾀｹﾏｻ SEA DAYS 1時間11分01秒33 

 117 位 680 岡本 信之 ｵｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 彩湖ラファール 1時間11分09秒40 

 118 位 695 竹内 慶幸 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾕｷ ＶＡＳ 1時間11分11秒70 

 119 位 666 杉田 弘幸 ｽｷﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ チームおっＴ 1時間11分31秒24 

 120 位 822 豊留 満 ﾄﾖﾄﾒ ﾐﾂﾙ スイミーズ 1時間13分21秒06 

 121 位 285 郷田 賢也 ｺﾞｳﾀﾞ ｹﾝﾔ 1時間13分23秒66 

 122 位 654 橋本 裕治 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 1時間13分25秒94 

 123 位 672 小林 譲治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳｼﾞ NSAC 1時間14分00秒64 

 124 位 662 新山 正人 ｱﾗﾔﾏ ﾏｻﾄ 1時間14分03秒35 

 125 位 607 磯田 真也 ｲｿﾀﾞ ｼﾝﾔ MIGHTY 1時間14分16秒83 

 126 位 674 岡田 誠 ｵｶﾀﾞ ﾏｺﾄ 1時間14分39秒55 

 127 位 707 一瀬 光廣 ｲﾁﾉｾ ﾐﾂﾋﾛ 1時間14分48秒69 

 128 位 812 齋藤 賢治 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 1時間16分12秒77 

 129 位 620 堀尾 順也 ﾎﾘｵ ｼﾞｭﾝﾔ 1時間16分16秒37 



(8) 男子 3km総合順位

 130 位 713 成清 優太郎 ﾅﾘｷﾖ ﾕｳﾀﾛｳ 1時間22分35秒63 

 131 位 692 梅本 和正 ｳﾒﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ L.S.C 1時間24分01秒25 

 132 位 694 石川 浩一 ｲｼｶﾜ ｺｳｲﾁ 1時間25分48秒58 

 133 位 711 浅野 泉 ｱｻﾉ ｲｽﾞﾐ K.UNITY 1時間27分10秒85 

 134 位 722 柴原 和可 ｼﾊﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ 横浜深谷泳友会 1時間28分24秒98 

 135 位 628 近藤 里有 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｳ 勇泳邁進 1時間31分24秒56 

 DNF  616 服部 正慎 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾉﾘ DSC公津 途中棄権 

 DNF  618 真田 英明 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 途中棄権 

 DNF  657 岡松 智嗣 ｵｶﾏﾂ ｻﾄｼ 途中棄権 

 DNF  814 井踏 一紀 ｲﾌﾞﾐ ｶｽﾞﾉﾘ termドブ川 途中棄権 

 DNS  609 齋藤 晃 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ チームケンズ 棄権 

 DNS  634 高橋 耕次 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 棄権 

 DNS  642 岩渕 一徳 ｲﾜﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 棄権 

 DNS  643 山本 祐紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 棄権 

 DNS  663 Jeff Loucks Jeff Loucks 棄権 

 DNS  668 関口 隆之 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ チームハナスイ 棄権 

 DNS  675 大谷 亮仁 ｵｵﾀﾆ ﾘｮｳｼﾞ 棄権 

 DNS  677 平田 真規則 ﾋﾗﾀ ﾏｷﾉﾘ kawauso 棄権 

 DNS  691 北村 征志 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｼ 棄権 

 DNS  705 市川 亨 ｲﾁｶﾜ ﾄｵﾙ チームイッチー 棄権 

 DNS  709 小川 潤 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ チーム Ocho 棄権 

 DNS  804 大川 明徳 ｵｵｶﾜ ｱｷﾉﾘ 協立医協同組合 棄権 



(9) 女子 3km総合順位

   1 位 740 松下 友美 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾐ 43分06秒71 

   2 位 731 花俣 愛葉 ﾊﾅﾏﾀ ﾏﾅﾊ まなかず 43分36秒96 

   3 位 738 大岸 恵 ｵｵｷﾞｼ ﾒｸﾞﾐ ちーむあじふらい 45分15秒25 

   4 位 835 堀 裕子 ﾎﾘ ﾕｳｺ くじらぐみ 45分32秒84 

   5 位 745 中村 順子 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 47分33秒25 

   6 位 833 萩原 友子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｺ コナミ船堀 48分08秒04 

   7 位 757 加藤 知子 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 48分09秒07 

   8 位 840 片岡 早苗 ｶﾀｵｶ ｻﾅｴ 51分06秒02 

   9 位 836 平田 加津代 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾖ 52分10秒48 

  10 位 755 小林 弘子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｺ 52分36秒56 

  11 位 761 長門 広華 ﾅｶﾞﾄ ﾋﾛｶ 52分51秒51 

  12 位 732 松村 千花 ﾏﾂﾑﾗ ﾁｶ 53分50秒42 

  13 位 767 多加谷 幸子 ﾀｶﾞﾔ ﾕｷｺ 54分16秒98 

  14 位 733 間藤 里絵 ﾏﾄｳ ｻﾄｴ 54分33秒97 

  15 位 739 大塚 容子 ｵｵﾂｶ ﾖｳｺ 三井不動産水泳部 56分41秒97 

  16 位 749 小林 順子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁｺ 56分48秒09 

  17 位 762 小澤 雅子 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｺ コナミ船堀 57分12秒14 

  18 位 765 吉田 君江 ﾖｼﾀﾞ ｷﾐｴ グリーン 57分13秒33 

  19 位 832 小林 真里子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｺ ルネサンス東伏見 57分23秒42 

  20 位 843 清澤 京子 ｷﾖｻﾜ ｷｮｳｺ スイミーズ 57分39秒58 

  21 位 779 齋藤 佳子 ｻｲﾄｳ ﾖｼｺ 57分40秒48 

  22 位 756 吉橋 久美子 ﾖｼﾊｼ ｸﾐｺ 58分22秒05 

  23 位 746 湯浅 愛子 ﾕｱｻ ｱｲｺ 59分34秒49 

  24 位 771 仲川 みどり ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ 悠遊 59分35秒99 

  25 位 742 金子 志のぶ ｶﾈｺ ｼﾉﾌﾞ 悠遊 59分38秒37 

  26 位 741 小倉 奈央子 ｵｸﾞﾗ ﾅｵｺ 1時間00分20秒58 

  27 位 775 田中 千恵子 ﾀﾅｶ ﾁｴｺ 1時間00分43秒38 

  28 位 839 酒井 美穂 ｻｶｲ ﾐﾎ 1時間00分51秒39 

  29 位 766 今井 浩子 ｲﾏｲ ﾋﾛｺ 1時間01分10秒19 

  30 位 772 井原 みゆき ｲﾊﾗ ﾐﾕｷ 悠遊 1時間01分40秒83 

  31 位 838 秋山 美奈子 ｱｷﾔﾏ ﾐﾅｺ 1時間01分58秒65 

  32 位 841 山本 美千代 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾁﾖ 1時間02分02秒67 

  33 位 770 冨岡 貴子 ﾄﾐｵｶ ﾀｶｺ 1時間02分11秒48 

  34 位 735 井堀 詩織 ｲﾎﾘ ｼｵﾘ 1時間03分02秒01 

  35 位 734 本村 理美 ﾓﾄﾑﾗ ｻﾄﾐ 1時間03分39秒02 

  36 位 831 小林 恭子 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｺ ＳＯＭＰＯ水泳部 1時間03分42秒42 

  37 位 774 石川 淑江 ｲｼｶﾜ ﾖｼｴ アクラブ 1時間04分14秒96 

  38 位 769 藤井 千鶴子 ﾌｼﾞｲ ﾁﾂﾞｺ 1時間04分16秒21 

  39 位 834 鎗田 直子 ﾔﾘﾀ ﾅｵｺ ポメラニアンズ 1時間04分17秒42 

  40 位 842 珍部 聡子 ﾁﾝﾍﾞ ｻﾄｺ FOX SWIM 1時間04分24秒80 

  41 位 736 峰 寛子 ﾐﾈ ﾋﾛｺ 1時間05分24秒81 

  42 位 758 浅野 順子 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝｺ 1時間07分54秒75 

  43 位 764 箕田 春香 ﾐﾉﾀﾞ ﾊﾙｶ 1時間13分16秒92 



(9) 女子 3km総合順位

  44 位 760 高津 泉 ﾀｶﾂ ｲｽﾞﾐ 1時間13分18秒40 

  45 位 754 大沼 純子 ｵｵﾇﾏ ｼﾞｭﾝｺ チームまちゃ 1時間13分52秒53 

  46 位 837 尾花 和子 ｵﾊﾞﾅ ｶｽﾞｺ TOSS 1時間14分08秒40 

  47 位 763 岡本 令子 ｵｶﾓﾄ ﾚｲｺ 1時間14分57秒14 

  48 位 777 星野 ひとね ﾎｼﾉ ﾋﾄﾈ TRIMING 1時間15分03秒58 

  49 位 844 金子 秀子 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｺ ルネサンス東伏見 1時間17分42秒56 

  50 位 737 山本 真美 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾐ 1時間18分12秒91 

  51 位 744 度曾 きぬ ﾜﾀﾗｲ ｷﾇ 1時間24分51秒55 

 DNF  747 大原 夕佳 ｵｵﾊﾗ ﾕｶ termドブ川 途中棄権 

 DNF  752 鷹股 宏美 ﾀｶﾏﾀ ﾋﾛﾐ 途中棄権 

 DNF  753 飯島 規江 ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾘｴ 途中棄権 

 DNF  759 権藤嘉江子 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｶｴｺ 途中棄権 

 DNS  743 江木 直子 ｴｷﾞ ﾅｵｺ 棄権 

 DNS  748 Lesa Thompson Lesa Thompson 棄権 

 DNS  750 石井 泰子 ｲｼｲ ﾔｽｺ 海猿会 棄権 

 DNS  751 馬場 久恵 ﾊﾞﾊﾞ ﾋｻｴ ＳＭＫ 棄権 

 DNS  768 豊岡 れい子 ﾄﾖｵｶ ﾚｲｺ 棄権 

 DNS  776 須崎 典子 ｽｻﾞｷ ﾉﾘｺ アクラブ 棄権 



(12) 4×500mリレー総合順位

   1 位 東京都/明治大学 千代 真道 井元 秀哉 今林 浩志 本庄 智貴

943 18分51秒79 04:29.85 04:53.77 04:54.40

00:04:33.77 00:09:03.62 00:13:57.39 00:18:51.79

   2 位 もりもりもりもり 竹内 愛 藤川 健太朗 小保方 咲帆 平林 大樹

944 21分18秒78 05:31.59 05:23.26 05:18.11

00:05:05.82 00:10:37.41 00:16:00.67 00:21:18.78

   3 位 成田高校A 藤澤 知輝 栗田 拓海 鈴木 康誠 市川 樹莉也

936 22分44秒20 06:13.98 05:55.86 05:35.40

00:04:58.96 00:11:12.94 00:17:08.80 00:22:44.20

   4 位 高校葉山A 鶴薗 修人 永井 響 中島 佑一 矢沢 壮志

941 23分40秒66 06:02.34 05:56.32 06:11.69

00:05:30.31 00:11:32.65 00:17:28.97 00:23:40.66

   5 位 バタアシ人魚 中村 修 大森 一輝 小島 幸太 森澤 之善

954 23分47秒59 06:22.55 05:53.65 05:59.88

00:05:31.51 00:11:54.06 00:17:47.71 00:23:47.59

   6 位 KFST1 榊 裕貴 三上 朋 鈴木 英明 金澤 武

947 24分00秒82 06:09.60 06:34.35 05:36.61

00:05:40.26 00:11:49.86 00:18:24.21 00:24:00.82

   7 位 ピーウォッシュ 佐藤 樹 新井 辰弥 林 辰典 西山 真翔

946 24分39秒64 05:59.72 06:05.42 06:29.77

00:06:04.73 00:12:04.45 00:18:09.87 00:24:39.64

   8 位 市立千葉B 中村 莞大 平川 雄己 赤塚 野乃子 髙山 夏日

933 25分15秒41 06:14.91 05:50.68 07:28.80

00:05:41.02 00:11:55.93 00:17:46.61 00:25:15.41

   9 位 高校葉山B 下出 起也 新保 拓巳 三好 優輝 山田 航太郎

942 25分16秒63 05:59.54 06:25.42 06:33.94

00:06:17.73 00:12:17.27 00:18:42.69 00:25:16.63

  10 位 高校葉山C 野田 稜雅 古川 清崇 増田 浩人 吉崎 駿人

934 27分37秒27 06:40.54 07:08.28 07:19.87

00:06:28.58 00:13:09.12 00:20:17.40 00:27:37.27

  11 位 成田高校B 池田 雄吾 櫻井 太陽 古谷 卓斗 鬼澤 太誠

940 27分46秒81 06:40.00 07:02.39 07:19.15

00:06:45.27 00:13:25.27 00:20:27.66 00:27:46.81

  12 位 高校葉山D 足立 大河 新保 直希 吉松 慧人 中島 崇雄

932 27分51秒39 06:28.18 07:24.48 07:26.27

00:06:32.46 00:13:00.64 00:20:25.12 00:27:51.39

  13 位 筋肉＆プリンス 荒木 大輔 錦織 新悟 本村 理美 中村 直樹

949 27分53秒42 07:11.65 08:14.25 06:51.10

00:05:36.42 00:12:48.07 00:21:02.32 00:27:53.42

  14 位 P-WOSH 大口 純司 松宮 匡哉 伊藤 明輝 齋藤 稔季

948 27分56秒13 07:17.25 06:53.15 07:32.70

00:06:13.03 00:13:30.28 00:20:23.43 00:27:56.13

  15 位 成田高校C 洞地 瑞己 渡邉 珠生 中田 絢一朗 小田 雄己

937 28分06秒96 06:37.35 07:54.72 06:58.09

00:06:36.80 00:13:14.15 00:21:08.87 00:28:06.96



(12) 4×500mリレー総合順位

  16 位 朝陽水泳会 鈴木 仁志 渡邉 茂人 駒形 昭子 林 衛

960 28分08秒31 07:29.03 08:26.36 05:48.43

00:06:24.49 00:13:53.52 00:22:19.88 00:28:08.31

  17 位 三井不動産水泳部 鰭岡 大樹 岩﨑 信治 小林 進治 喜柳 俊幸

959 28分10秒23 07:51.87 06:36.82 06:52.36

00:06:49.18 00:14:41.05 00:21:17.87 00:28:10.23

  18 位 KFST2 吉橋 久美子 小澤 雅子 小林 弘子 萩原 友子

958 28分12秒91 07:39.75 06:56.35 05:59.61

00:07:37.20 00:15:16.95 00:22:13.30 00:28:12.91

  19 位 市立千葉A 古藤 悠佑 森 長門 池田 晃輝 藤原 銀平

935 28分31秒73 08:03.08 07:26.18 06:26.85

00:06:35.62 00:14:38.70 00:22:04.88 00:28:31.73

  20 位 はなすい 西村 太郎 百瀬 弥生 福泉 あゆみ 中村 純子

951 28分35秒33 07:07.60 07:47.80 06:44.97

00:06:54.96 00:14:02.56 00:21:50.36 00:28:35.33

  21 位 TOSS 金坂 真奈 川島 淳 尾花 愛歌 尾花 和子

945 28分45秒93 05:49.27 07:31.06 09:14.48

00:06:11.12 00:12:00.39 00:19:31.45 00:28:45.93

  22 位 成田高校D 成毛 優都 塚田 大賀 五十嵐 悠弥 須澤 悠雅

931 29分04秒87 08:14.85 07:20.95 07:12.01

00:06:17.06 00:14:31.91 00:21:52.86 00:29:04.87

  23 位 市立千葉C 村井 和輝 猪野 敬介 大門 咲貴 石原 壮大

938 29分23秒24 07:32.18 08:35.68 06:48.28

00:06:27.10 00:13:59.28 00:22:34.96 00:29:23.24

  24 位 ドルフィン令和２ 高田 高輔 山田 吉伸 小泉 智幸 吉村 亮治

956 29分59秒76 08:44.50 07:02.58 07:51.26

00:06:21.42 00:15:05.92 00:22:08.50 00:29:59.76

  25 位 チームSC 石田 勝 柏崎 吉康 宮原 光興 野澤 毅一郎

952 30分04秒27 08:50.16 07:47.79 06:02.38

00:07:23.94 00:16:14.10 00:24:01.89 00:30:04.27

  26 位 KFST3 曽根 敏樹 吉田 健司 加藤 進 寺田 剛

963 30分18秒58 07:42.89 09:38.92 06:04.15

00:06:52.62 00:14:35.51 00:24:14.43 00:30:18.58

  27 位 チーム堀井 釜池 雄高 関 博 関 芙美 堀井 正明

957 30分38秒91 08:00.11 08:21.22 08:38.55

00:05:39.03 00:13:39.14 00:22:00.36 00:30:38.91

  28 位 アクラブB 荒井 宏巳 石川 淑江 霜重 繁子 酒井 敦

962 31分20秒55 08:33.76 08:04.19 07:31.41

00:07:11.19 00:15:44.95 00:23:49.14 00:31:20.55

  29 位 ドルフィン令和 葛谷 憲雄 高田 直義 桑原 義空 鹿島 虎太郎

953 31分43秒37 07:50.10 08:32.86 08:50.04

00:06:30.37 00:14:20.47 00:22:53.33 00:31:43.37

  30 位 アクラブA 中村 泰彦 松木 まゆみ 須崎 典子 飯塚 良久

964 32分12秒13 07:51.08 09:37.49 06:52.29

00:07:51.27 00:15:42.35 00:25:19.84 00:32:12.13



(12) 4×500mリレー総合順位

  31 位 市立千葉D 宮園 真理子 鈴木 萌子 佐藤 綾 木村 結希乃

939 32分26秒41 08:25.86 07:48.41 08:57.80

00:07:14.34 00:15:40.20 00:23:28.61 00:32:26.41

  32 位 チームYL 綱嶋 亮 岡田 英次朗 鈴木 浩太郎 萩原 隆次郎

950 33分24秒42 08:36.44 08:59.47 07:20.21

00:08:28.30 00:17:04.74 00:26:04.21 00:33:24.42

  33 位 KFST4 三上 亜由美 米沢 令子 村田 知世 鎌形 麻里

955 33分48秒42 07:38.99 07:37.87 11:25.67

00:07:05.89 00:14:44.88 00:22:22.75 00:33:48.42

  34 位 KFST5 萩原 美晴 寺田 菜津子 立原 真由美 高橋 直美

961 34分30秒96 09:40.04 08:50.81 08:27.43

00:07:32.68 00:17:12.72 00:26:03.53 00:34:30.96

OPN メジャレッツ 中西 秀一朗 小林 慶 山本 康平 笠原 敬太

965 21分54秒96 05:30.08 06:13.90 05:35.79

00:04:35.19 00:10:05.27 00:16:19.17 00:21:54.96



(3) 男子 5km 一般の部クラス別順位

【 中学生の部 】

   1 位 112 小林 嶺臣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ SPﾎｳﾄｸ金沢 1時間09分27秒94 

   2 位 111 岩澤 大翔 ｲﾜｻﾜ ﾀｲｶﾞ 1時間11分47秒95 

【 高校生の部 】

   1 位 149 日比 俊吾 ﾋﾋﾞ ｼｭﾝｺﾞ 日大豊山高校 57分29秒67 

   2 位 118 ファウラー 快留 ﾌｧｳﾗｰ ｶｲﾙ 春日部共栄高校 58分39秒42 

   3 位 129 佐々木 博康 ｻｻｷ ﾋﾛﾔｽ 春日部共栄高校 1時間02分34秒73 

   4 位 127 橋本 瑛輝 ﾊｼﾓﾄ ｴｲｷ 東京SC 1時間03分34秒41 

   5 位 117 齋藤 直央翔 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾄ 西武台千葉高校 1時間05分47秒07 

   6 位 134 細井 健司 ホソイ タケシ 市川学園高校 1時間09分32秒91 

   7 位 145 鶴薗 修人 ﾂﾙｿﾞﾉ ｼｭｳﾄ 高校葉山A 1時間11分31秒93 

   8 位 138 大富 雄斗 ｵｵﾄﾐ ﾕｳﾄ 市川学園高校 1時間11分52秒10 

   9 位 146 中島 佑一 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 高校葉山A 1時間12分20秒99 

  10 位 147 矢沢 壮志 ﾔｻﾞﾜ ｿｳｼ 高校葉山A 1時間12分54秒92 

  11 位 136 野間 荘志 ﾉﾏ ｿｳｼ 市川学園高校 1時間13分29秒04 

  12 位 144 永井 響 ﾅｶﾞｲ ｷｮｳ 高校葉山A 1時間15分01秒73 

  13 位 128 大内 晃太郞 ｵｵｳﾁ ｺｳﾀﾛｳ 市川学園高校 1時間15分09秒03 

  14 位 150 下出 起也 ｼﾓｲﾃﾞ ﾀﾂﾔ 高校葉山B 1時間18分44秒55 

  15 位 133 谷内 海公 ﾀﾆｳﾁ ｶｲｷ 西武台千葉高校 1時間19分18秒27 

  16 位 148 新保 拓巳 ｼﾝﾎﾞ ﾀｸﾐ 高校葉山B 1時間21分54秒53 

  17 位 126 新保 直希 ｼﾝﾎﾞ ﾅｵｷ 高校葉山D 1時間26分05秒61 

  18 位 125 鳥居 永悟 ﾄﾘｲ ｴｲｺﾞ 1時間27分42秒31 

  19 位 143 山田 航太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 高校葉山B 1時間27分54秒73 

  20 位 137 増田 浩人 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ 高校葉山C 1時間29分49秒62 

  21 位 140 野田 稜雅 ﾉﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 高校葉山C 1時間29分50秒38 

  22 位 142 中島 崇雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｵ 高校葉山D 1時間29分50秒75 

  23 位 139 古川 清崇 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾀｶ 高校葉山C 1時間30分07秒10 

  24 位 121 足立 大河 ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 高校葉山D 1時間30分55秒10 

  25 位 141 吉崎 駿人 ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 高校葉山C 1時間31分08秒88 

  26 位 130 青木 瑞季 ｱｵｷ ﾐｽﾞｷ 1時間35分23秒53 

  27 位 114 宇佐見 颯士 ｳｻﾐ ﾊﾔﾄ 1時間37分45秒13 

  28 位 131 加藤 怜 ｶﾄｳ ﾚｲ 1時間45分33秒70 

  29 位 119 中尾 謙吾 ﾅｶｵ ｹﾝｺﾞ 1時間45分48秒92 

  30 位 115 吉松 慧人 ﾖｼﾏﾂ ｹｲﾄ 高校葉山D 1時間45分51秒02 

  31 位 132 前田 結人 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲﾄ 1時間46分58秒07 

  32 位 135 溝部 凌生 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾘｮｳ 1時間47分05秒50 

  33 位 124 大戸 豪 ｵｵﾄ ｺﾞｳ 1時間47分08秒96 

 DNF  113 江口 浩 ｴｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 途中棄権 

 DNF  120 根本 颯大 ﾈﾓﾄ ｿｳﾀ 途中棄権 

 DNS  116 木村 豪 ｷﾑﾗ ｺﾞｳ 棄権 

 DNS  122 高須賀 光太 ﾀｶｽｶﾞ ｺｳﾀ 棄権 



(3) 男子 5km 一般の部クラス別順位

【 高校生の部 】

 DNS  123 青木 俊作 ｱｵｷ ｼｭﾝｻｸ 棄権 

 DNS  151 三好 優輝 ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 高校葉山B 棄権 

【 大学生の部 】

   1 位 153 和田 大梧 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 日本体育大学 52分30秒53 

   2 位 152 秦 隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 日本体育大学 52分34秒23 

   3 位 163 綿貫 海斗 ﾜﾀﾇｷ ｶｲﾄ 日本体育大学 52分34秒56 

   4 位 164 山本 隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 日本体育大学 56分34秒77 

   5 位 158 千代 真道 ﾁｼﾛ ﾏｻﾐﾁ 東京都/明治大学 56分36秒86 

   6 位 161 本庄 智貴 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ 東京都/明治大学 57分04秒36 

   7 位 155 小林 陸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ アクラブ藤沢 57分38秒37 

   8 位 156 宮澤 渓 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 58分04秒53 

   9 位 159 内山 拓海 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ 日本体育大学 59分03秒24 

  10 位 160 中西 秀一朗 ﾅｶﾆｼ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 慶應義塾大学 59分04秒40 

  11 位 157 井元 秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 東京都/明治大学 59分51秒96 

  12 位 162 芝本 新里 ｼﾊﾞﾓﾄ ｱｻﾄ 慶應義塾大学 1時間00分59秒03 

  13 位 154 小澤 雄二郎 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ アクラブ藤沢 1時間02分14秒21 

  14 位 167 平林 大樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ もりもりもりもり 1時間03分56秒68 

  15 位 165 小林 慶 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 1時間09分29秒86 

  16 位 166 藤川 健太朗 ﾌｼﾞｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ もりもりもりもり 1時間15分03秒63 

  17 位 168 山本 康平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 1時間28分03秒06 

【 24歳以下 】

   1 位 169 南出 大伸 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ 木下グループ 52分29秒13 

   2 位 170 笠原 敬太 ｶｻﾊﾗ ｹｲﾀ 1時間11分25秒87 

   3 位 171 石戸 雄太 ｲｼﾄ ﾕｳﾀ ロングスイマーズ 1時間33分48秒13 

【 25歳以上 】

   1 位 175 平井 康翔 ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ SBI 52分51秒65 

   2 位 174 宮本 陽輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ 53分22秒00 

   3 位 173 鮫島 渓太 ｻﾒｼﾏ ｹｲﾀ 武蔵野銀行 57分34秒12 

   4 位 172 小林 丈浩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 1時間54分13秒65 

【 30歳以上 】

   1 位 176 北谷 友嵩 ｷﾀﾀﾞﾆ ﾄﾓﾀｶ AQUA 1時間18分27秒30 

   2 位 177 石島 健 ｲｼｼﾞﾏ ｹﾝ Ever Run 1時間48分01秒71 

【 35歳以上 】

   1 位 178 溝口 直生 ﾐｿﾞｸﾁ ﾅｵﾀｶ 1時間09分00秒46 

   2 位 180 杉田 真紀 ｽｷﾞﾀ ﾏｻｷ アザラシ 1時間18分20秒23 

   3 位 181 江原 正義 ｴﾊﾞﾗ ﾏｻﾖｼ 1時間42分41秒95 



(3) 男子 5km 一般の部クラス別順位

【 35歳以上 】

   4 位 182 高橋 悟 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 1時間43分31秒38 

 DNS  179 齋藤 晃 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ チームケンズ 棄権 

【 40歳以上 】

   1 位 192 倉本 鎮 ｸﾗﾓﾄ ﾏﾓﾙ レッドホエールズ 1時間11分48秒48 

   2 位 194 中村 修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ はなすい 1時間11分59秒52 

   3 位 195 山本 耕市 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ 1時間13分19秒49 

   4 位 184 山田 肇 ﾔﾏﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ オーシャンナビ 1時間15分45秒49 

   5 位 191 掛水 義博 ｶｹﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾛ Fox swim 1時間18分20秒60 

   6 位 185 小宮 朋之 ｺﾐﾔ ﾄﾓﾕｷ 1時間19分56秒00 

   7 位 196 高山 尚己 ﾀｶﾔﾏ ﾅｵｷ 1時間22分14秒75 

   8 位 193 矢嶋 元 ﾔｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 1時間24分31秒39 

   9 位 197 小岩 徹平 ｺｲﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 1時間25分57秒75 

  10 位 199 前島 淳 ﾏｴｼﾏ ｼﾞｭﾝ 1時間27分08秒23 

  11 位 198 川島 隆伸 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾉﾌﾞ コナミ武蔵浦和 1時間28分08秒79 

  12 位 183 家頭 恵 ﾔｶﾞｼﾗ ｹｲ 1時間32分09秒07 

  13 位 188 皆川 貴行 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 1時間34分01秒92 

  14 位 200 宮本 大介 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 1時間34分14秒37 

  15 位 189 山下 博司 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ 1時間35分28秒49 

  16 位 201 Kuroiwa Taichiro ｸﾛｲﾜ ﾀｲﾁﾛｳ Team 升吉 1時間38分34秒46 

  17 位 186 峰 武史 ﾐﾈ ﾀｹｼ 1時間42分53秒85 

 DNS  187 沼田 謙太郎 ﾇﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 棄権 

 DNS  190 石井 宏和 ｲｼｲ ﾋﾛｶｽﾞ 棄権 

【 45歳以上 】

   1 位 205 小林 茂久 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾋｻ 池上SC 1時間05分56秒04 

   2 位 219 高橋 公正 ﾀｶﾊｼ ｷﾐﾏｻ ちーむなつ 1時間11分08秒47 

   3 位 212 丸田 寛之 ﾏﾙﾀ ﾋﾛﾕｷ 1時間17分32秒92 

   4 位 208 井上 勝弥 ｲﾉｳｴ ｶﾂﾔ 1時間18分14秒80 

   5 位 224 太田 智久 ｵｵﾀ ﾄﾓﾋｻ 1時間18分34秒66 

   6 位 207 関口 俊雄 ｾｷｸﾞﾁ ﾄｼｵ レッドホエールズ 1時間18分52秒05 

   7 位 217 岸田 謙三 ｷｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ ラプレム 1時間23分18秒95 

   8 位 213 久保 拓 ｸﾎﾞ ﾀｸ フリッパー 1時間23分29秒77 

   9 位 203 竹中 康弘 ﾀｹﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 1時間26分38秒86 

  10 位 211 稲葉 真人 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾄ 1時間27分47秒33 

  11 位 220 平井 淳也 ﾋﾗｲ ｼﾞｭﾝﾔ アクシー中央 1時間32分17秒84 

  12 位 225 鎌田 淳 ｶﾏﾀ ｱﾂｼ たまプラSRC 1時間34分15秒35 

  13 位 209 牧野 直也 ﾏｷﾉ ﾅｵﾔ レッドホエールズ 1時間36分22秒62 

  14 位 214 小島 徹也 ｺｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ 1時間36分42秒06 

  15 位 222 浅田 角郎 ｱｻﾀﾞ ｶｸﾛｳ AGスイマー 1時間37分29秒39 

  16 位 223 渡辺 孝志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 1時間41分01秒65 



(3) 男子 5km 一般の部クラス別順位

【 45歳以上 】

  17 位 218 西川 尚希 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ ニシグレ 1時間41分08秒04 

  18 位 204 小川 和宏 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 1時間41分38秒91 

  19 位 206 石塚 貴将 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾏｻ 1時間47分52秒56 

  20 位 221 林 宏昭 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ ＭＴ 1時間49分36秒52 

  21 位 226 平田 国治 ﾋﾗﾀ ｸﾆﾊﾙ 1時間57分42秒26 

 OTL  210 青木 健 ｱｵｷ ｹﾝ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  216 後藤 順一 ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ JTU山梨 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 DNF  202 岡村 平和 ｵｶﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ レッドホエールズ 途中棄権 

 DNF  215 西田 聡 ﾆｼﾀﾞ ｻﾄｼ 途中棄権 

 DNS  227 児島 堅志 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ センターコース 棄権 

【 50歳以上 】

   1 位 242 杉沢 毅志 ｽｷﾞｻﾜ ﾀｶｼ ＪＦＥ京浜 1時間04分43秒37 

   2 位 248 Frank van Rooyen Frank van Rooyen 1時間06分15秒30 

   3 位 254 漆山 明 ｳﾙｼﾔﾏ ｱｷﾗ レッドホエールズ 1時間11分26秒59 

   4 位 259 高尾 克則 ﾀｶｵ ｶﾂﾉﾘ 葉水会 1時間13分38秒09 

   5 位 251 林 衛 ﾊﾔｼ ﾏﾓﾙ 1時間14分03秒05 

   6 位 230 瀬戸 学 ｾﾄ ｻﾄﾙ 1時間16分16秒74 

   7 位 240 竹内 勝己 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾙ M・トライ 1時間17分36秒63 

   8 位 229 高橋 太 ﾀｶﾊｼ ﾌﾄｼ L.S.C 1時間18分09秒53 

   9 位 228 志摩 英二 ｼﾏ ｴｲｼﾞ 1時間20分15秒91 

  10 位 244 鈴木 仁志 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 朝陽水泳会 1時間20分54秒29 

  11 位 250 岩崎 剛士 ｲﾜｻｷ ﾀｹｼ 1時間20分56秒64 

  12 位 257 塚本 幸治 ﾂｶﾓﾄ ﾕｷﾊﾙ 1時間21分20秒86 

  13 位 241 高山 裕一 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 1時間25分51秒35 

  14 位 232 長岡 光雄 ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾂｵ 初トラ部 1時間27分36秒61 

  15 位 252 橋本 良浩 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 1時間27分58秒53 

  16 位 249 大竹 宏明 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｱｷ 1時間30分13秒78 

  17 位 247 浅利 長武 ｱｻﾘ ｵｻﾑ 完泳ご褒美 1時間31分39秒19 

  18 位 245 Jeff Loucks Jeff Loucks 1時間33分14秒69 

  19 位 239 原田 真宏 harada naohiro 初トラ 1時間33分24秒20 

  20 位 233 木村 明王 ｷﾑﾗ ｱｷｵ 1時間35分31秒15 

  21 位 238 小川 泰彦 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋｺ スポアカ新城 1時間35分41秒85 

  22 位 256 齋藤 靖 ｻｲﾄｳ ﾔｽｼ 葉水会 1時間36分14秒64 

  23 位 231 澤幡 実成 ｻﾜﾊﾀ ﾐﾅﾘ 1時間37分12秒65 

  24 位 263 大竹 高広 ｵｵﾀｹ ﾀｶﾋﾛ 1時間37分59秒35 

  25 位 260 大沼 雅史 ｵｵﾇﾏ ﾏｻｼ チームまちゃ 1時間41分39秒32 

  26 位 234 鈴木 実 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ 1時間44分32秒50 

  27 位 243 新山 正人 ｱﾗﾔﾏ ﾏｻﾄ 1時間45分27秒91 

  28 位 261 荻野 晶之 ｵｷﾞﾉ ﾏｻﾕｷ チームバラクロ 1時間45分37秒44 

  29 位 253 木村 保 ｷﾑﾗ ﾀﾓﾂ 戸田市水泳連盟 1時間46分06秒72 



(3) 男子 5km 一般の部クラス別順位

【 50歳以上 】

  30 位 258 中村 薫 ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾙ 1時間49分37秒85 

  31 位 262 荒井 宏巳 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ アクラブ八王子 1時間49分46秒42 

  32 位 255 桑原 恒幸 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾂﾈﾕｷ TK 1時間51分07秒34 

  33 位 235 齋藤 大 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾙ 新鎌楽泳会 1時間57分24秒33 

 DNS  236 芹澤 洋一 ｾﾘｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ Lapulem 棄権 

 DNS  237 井踏 一紀 ｲﾌﾞﾐ ｶｽﾞﾉﾘ termドブ川 棄権 

 DNS  246 本望 洋 ﾎﾝﾓｳ ﾋﾛｼ 棄権 

【 55歳以上 】

   1 位 267 妹尾 信一 ｾﾉｵ ｼﾝｲﾁ 1時間03分34秒83 

   2 位 275 若島 健二 ﾜｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ 1時間18分02秒90 

   3 位 277 藤井 和典 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ オーシャンナビ 1時間22分45秒75 

   4 位 273 池谷 千尋 ｲｹﾀﾆ ﾁﾋﾛ YSK 1時間23分28秒60 

   5 位 279 松山 俊一 ﾏﾂﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ 1時間23分31秒48 

   6 位 264 大坪 隆 ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｶｼ 1時間23分49秒50 

   7 位 270 宮 康弘 ﾐﾔ ﾔｽﾋﾛ レッドホエールズ 1時間24分35秒96 

   8 位 272 島田 達己 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾂﾐ 1時間24分52秒35 

   9 位 276 樋口 猛 ﾋｸﾞﾁ ﾀｹｼ 湘南湘泳会 1時間25分17秒17 

  10 位 280 熊野 裕章 ｸﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 芋ロック 1時間26分10秒73 

  11 位 278 石崎 仁司 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾄｼ 1時間34分54秒46 

  12 位 271 田中 宏房 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾌｻ 1時間39分52秒10 

  13 位 268 塚田 哲治 ﾂｶﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ アンビシャス 1時間46分03秒71 

  14 位 269 国分 孝一 ｺｸﾌﾞﾝ ｺｳｲﾁ 1時間47分56秒49 

  15 位 281 苅込 希 ｶﾘｺﾐ ﾉｿﾞﾐ 井口小SC 1時間50分39秒66 

  16 位 274 堀内 浩司 ﾎﾘｳﾁ ｺｳｼﾞ 1時間51分33秒44 

  17 位 266 大塚 義一 ｵｵﾂｶ ﾉﾘｶｽﾞ 1時間56分55秒03 

 OTL  265 小林 聡 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 初トラ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

【 60歳以上 】

   1 位 284 新井 茂夫 ｱﾗｲ ｼｹﾞｵ 両国きんぎょ 1時間14分29秒53 

   2 位 292 星 雅文 ﾎｼ ﾏｻﾌﾐ SA小千谷 1時間19分01秒26 

   3 位 287 内藤 保雄 ﾅｲﾄｳ ﾔｽｵ JLD 1時間19分51秒92 

   4 位 282 青柳 努 ｱｵﾔｷﾞ ﾂﾄﾑ 葉水会 1時間31分35秒48 

   5 位 291 徳山 一 ﾄｸﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 千代田走友会 1時間36分56秒68 

   6 位 290 大波 久男 ｵｵﾅﾐ ﾋｻｵ 1時間44分12秒52 

   7 位 288 奥村 清 ｵｸﾑﾗ ｷﾖｼ 1時間46分35秒41 

   8 位 283 山鹿 毅 ﾔﾏｶﾞ ﾀｹｼ タケチャンマン 1時間50分15秒11 

 DNF  286 小暮 泰美 ｺｸﾞﾚ ﾔｽﾐ グレ 途中棄権 

 DNS  289 渡部 正彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋｺ 海人くらぶ 棄権 

【 65歳以上 】

   1 位 295 阿久津 広海 ｱｸﾂ ﾋﾛﾐ 高崎水泳協会 1時間37分43秒23 



(3) 男子 5km 一般の部クラス別順位

【 65歳以上 】

   2 位 294 島 晃 ｼﾏ ｱｷﾗ オーシャンナビ 1時間48分44秒13 

   3 位 297 平柳 三郎 ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 1時間52分29秒79 

 OTL  293 丸 誠一郎 ﾏﾙ ｾｲｲﾁﾛｳ オーシャンナビ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  296 齊藤 重義 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾖｼ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 



(4) 女子 5km 一般の部クラス別順位

【 中学生の部 】

   1 位 302 守谷 希波 ﾓﾘﾔ ﾉﾉﾊ mede鯛 1時間10分48秒42 

   2 位 301 山本 衣良 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 1時間10分52秒02 

【 高校生の部 】

   1 位 306 千葉 結衣子 ﾁﾊﾞ ﾕｲｺ 盛岡体協ＳＣ 1時間05分39秒35 

   2 位 305 近藤 小夏 ｺﾝﾄﾞｳ ｺﾅﾂ 1時間11分14秒35 

   3 位 304 荒井 菜々子 アライ ナナコ 西武台千葉高校 1時間24分40秒19 

 DNS  303 髙橋 南子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｺ 棄権 

【 大学生の部 】

   1 位 308 小池 優媛 ｺｲｹ ﾕｴﾝ 日本体育大学 57分42秒37 

   2 位 310 藤 優実 ﾄｳ ﾕﾐ 日本体育大学 58分08秒32 

   3 位 307 岩見 きらり ｲﾜﾐ ｷﾗﾘ 日本体育大学 1時間03分02秒13 

   4 位 311 安部 夏帆 ｱﾍﾞ ﾅﾂﾎ SPﾎｳﾄｸ金沢 1時間03分19秒71 

   5 位 309 モラン アリス ﾓﾗﾝ ｱﾘｽ 1時間09分35秒75 

【 24歳以下 】

   1 位 314 森山 幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ SWANS 56分32秒78 

   2 位 313 竹内 愛 ﾀｹｳﾁ ｱｲ もりもりもりもり 1時間08分19秒18 

   3 位 312 小保方 咲帆 ｵﾎﾞｶﾀ ｻｷﾎ もりもりもりもり 1時間11分17秒82 

【 25歳以上 】

   1 位 317 福島 美里 ﾌｸｼﾏ ﾐｻﾄ ATSC.YW 57分37秒09 

   2 位 316 松下 彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ 田園SS 57分41秒79 

   3 位 315 冨井 星河 ﾄﾐｲ ｾｲｶ アクアティック 58分22秒62 

   4 位 318 松井 佳菜絵 ﾏﾂｲ ｶﾅｴ 1時間31分52秒74 

【 30歳以上 】

   1 位 320 髙倉 和恵 ﾀｶｸﾗ ｶｽﾞｴ 1時間12分49秒81 

   2 位 321 矢嶋 わか菜 ﾔｼﾞﾏ ﾜｶﾅ 1時間17分12秒16 

   3 位 323 間藤 里絵 ﾏﾄｳ ｻﾄｴ 1時間25分00秒76 

   4 位 322 峯岸 希美 ﾐﾈｷﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 1時間35分17秒88 

   5 位 319 井上 加奈子 ｲﾉｳｴ ｶﾅｺ 1時間39分18秒63 

【 35歳以上 】

   1 位 324 山口 綾乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 横浜サクラ 1時間09分50秒87 

   2 位 326 鈴木 百合子 ｽｽﾞｷ ﾕﾘｺ 1時間14分03秒89 

   3 位 325 岩田 文 ｲﾜﾀ ｱﾔ 1時間15分54秒88 

【 40歳以上 】

   1 位 329 西川 由美子 ﾆｼｶﾜ ﾕﾐｺ ニシグレ 1時間25分55秒55 



(4) 女子 5km 一般の部クラス別順位

【 40歳以上 】

   2 位 327 越智 博美 ｵﾁ ﾋﾛﾐ 1時間31分33秒07 

   3 位 328 中澤 久美子 ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐｺ 1時間38分00秒11 

【 45歳以上 】

   1 位 337 鎌田 綾子 ｶﾏﾀ ｱﾔｺ たまプラSRC 1時間20分59秒82 

   2 位 334 平田 加津代 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾖ 1時間21分09秒80 

   3 位 333 山口 若菜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾜｶﾅ レッドホエールズ 1時間22分27秒68 

   4 位 331 新出 亜希子 ﾆｲﾃﾞ ｱｷｺ 1時間23分39秒39 

   5 位 330 熊谷 みやび ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾔﾋﾞ 1時間44分51秒16 

   6 位 335 木島 歌織 ｷｼﾞﾏ ｶｵﾘ Knights 1時間57分12秒16 

   7 位 336 小川 ゆみ ｵｶﾞﾜ ﾕﾐ TNN 1時間58分54秒60 

 DNS  332 Lesa Thompson Lesa Thompson 棄権 

【 50歳以上 】

   1 位 344 真野 和美 ﾏﾉ ｶｽﾞﾐ 1時間18分19秒05 

   2 位 338 片岡 早苗 ｶﾀｵｶ ｻﾅｴ 1時間22分14秒19 

   3 位 341 古田 志乃雅 ﾌﾙﾀ ｼﾉｶ 1時間33分32秒01 

   4 位 345 松木 まゆみ ﾏﾂｷ ﾏﾕﾐ アクラブ 1時間33分35秒41 

   5 位 342 森田 直美 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾐ コナミ武蔵浦和 1時間37分30秒44 

   6 位 339 幸田 夕紀 ｺｳﾀﾞ ﾕｷ 1時間46分51秒08 

   7 位 343 竹下 京子 ﾀｹｼﾀ ｷｮｳｺ 1時間53分09秒09 

 DNS  340 中山 輝美 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾙﾐ 棄権 

【 55歳以上 】

   1 位 346 山田 忍 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 1時間17分47秒15 

   2 位 349 島 悦子 ｼﾏ ｴﾂｺ オーシャンナビ 1時間24分57秒59 

   3 位 350 吉田 智江 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｴ バラクロ 1時間32分40秒57 

   4 位 351 霜重 繁子 ｼﾓｼﾞｭｳ ｼｹﾞｺ 1時間33分34秒31 

   5 位 347 五十嵐 明美 ｲｶﾞﾗｼ ｱｹﾐ シーモンキー 1時間45分33秒07 

   6 位 348 増子 保子 ﾏｽｺ ﾔｽｺ うさちゃん 1時間56分02秒99 

【 60歳以上 】

   1 位 352 臼倉 晶子 ｳｽｸﾗ ｱｷｺ スイミーズ 1時間39分13秒60 



(5) 男子 1kmクラス別順位

【 小学生の部／B（3～4年） 】

   1 位 402 鹿子 純 ｶﾉｺ ｼﾞｭﾝ 19分59秒37 

   2 位 401 松本 勝人 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄ 25分21秒57 

【 中学生の部 】

   1 位 403 中條 樹 ﾅｶｼﾞｮｳ ｲﾂｷ SOMPO水泳部 14分31秒33 

【 高校生の部 】

   1 位 405 藤澤 知輝 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓｷ 成田高校 13分24秒61 

   2 位 406 市川 樹莉也 ｲﾁｶﾜ ｼﾞｭﾘﾔ 成田高校 14分05秒98 

   3 位 404 山田 悠翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 西武台千葉高校 16分17秒92 

【 24歳以下 】

   1 位 407 川島 淳 ｶﾜｼﾏ ｼﾞｭﾝ TOSS 16分00秒53 

【 25歳以上 】

   1 位 408 宮崎 文平 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ 15分38秒20 

【 30歳以上 】

   1 位 409 長門 祐太 ﾅｶﾞﾄ ﾕｳﾀ 15分57秒05 

   2 位 410 鰭岡 大樹 ﾋﾚｵｶ ﾀﾞｲｷ 三井不動産水泳部 19分36秒75 

【 35歳以上 】

   1 位 417 庄司 健 ｼｮｳｼﾞ ﾀｹｼ SmileofA 16分30秒45 

   2 位 411 中村 直樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 17分57秒86 

   3 位 414 岩田 裕之 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ 三井不動産水泳部 18分09秒20 

   4 位 413 錦織 新悟 ﾆｼｷｵﾘ ｼﾝｺﾞ 18分18秒64 

   5 位 416 羽澄 恭一 ﾊｽﾞﾐ ｷｮｳｲﾁ 三井不動産水泳部 23分44秒75 

   6 位 419 堀 勇人 ﾎﾘ ﾊﾔﾄ SOMPO水泳部 29分50秒44 

 DNS  412 植村 匡詞 ｳｴﾑﾗ ﾏｻｼ ポート 棄権 

 DNS  418 山本 宗孝 ﾔﾏﾓﾄ ﾑﾈﾀｶ 初心者1号 棄権 

【 40歳以上 】

   1 位 420 三浦 研 ﾐｳﾗ ｹﾝ 13分29秒79 

   2 位 425 荒木 大輔 ｱﾗｷ ﾀﾞｲｽｹ NASおゆみ野 15分00秒19 

   3 位 427 釜池 雄高 ｶﾏｲｹ ﾕﾀｶ チーム堀井 15分04秒85 

   4 位 429 木村 直行 ｷﾑﾗ ﾅｵﾕｷ しげおーず 16分15秒78 

   5 位 435 熊倉 成 ｸﾏｸﾗ ｾｲ レッドホエールズ 18分11秒04 

   6 位 430 鈴木 隆彦 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋｺ 18分21秒23 

   7 位 434 酒井 敦 ｻｶｲ ｱﾂｼ アクラブ稲城 19分15秒19 

   8 位 423 高橋 洋介 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ 20分30秒28 

   9 位 424 鈴木 健郎 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ はなすい 24分09秒03 



(5) 男子 1kmクラス別順位

【 40歳以上 】

  10 位 426 許斐 氏元 ｺﾉﾐ ｳｼﾞﾓﾄ 25分51秒07 

  11 位 428 鈴木 将貴 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾀｶ SOMPO水泳部 28分19秒64 

  12 位 431 富永 章夫 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾌﾐｵ 29分05秒48 

 DNS  421 鐘ヶ江 良彦 ｶﾈｶﾞｴ ﾖｼﾋｺ 棄権 

 DNS  432 森 将樹 ﾓﾘ ﾏｻｷ SJNK 棄権 

 DNS  433 鎗田 哲夫 ﾔﾘﾀ ﾃﾂｵ 棄権 

【 45歳以上 】

   1 位 448 梁 賢 ﾘｮｳ ｹﾝ T.S.V. 15分27秒67 

   2 位 450 星野 浩一 ﾎｼﾉ ｺｳｲﾁ ウィンズVC 16分36秒86 

   3 位 443 岩崎 信治 ｲﾜｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 三井不動産水泳部 16分48秒46 

   4 位 437 西村 太郎 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾛｳ はなすい 18分04秒53 

   5 位 441 関本 純也 ｾｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ NST 18分40秒52 

   6 位 444 溝口 隆郎 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶｵ 18分43秒46 

   7 位 440 中嶋 大介 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 三井不動産水泳部 19分18秒90 

   8 位 445 原田 秀一 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 19分24秒84 

   9 位 447 八木 博敬 ﾔｷﾞ ﾋﾛﾀｶ TEAMNAMI 19分26秒35 

  10 位 446 坂口 友宏 ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ チームナミ 19分39秒19 

  11 位 438 高島 徹 ﾀｶｼﾏ ﾄｵﾙ 20分01秒99 

  12 位 442 山岸 喜一郎 ﾔﾏｷﾞｼ ｷｲﾁﾛｳ 20分59秒29 

  13 位 436 夏村 一平 ﾅﾂﾑﾗ ｲｯﾍﾟｲ 22分26秒12 

  14 位 439 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ こばやん 23分47秒77 

  15 位 449 松浦 久義 ﾏﾂｳﾗ ﾋｻﾖｼ チームナミ 23分59秒95 

【 50歳以上 】

   1 位 455 川嶋 清威 ｶﾜｼﾏ ｷﾖﾀｹ TOSS 16分50秒96 

   2 位 454 金指 正太郎 ｶﾅｻﾞｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 18分39秒46 

   3 位 458 片岡 健二 ｶﾀｵｶ ｹﾝｼﾞ L.S.C 19分34秒16 

   4 位 679 石川 裕一 ｲｼｶﾜ ﾕｳｲﾁ 粋泳会 19分40秒64 

   5 位 451 遠山 仁 ﾄｵﾔﾏ ﾋﾄｼ 22分46秒18 

   6 位 457 茅島 章裕 ｶﾔｼﾏ ｱｷﾋﾛ 22分58秒81 

   7 位 453 北村 茂樹 ｷﾀﾑﾗ ｼｹﾞｷ 23分18秒36 

   8 位 452 北見 一弘 ｷﾀﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 23分28秒08 

   9 位 456 椎名 宏至 ｼｲﾅ ﾋﾛｼ 26分03秒34 

【 55歳以上 】

   1 位 472 山本 広史 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ わーらーるー 16分19秒04 

   2 位 470 大槻 正明 ｵｵﾂｷ ﾏｻｱｷ J&S保険 16分35秒36 

   3 位 460 五十嵐 久住 ｲｶﾞﾗｼ ﾋｻｽﾞﾐ 19分35秒45 

   4 位 465 忍澤 成視 ｵｼｻﾞﾜ ﾅﾙﾐ mimi市原 21分33秒92 

   5 位 468 男全 正憲 ｵﾏﾀ ﾏｻﾉﾘ J&S保険 21分38秒83 



(5) 男子 1kmクラス別順位

【 55歳以上 】

   6 位 467 堀越 義雄 ﾎﾘｺｼ ﾖｼｵ 三井不動産水泳部 23分24秒10 

   7 位 473 大森 茂 ｵｵﾓﾘ ｼｹﾞﾙ 24分05秒47 

   8 位 461 澤 雅弘 ｻﾜ ﾏｻﾋﾛ SOMPO水泳部 25分32秒35 

   9 位 466 進 崇幸 ｽｽﾑ ﾀｶﾕｷ チームゴーズ 25分48秒91 

  10 位 463 堀井 正明 ﾎﾘｲ ﾏｻｱｷ チーム堀井 26分07秒05 

  11 位 469 加藤 滝一 ｶﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 29分31秒25 

  12 位 471 近藤 泰正 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾏｻ 29分51秒46 

 DNS  459 西田 敏彦 ﾆｼﾀﾞ ﾄｼﾋｺ バラクロ 棄権 

 DNS  462 浅井 速人 ｱｻｲ ﾊﾔﾄ 棄権 

 DNS  464 川崎 武夫 ｶﾜｻｷ ﾀｹｵ Foxswim 棄権 

【 60歳以上 】

   1 位 475 ｳﾞｧﾝﾌｰﾗ ｶｰﾃｲｽ ｳﾞｧﾝﾌｰﾗ ｶｰﾃｲｽ ムラサキスポーツ 16分14秒48 

   2 位 482 児玉 憲男 ｺﾀﾞﾏ ﾉﾘｵ 17分17秒90 

   3 位 479 矢向 誠 ﾔｺｳ ﾏｺﾄ 朝陽水泳会 20分19秒94 

   4 位 477 寺嶋 康浩 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 粋泳会 21分36秒42 

   5 位 476 渡邉 喜夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｵ 21分49秒51 

   6 位 484 箕輪田 隆 ﾐﾉﾜﾀﾞ ﾀｶｼ J&S保険 23分20秒85 

   7 位 481 江崎 裕之 ｴｻｷ ﾋﾛﾕｷ バラクロオーシャ 24分38秒37 

   8 位 480 八木下 貞 ﾔｷﾞｼﾀ ﾀﾀﾞｼ のんびりsw 24分42秒21 

   9 位 483 松本 祐一 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｲﾁ e3 Fit 29分09秒12 

  10 位 478 城 治男 ｼﾛ ﾊﾙｵ はなすい 31分01秒64 

 DNS  474 佐藤 義高 ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ 棄権 

【 65歳以上 】

   1 位 486 河村 清伸 ｶﾜﾑﾗ ｷﾖﾉﾌﾞ 葉水会 20分17秒03 

   2 位 487 高瀬 博道 ﾀｶｾ ﾋﾛﾐﾁ 葉水会 21分27秒60 

   3 位 489 廣町 利一 ﾋﾛﾏﾁ ﾄｼｶｽﾞ 22分08秒13 

   4 位 485 横田 清 ﾖｺﾀ ｷﾖｼ 24分28秒97 

   5 位 488 屋敷 良介 ﾔｼｷ ﾘｮｳｽｹ レッドホエールズ 27分16秒91 

【 70歳以上 】

   1 位 491 山本 武 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ レッドホエールズ 20分15秒02 

   2 位 490 長嶋 幸次 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳｼﾞ 21分01秒64 

【 80歳以上 】

   1 位 492 増田 利夫 ﾏｽﾀﾞ ﾄｼｵ 海自OB 21分58秒43 



(6) 女子 1kmクラス別順位

【 小学生の部／C（5～6年） 】

   1 位 502 花俣 和葉 ﾊﾅﾏﾀ ｶｽﾞﾊ まなかず 14分58秒27 

   2 位 501 新谷 天寧 ｼﾝﾀﾆ ｱﾏﾈ 19分32秒26 

【 中学生の部 】

   1 位 503 新谷 寧々 ｼﾝﾀﾆ ﾈﾈ 14分33秒59 

【 大学生の部 】

   1 位 504 金坂 真奈 ｶﾈｻｶ ﾏﾅ TOSS 16分12秒78 

【 24歳以下 】

 DNS  505 岡本 茉優 ｵｶﾓﾄ ﾏﾕ 悠游 棄権 

【 25歳以上 】

   1 位 506 塚田 美咲 ﾂｶﾀﾞ ﾐｻｷ アンビシャス 26分12秒12 

   2 位 507 近藤 有 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 29分52秒44 

【 30歳以上 】

   1 位 508 武藤 圭 ﾑﾄｳ ｹｲ 29分56秒09 

【 35歳以上 】

   1 位 512 大田 美樹 ｵｵﾀ ﾐｷ 17分45秒82 

   2 位 510 百瀬 弥生 ﾓﾓｾ ﾔﾖｲ はなすい 18分30秒38 

   3 位 509 近藤 由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ SOMPO水泳部 25分31秒01 

 DNS  511 家頭 千尋 ﾔｶﾞｼﾗ ﾁﾋﾛ 棄権 

【 40歳以上 】

   1 位 513 深山 和美 ﾐﾔﾏ ｶｽﾞﾐ SmailofA 17分30秒68 

   2 位 514 中山 早苗 ﾅｶﾔﾏ ｻﾅｴ チームKON'S 25分18秒82 

 DNS  515 三浦 浩美 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾐ 西葛西コナミ 棄権 

【 45歳以上 】

   1 位 521 中村 純子 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ はなすい 16分25秒27 

   2 位 525 奥村 陽子 ｵｸﾑﾗ ﾖｳｺ 16分33秒47 

   3 位 519 福泉 あゆみ ﾌｸｲｽﾞﾐ ｱﾕﾐ はなすい 18分26秒05 

   4 位 531 槇 玲子 ﾏｷ ﾚｲｺ 18分42秒09 

   5 位 526 中條 史穂 ﾅｶｼﾞｮｳ ｼﾎ SOMPO水泳部 19分03秒88 

   6 位 529 松本 寿子 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻｺ 19分17秒31 

   7 位 522 駒形 昭子 ｺﾏｶﾞﾀ ｱｷｺ 朝陽水泳会 19分21秒32 

   8 位 527 佐野 彩知子 ｻﾉ ｻﾁｺ チームナミ 19分23秒85 

   9 位 523 逸見 孝子 ﾍﾝﾐ ﾀｶｺ 三井不動産水泳部 19分47秒55 

  10 位 528 菅井 摩美 ｽｶﾞｲ ﾏﾐ コナミ西葛西 20分05秒80 



(6) 女子 1kmクラス別順位

【 45歳以上 】

  11 位 520 栗原 春美 ｸﾘﾊﾗ ﾊﾙﾐ 海猿会 20分36秒83 

  12 位 532 立原 真由美 ﾀﾁﾊﾗ ﾏﾕﾐ コナミ船堀 21分44秒39 

  13 位 516 高橋 圭 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 22分38秒14 

  14 位 524 津田 光絵 ﾂﾀﾞ ﾐﾂｴ 24分33秒24 

  15 位 518 小野田 結希 ｵﾉﾀﾞ ﾕｳｷ 25分29秒32 

 DNS  517 見潮 香織 ﾐｼｵ ｶｵﾘ 棄権 

 DNS  530 新井 孝子 ｱﾗｲ ﾀｶｺ 棄権 

【 50歳以上 】

   1 位 534 福田 真由美 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾕﾐ 東京高田馬場組 18分38秒12 

   2 位 543 山本 美千代 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾁﾖ 20分51秒95 

   3 位 535 若林 恵子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 23分12秒04 

   4 位 533 磯田 理恵 ｲｿﾀﾞ ﾘｴ 23分58秒30 

   5 位 544 佐藤 富美 ｻﾄｳ ﾌﾐ 24分02秒38 

   6 位 538 林 ゆりえ ﾊﾔｼ ﾕﾘｴ 24分04秒09 

   7 位 537 齋藤 美奈子 ｻｲﾄｳ ﾐﾅｺ 葉水会 24分07秒28 

   8 位 541 山本 由里子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｺ わーらーるー 25分15秒51 

   9 位 542 赤坂 映子 ｱｶｻｶ ｴｲｺ 25分53秒46 

  10 位 539 福田 美和 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾜ 26分09秒61 

  11 位 545 鎌形 麻里 ｶﾏｶﾞﾀ ﾏﾘ コナミ船堀 28分29秒04 

  12 位 546 刀禰 浩美 ﾄﾈ ﾋﾛﾐ 29分30秒14 

 DNS  536 一ノ関 亜紀 ｲﾁﾉｾｷ ｱｷ スイミー 棄権 

 DNS  540 鈴木 のり ｽｽﾞｷ ﾉﾘ セントラルポート 棄権 

【 55歳以上 】

   1 位 547 岡本 亜由美 ｵｶﾓﾄ ｱﾕﾐ 悠游 21分46秒99 

   2 位 550 工藤 久美子 ｸﾄﾞｳ ｸﾐｺ 悠遊 22分22秒47 

   3 位 549 山之内 真理 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘ 24分11秒52 

   4 位 551 三浦 康子 ﾐｳﾗ ﾔｽｺ J&S保険 25分36秒76 

 DNS  548 田村 奈保美 ﾀﾑﾗ ﾅｵﾐ 棄権 

【 60歳以上 】

   1 位 553 大野 郁子 ｵｵﾉ ｲｸｺ JLD 18分45秒26 

   2 位 773 真渋 涼子 ﾏｼﾌﾞ ﾘｮｳｺ 18分52秒26 

   3 位 554 萩原 美晴 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾊﾙ コナミ船堀 19分19秒63 

   4 位 552 高橋 直美 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ 21分41秒23 

   5 位 555 内藤 敦子 ﾅｲﾄｳ ｱﾂｺ JLD 23分23秒14 

【 65歳以上 】

   1 位 778 吉田 信子 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ 21分42秒73 

   2 位 556 濱中 浩子 ﾊﾏﾅｶ ﾋﾛｺ AGスイマーズ 24分41秒52 



(6) 女子 1kmクラス別順位

【 65歳以上 】

   3 位 557 加藤 眞知子 ｶﾄｳ ﾏﾁｺ オフィス・ジョイ 27分17秒64 

【 70歳以上 】

   1 位 559 西田 一江 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｴ 26分01秒19 

   2 位 558 鶴岡 充代 ﾂﾙｵｶ ﾐﾁﾖ ルネサンスノダ 27分59秒32 



(7) 1km ペアスイムクラス別順位

【 40歳以上 】

   1 位 最年少かんた5才 鈴木 浩太郎 鈴木 歓太

904 25分26秒18 

   2 位 チームK3 石田 勝 石田 智暉

905 25分58秒76 

   3 位 きたむら 北村 誠三 北村 志の助

909 28分53秒97 

   4 位 HiroHiro 岩井 宏樹 岩井 宏朋

903 30分05秒04 

   5 位 Unicorns 宮原 光興 宮原 大興

902 33分42秒87 

   6 位 亮＆亮 海老原 亮大 綱嶋 亮

901 33分46秒45 

   7 位 行け！Sailfish！ 武田 亮利 武田 彩乃

908 38分24秒42 

   8 位 カシワザキ 柏崎 吉康 柏崎 奈々

906 38分26秒26 

   9 位 ロブスター 海老原 亜美 海老原 紀子

907 38分27秒06 

【 60歳以上 】

   1 位 R&Y 木天 泰弘 木天 里彩子

913 22分00秒78 

   2 位 チームK 加藤 知子 加藤 政那

911 25分11秒93 

   3 位 チーム俊郎 野澤 毅一郎 野澤 俊郎

910 28分57秒51 

   4 位 SON・東京 鶴見 愛 吉田 健司

912 31分52秒47 



(7) 1km ペアスイムクラス別順位

【 60歳以上 】

DNS 山猿 鈴木 圭亮 鈴木 忍

914 棄権 

【 80歳以上 】

   1 位 チーム堀井 関 芙美 関 博

917 22分05秒62 

   2 位 能天気！！ 磯部 由貴 津嶋 貴子 

916 24分36秒56 

   3 位 Anfang 大菊 美穂子 大菊 諭

918 27分11秒82 

   4 位 ハマモト 濱本 渚 濱本 泰子

915 32分20秒80 

DNS HALEIWAK 萩原 隆次郎 萩原 恵子

919 棄権 

【 100歳以上 】

   1 位 のほほん’S 小林 千代未 志村 美奈子

921 19分56秒80 

   2 位 Takuma 澤和 信二 中川 雅代

920 25分46秒84 



(8) 男子 3kmクラス別順位

【 小学生の部／B（3～4年） 】

   1 位 601 小倉 仁 ｵｸﾞﾗ ｼﾞﾝ 井野小学校 1時間09分59秒50 

【 高校生の部 】

   1 位 602 櫻井 湧士 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ 西武台千葉高校 58分16秒57 

【 24歳以下 】

   1 位 603 池田 諒 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ SOMPO水泳部 45分31秒27 

【 25歳以上 】

   1 位 604 山崎 貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 38分33秒58 

   2 位 605 清水 雄太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 45分22秒42 

【 30歳以上 】

   1 位 606 太田 康裕 ｵｵﾀ ﾔｽﾋﾛ 1時間02分08秒28 

【 35歳以上 】

   1 位 801 溝口 直生 ﾐｿﾞｸﾁ ﾅｵﾀｶ 44分30秒35 

   2 位 415 武部 竜也 ﾀｹﾍﾞ ﾘｮｳﾔ 45分03秒65 

   3 位 802 牧野 充宣 ﾏｷﾉ ﾐﾂﾉﾌﾞ 45分59秒12 

   4 位 613 鈴木 英明 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ コナミ船堀 55分01秒97 

   5 位 610 寺尾 章 ﾃﾗｵ ｱｷﾗ 55分59秒69 

   6 位 614 永田 朋之 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ 権藤体育学校 56分49秒50 

   7 位 611 山田 健太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 57分05秒85 

   8 位 612 生出 力也 ｵｲﾃﾞ ﾘｷﾔ 58分38秒44 

   9 位 608 渡辺 正徳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ ゆうまいしん 1時間00分26秒75 

  10 位 607 磯田 真也 ｲｿﾀﾞ ｼﾝﾔ MIGHTY 1時間14分16秒83 

 DNS  609 齋藤 晃 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ チームケンズ 棄権 

【 40歳以上 】

   1 位 803 渋谷 満弘 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾂﾋﾛ スイミーズ 44分15秒97 

   2 位 422 林 辰典 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾉﾘ ピーウォッシュ 45分37秒10 

   3 位 627 平山 研朗 ﾋﾗﾔﾏ ｷﾖｱｷ 51分54秒95 

   4 位 617 山田 拓生 ﾀﾏﾀﾞ ﾀｸｵ 55分21秒64 

   5 位 622 堀江 俊行 ﾎﾘｴ ﾄｼﾕｷ 勇泳邁進 56分47秒05 

   6 位 625 山中 浩司 ﾔﾏﾅｶ ｺｳｼﾞ 57分15秒88 

   7 位 619 高野 毅 ﾀｶﾉ ﾀｹｼ 59分59秒49 

   8 位 624 高橋 芳和 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｶｽﾞ 1時間00分01秒11 

   9 位 615 加賀沢 宗隆 ｶｶﾞｻﾜ ﾑﾈﾀｶ 1時間00分36秒58 

  10 位 626 志摩 和範 ｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 1時間03分39秒99 

  11 位 623 加藤 克典 ｶﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 1時間03分44秒73 

  12 位 621 寺田 剛 ﾃﾗﾀﾞ ﾂﾖｼ コナミ船堀 1時間10分07秒42 



(8) 男子 3kmクラス別順位

【 40歳以上 】

  13 位 620 堀尾 順也 ﾎﾘｵ ｼﾞｭﾝﾔ 1時間16分16秒37 

 DNF  616 服部 正慎 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾉﾘ DSC公津 途中棄権 

 DNF  618 真田 英明 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 途中棄権 

【 45歳以上 】

   1 位 807 小島 幸太 ｺｼﾞﾏ ｺｳﾀ バタアシ人魚 43分41秒21 

   2 位 632 martin henriksen martin henriksen 44分29秒15 

   3 位 808 工藤 龍 ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳ 44分47秒25 

   4 位 809 森澤 之善 ﾓﾘｻﾜ ﾕｷﾖｼ マーメイド 45分16秒87 

   5 位 806 大森 一輝 ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞﾃﾙ マーメイド 50分44秒10 

   6 位 646 土居 誠司 ﾄﾞｲ ｾｲｼﾞ 50分45秒73 

   7 位 644 佐藤 忠高 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾀｶ 50分52秒92 

   8 位 811 槇平 龍宏 ﾏｷﾀﾞｲﾗ ﾀﾂﾋﾛ 54分39秒61 

   9 位 631 野上 真弥 ﾉｶﾞﾐ ﾏｻﾔｽ 54分58秒57 

  10 位 639 高橋 義典 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ ポプラ美容室 57分21秒82 

  11 位 647 鳥野見 泰嗣 ﾄﾘﾉﾐ ﾀｲｼﾞ 58分03秒11 

  12 位 637 花田 悟 ﾊﾅﾀﾞ ｻﾄﾙ 59分49秒31 

  13 位 640 関 浩兵 ｾｷ ｺｳﾍｲ JJ 1時間00分55秒66 

  14 位 641 藤田 守宏 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾘﾋﾛ 1時間01分16秒12 

  15 位 638 谷古宇 毅 ﾔｺｳ ﾀｹｼ 1時間01分43秒87 

  16 位 810 小林 正敏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄｼ 1時間01分46秒32 

  17 位 629 小久保 貴章 ｺｸﾎﾞ ﾀｶｱｷ 1時間01分48秒02 

  18 位 645 中橋 憲悟 ﾅｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ 1時間04分02秒81 

  19 位 636 田中 成樹 ﾀﾅｶ ﾅﾙｷ Cﾄﾗ 1時間04分29秒19 

  20 位 630 近藤 信 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ チームKON´S 1時間05分26秒50 

  21 位 633 JASON CHRISTIE JASON CHRISTIE 1時間07分56秒92 

  22 位 635 松繁 卓哉 ﾏﾂｼｹﾞ ﾀｸﾔ ポメラニアンズ 1時間08分06秒22 

  23 位 805 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ こばやん 1時間10分01秒74 

  24 位 628 近藤 里有 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｳ 勇泳邁進 1時間31分24秒56 

 DNS  634 高橋 耕次 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 棄権 

 DNS  642 岩渕 一徳 ｲﾜﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 棄権 

 DNS  643 山本 祐紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 棄権 

 DNS  804 大川 明徳 ｵｵｶﾜ ｱｷﾉﾘ 協立医協同組合 棄権 

【 50歳以上 】

   1 位 665 山口 健一郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ 53分08秒99 

   2 位 813 永家 一徳 ﾅｶﾞｲｴ ｶｽﾞﾉﾘ 53分33秒34 

   3 位 652 田辺 聡 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 54分27秒76 

   4 位 669 栄井 貴之 ｻｶｲ ﾀｶﾕｷ SOMPO水泳部 54分35秒37 

   5 位 678 細山 隆一郎 ﾎｿﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 55分50秒27 

   6 位 667 植野 恵弘 ｳｴﾉ ﾖｼﾋﾛ 56分28秒84 



(8) 男子 3kmクラス別順位

【 50歳以上 】

   7 位 676 今若 恒幸 ｲﾏﾜｶ ﾂﾈﾕｷ NSAC 56分59秒15 

   8 位 664 渡邊 茂人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾄ 57分25秒31 

   9 位 660 小田 邦裕 ｵﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ 57分42秒07 

  10 位 649 金村 博司 ｶﾅﾑﾗ ﾋﾛｼ 58分10秒00 

  11 位 670 新井 智志 ｱﾗｲ ｻﾄｼ 小金井トラ連合 59分03秒14 

  12 位 815 福山 悟 ﾌｸﾔﾏ ｻﾄﾙ 59分47秒32 

  13 位 653 川名 茂樹 ｶﾜﾅ ｼｹﾞｷ 1時間00分39秒57 

  14 位 650 堀越 由忠 ﾎﾘｺｼ ﾖｼﾀﾀﾞ 彩湖ラファール 1時間01分36秒63 

  15 位 659 菊江 悟史 ｷｸｴ ｻﾄｼ 1時間01分42秒56 

  16 位 648 中村 東憲 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾉﾘ 1時間02分56秒23 

  17 位 651 濱田 訓平 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘﾋﾗ NEC/朝陽水泳 1時間03分43秒57 

  18 位 658 寺内 康剛 ﾃﾗｳﾁ ﾔｽﾀｹ 1時間03分46秒18 

  19 位 661 土屋 孝文 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾌﾐ 1時間03分49秒17 

  20 位 656 川野 敏彦 ｶﾜﾉ ﾄｼﾋｺ 牛池組 1時間03分51秒39 

  21 位 671 福嶋 真理 ﾌｸｼﾏ ﾏｺﾄ 1時間04分26秒13 

  22 位 673 川合 亮 ｶﾜｲ ｱｷﾗ 1時間05分00秒96 

  23 位 655 八代 健正 ﾔｼﾛ ﾀｹﾏｻ SEA DAYS 1時間11分01秒33 

  24 位 680 岡本 信之 ｵｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 彩湖ラファール 1時間11分09秒40 

  25 位 666 杉田 弘幸 ｽｷﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ チームおっＴ 1時間11分31秒24 

  26 位 654 橋本 裕治 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 1時間13分25秒94 

  27 位 672 小林 譲治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳｼﾞ NSAC 1時間14分00秒64 

  28 位 662 新山 正人 ｱﾗﾔﾏ ﾏｻﾄ 1時間14分03秒35 

  29 位 674 岡田 誠 ｵｶﾀﾞ ﾏｺﾄ 1時間14分39秒55 

  30 位 812 齋藤 賢治 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 1時間16分12秒77 

 DNF  657 岡松 智嗣 ｵｶﾏﾂ ｻﾄｼ 途中棄権 

 DNF  814 井踏 一紀 ｲﾌﾞﾐ ｶｽﾞﾉﾘ termドブ川 途中棄権 

 DNS  663 Jeff Loucks Jeff Loucks 棄権 

 DNS  668 関口 隆之 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ チームハナスイ 棄権 

 DNS  675 大谷 亮仁 ｵｵﾀﾆ ﾘｮｳｼﾞ 棄権 

 DNS  677 平田 真規則 ﾋﾗﾀ ﾏｷﾉﾘ kawauso 棄権 

【 55歳以上 】

   1 位 817 岩瀬 清 ｲﾜｾ ｷﾖｼ 52分25秒68 

   2 位 816 清水 一秀 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ ルネサンス東伏見 52分35秒18 

   3 位 684 小林 進治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ 三井不動産水泳部 53分06秒73 

   4 位 818 川崎 武夫 ｶﾜｻｷ ﾀｹｵ Foxswim 53分49秒40 

   5 位 696 新倉 達郎 ﾆｲｸﾗ ﾀﾂｵ SOMPO水泳部 54分37秒16 

   6 位 688 石井 正之 ｲｼｲ ﾏｻﾕｷ 稲毛インター 56分30秒27 

   7 位 685 青野 晴成 ｱｵﾉ ﾊﾙｼｹﾞ 57分18秒48 

   8 位 690 石田 智裕 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 58分01秒65 

   9 位 686 鈴木 謙太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 58分08秒58 



(8) 男子 3kmクラス別順位

【 55歳以上 】

  10 位 699 石渡 喜夫 ｲｼﾜﾀﾘ ﾋｻｵ T.海パン刑事 58分15秒13 

  11 位 698 清水 達夫 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂｵ ケンズ 59分51秒84 

  12 位 687 箕輪 渡 ﾐﾉﾜ ﾜﾀﾙ 1時間00分09秒23 

  13 位 682 丹下 智博 ﾀﾝｹﾞ ﾄﾓﾋﾛ 1時間00分21秒78 

  14 位 697 佐藤 政人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ おやしお 1時間00分24秒77 

  15 位 693 千種 潤也 ﾁｸﾞｻ ｼﾞｭﾝﾔ 葉水会 1時間01分39秒53 

  16 位 681 大岸 幹 ｵｵｷﾞｼ ﾊｼﾞﾒ ちーむあじふらい 1時間03分23秒18 

  17 位 683 小川 順一 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1時間04分58秒54 

  18 位 689 宮川 雅文 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ 1時間09分22秒47 

  19 位 700 横溝 英俊 ﾖｺﾐｿﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ nararun 1時間10分18秒99 

  20 位 695 竹内 慶幸 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾕｷ ＶＡＳ 1時間11分11秒70 

  21 位 692 梅本 和正 ｳﾒﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ L.S.C 1時間24分01秒25 

  22 位 694 石川 浩一 ｲｼｶﾜ ｺｳｲﾁ 1時間25分48秒58 

 DNS  691 北村 征志 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｼ 棄権 

【 60歳以上 】

   1 位 710 内藤 保雄 ﾅｲﾄｳ ﾔｽｵ JLD 51分20秒10 

   2 位 706 薗部 康二 ｿﾉﾍﾞ ﾔｽｼﾞ JLD 51分22秒42 

   3 位 712 大久保 裕二 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞ SOMPO水泳部 53分48秒31 

   4 位 714 湯山 幸寛 ﾕﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 55分35秒32 

   5 位 708 辛島 邦宏 ｶﾗｼﾏ ｸﾆﾋﾛ 粋泳会 56分53秒63 

   6 位 702 鵜澤 修成 ｳｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 海猿会 56分57秒94 

   7 位 703 中村 泰彦 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋｺ アクラブ 1時間00分34秒52 

   8 位 820 北川 英介 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｽｹ セントラル日吉 1時間03分37秒93 

   9 位 819 酒井 光雄 ｻｶｲ ﾐﾂｵ 1時間03分50秒38 

  10 位 701 佐藤 真治 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 彩湖疾風 1時間04分33秒85 

  11 位 704 平野 勝功 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾉﾘ チーム釣りばか 1時間04分50秒86 

  12 位 285 郷田 賢也 ｺﾞｳﾀﾞ ｹﾝﾔ 1時間13分23秒66 

  13 位 707 一瀬 光廣 ｲﾁﾉｾ ﾐﾂﾋﾛ 1時間14分48秒69 

  14 位 713 成清 優太郎 ﾅﾘｷﾖ ﾕｳﾀﾛｳ 1時間22分35秒63 

  15 位 711 浅野 泉 ｱｻﾉ ｲｽﾞﾐ K.UNITY 1時間27分10秒85 

 DNS  705 市川 亨 ｲﾁｶﾜ ﾄｵﾙ チームイッチー 棄権 

 DNS  709 小川 潤 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ チーム Ocho 棄権 

【 65歳以上 】

   1 位 821 三浦 晃英 ﾐｳﾗ ｱｷﾋﾃﾞ 51分44秒15 

   2 位 717 喜柳 俊幸 ｷﾔﾅｷﾞ ﾄｼﾕｷ 三井不動産水泳部 53分51秒53 

   3 位 715 曽根 敏樹 ｿﾈ ﾄｼｷ KFTT 55分03秒18 

   4 位 716 加藤 邦夫 ｶﾄｳ ｸﾆｵ 57分11秒29 

   5 位 718 福岡 喜正 ﾌｸｵｶ ﾖｼﾏｻ 1時間01分50秒01 

   6 位 719 佐藤 栄一 ｻﾄｳ ｴｲｲﾁ JLD 1時間05分51秒57 



(8) 男子 3kmクラス別順位

【 65歳以上 】

   7 位 823 伊藤 昇 ｲﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ トータス 1時間07分40秒89 

   8 位 720 澁谷 実 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾉﾙ 1時間08分48秒51 

   9 位 822 豊留 満 ﾄﾖﾄﾒ ﾐﾂﾙ スイミーズ 1時間13分21秒06 

【 70歳以上 】

   1 位 298 岩佐 善規 ｲﾜｻ ﾖｼﾉﾘ 53分01秒72 

   2 位 824 野上 新五 ﾉｶﾞﾐ ｼﾝｺﾞ 56分11秒08 

【 75歳以上 】

   1 位 825 高下 利和 ﾀｶｼﾀ ﾄｼｶｽﾞ 57分14秒40 

   2 位 721 栗原 猛 ｸﾘﾊﾗ ﾀｹｼ 白浜楽泳クラブ 1時間02分53秒72 

【 80歳以上 】

   1 位 722 柴原 和可 ｼﾊﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ 横浜深谷泳友会 1時間28分24秒98 

【 85歳以上 】

   1 位 723 佐藤 孝尚 ｻﾄｳ ﾀｶﾅｵ NOWS 1時間02分05秒35 



(9) 女子 3kmクラス別順位

【 中学生の部 】

   1 位 731 花俣 愛葉 ﾊﾅﾏﾀ ﾏﾅﾊ まなかず 43分36秒96 

【 25歳以上 】

   1 位 732 松村 千花 ﾏﾂﾑﾗ ﾁｶ 53分50秒42 

【 30歳以上 】

   1 位 733 間藤 里絵 ﾏﾄｳ ｻﾄｴ 54分33秒97 

   2 位 734 本村 理美 ﾓﾄﾑﾗ ｻﾄﾐ 1時間03分39秒02 

【 35歳以上 】

   1 位 832 小林 真里子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｺ ルネサンス東伏見 57分23秒42 

   2 位 735 井堀 詩織 ｲﾎﾘ ｼｵﾘ 1時間03分02秒01 

   3 位 831 小林 恭子 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｺ ＳＯＭＰＯ水泳部 1時間03分42秒42 

   4 位 736 峰 寛子 ﾐﾈ ﾋﾛｺ 1時間05分24秒81 

   5 位 737 山本 真美 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾐ 1時間18分12秒91 

【 40歳以上 】

   1 位 740 松下 友美 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾐ 43分06秒71 

   2 位 738 大岸 恵 ｵｵｷﾞｼ ﾒｸﾞﾐ ちーむあじふらい 45分15秒25 

   3 位 745 中村 順子 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 47分33秒25 

   4 位 739 大塚 容子 ｵｵﾂｶ ﾖｳｺ 三井不動産水泳部 56分41秒97 

   5 位 742 金子 志のぶ ｶﾈｺ ｼﾉﾌﾞ 悠遊 59分38秒37 

   6 位 741 小倉 奈央子 ｵｸﾞﾗ ﾅｵｺ 1時間00分20秒58 

   7 位 744 度曾 きぬ ﾜﾀﾗｲ ｷﾇ 1時間24分51秒55 

 DNS  743 江木 直子 ｴｷﾞ ﾅｵｺ 棄権 

【 45歳以上 】

   1 位 835 堀 裕子 ﾎﾘ ﾕｳｺ くじらぐみ 45分32秒84 

   2 位 833 萩原 友子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｺ コナミ船堀 48分08秒04 

   3 位 836 平田 加津代 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾖ 52分10秒48 

   4 位 749 小林 順子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁｺ 56分48秒09 

   5 位 746 湯浅 愛子 ﾕｱｻ ｱｲｺ 59分34秒49 

   6 位 839 酒井 美穂 ｻｶｲ ﾐﾎ 1時間00分51秒39 

   7 位 838 秋山 美奈子 ｱｷﾔﾏ ﾐﾅｺ 1時間01分58秒65 

   8 位 834 鎗田 直子 ﾔﾘﾀ ﾅｵｺ ポメラニアンズ 1時間04分17秒42 

   9 位 754 大沼 純子 ｵｵﾇﾏ ｼﾞｭﾝｺ チームまちゃ 1時間13分52秒53 

  10 位 837 尾花 和子 ｵﾊﾞﾅ ｶｽﾞｺ TOSS 1時間14分08秒40 

 DNF  747 大原 夕佳 ｵｵﾊﾗ ﾕｶ termドブ川 途中棄権 

 DNF  752 鷹股 宏美 ﾀｶﾏﾀ ﾋﾛﾐ 途中棄権 

 DNF  753 飯島 規江 ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾘｴ 途中棄権 

 DNS  748 Lesa Thompson Lesa Thompson 棄権 



(9) 女子 3kmクラス別順位

【 45歳以上 】

 DNS  750 石井 泰子 ｲｼｲ ﾔｽｺ 海猿会 棄権 

 DNS  751 馬場 久恵 ﾊﾞﾊﾞ ﾋｻｴ ＳＭＫ 棄権 

【 50歳以上 】

   1 位 757 加藤 知子 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 48分09秒07 

   2 位 840 片岡 早苗 ｶﾀｵｶ ｻﾅｴ 51分06秒02 

   3 位 755 小林 弘子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｺ 52分36秒56 

   4 位 761 長門 広華 ﾅｶﾞﾄ ﾋﾛｶ 52分51秒51 

   5 位 762 小澤 雅子 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｺ コナミ船堀 57分12秒14 

   6 位 756 吉橋 久美子 ﾖｼﾊｼ ｸﾐｺ 58分22秒05 

   7 位 841 山本 美千代 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾁﾖ 1時間02分02秒67 

   8 位 758 浅野 順子 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝｺ 1時間07分54秒75 

   9 位 760 高津 泉 ﾀｶﾂ ｲｽﾞﾐ 1時間13分18秒40 

 DNF  759 権藤嘉江子 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｶｴｺ 途中棄権 

【 55歳以上 】

   1 位 767 多加谷 幸子 ﾀｶﾞﾔ ﾕｷｺ 54分16秒98 

   2 位 765 吉田 君江 ﾖｼﾀﾞ ｷﾐｴ グリーン 57分13秒33 

   3 位 843 清澤 京子 ｷﾖｻﾜ ｷｮｳｺ スイミーズ 57分39秒58 

   4 位 766 今井 浩子 ｲﾏｲ ﾋﾛｺ 1時間01分10秒19 

   5 位 770 冨岡 貴子 ﾄﾐｵｶ ﾀｶｺ 1時間02分11秒48 

   6 位 769 藤井 千鶴子 ﾌｼﾞｲ ﾁﾂﾞｺ 1時間04分16秒21 

   7 位 842 珍部 聡子 ﾁﾝﾍﾞ ｻﾄｺ FOX SWIM 1時間04分24秒80 

   8 位 764 箕田 春香 ﾐﾉﾀﾞ ﾊﾙｶ 1時間13分16秒92 

   9 位 763 岡本 令子 ｵｶﾓﾄ ﾚｲｺ 1時間14分57秒14 

 DNS  768 豊岡 れい子 ﾄﾖｵｶ ﾚｲｺ 棄権 

【 60歳以上 】

   1 位 771 仲川 みどり ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ 悠遊 59分35秒99 

   2 位 775 田中 千恵子 ﾀﾅｶ ﾁｴｺ 1時間00分43秒38 

   3 位 772 井原 みゆき ｲﾊﾗ ﾐﾕｷ 悠遊 1時間01分40秒83 

   4 位 774 石川 淑江 ｲｼｶﾜ ﾖｼｴ アクラブ 1時間04分14秒96 

【 65歳以上 】

   1 位 777 星野 ひとね ﾎｼﾉ ﾋﾄﾈ TRIMING 1時間15分03秒58 

   2 位 844 金子 秀子 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｺ ルネサンス東伏見 1時間17分42秒56 

 DNS  776 須崎 典子 ｽｻﾞｷ ﾉﾘｺ アクラブ 棄権 

【 70歳以上 】

   1 位 779 齋藤 佳子 ｻｲﾄｳ ﾖｼｺ 57分40秒48 



(12) 4×500mリレークラス別順位

【 高校生以下 】

   1 位 成田高校A 藤澤 知輝 栗田 拓海 鈴木 康誠 市川 樹莉也

936 22分44秒20 06:13.98 05:55.86 05:35.40

00:04:58.96 00:11:12.94 00:17:08.80 00:22:44.20

   2 位 高校葉山A 鶴薗 修人 永井 響 中島 佑一 矢沢 壮志

941 23分40秒66 06:02.34 05:56.32 06:11.69

00:05:30.31 00:11:32.65 00:17:28.97 00:23:40.66

   3 位 市立千葉B 中村 莞大 平川 雄己 赤塚 野乃子 髙山 夏日

933 25分15秒41 06:14.91 05:50.68 07:28.80

00:05:41.02 00:11:55.93 00:17:46.61 00:25:15.41

   4 位 高校葉山B 下出 起也 新保 拓巳 三好 優輝 山田 航太郎

942 25分16秒63 05:59.54 06:25.42 06:33.94

00:06:17.73 00:12:17.27 00:18:42.69 00:25:16.63

   5 位 高校葉山C 野田 稜雅 古川 清崇 増田 浩人 吉崎 駿人

934 27分37秒27 06:40.54 07:08.28 07:19.87

00:06:28.58 00:13:09.12 00:20:17.40 00:27:37.27

   6 位 成田高校B 池田 雄吾 櫻井 太陽 古谷 卓斗 鬼澤 太誠

940 27分46秒81 06:40.00 07:02.39 07:19.15

00:06:45.27 00:13:25.27 00:20:27.66 00:27:46.81

   7 位 高校葉山D 足立 大河 新保 直希 吉松 慧人 中島 崇雄

932 27分51秒39 06:28.18 07:24.48 07:26.27

00:06:32.46 00:13:00.64 00:20:25.12 00:27:51.39

   8 位 成田高校C 洞地 瑞己 渡邉 珠生 中田 絢一朗 小田 雄己

937 28分06秒96 06:37.35 07:54.72 06:58.09

00:06:36.80 00:13:14.15 00:21:08.87 00:28:06.96

   9 位 市立千葉A 古藤 悠佑 森 長門 池田 晃輝 藤原 銀平

935 28分31秒73 08:03.08 07:26.18 06:26.85

00:06:35.62 00:14:38.70 00:22:04.88 00:28:31.73

  10 位 成田高校D 成毛 優都 塚田 大賀 五十嵐 悠弥 須澤 悠雅

931 29分04秒87 08:14.85 07:20.95 07:12.01

00:06:17.06 00:14:31.91 00:21:52.86 00:29:04.87

  11 位 市立千葉C 村井 和輝 猪野 敬介 大門 咲貴 石原 壮大

938 29分23秒24 07:32.18 08:35.68 06:48.28

00:06:27.10 00:13:59.28 00:22:34.96 00:29:23.24

  12 位 市立千葉D 宮園 真理子 鈴木 萌子 佐藤 綾 木村 結希乃

939 32分26秒41 08:25.86 07:48.41 08:57.80

00:07:14.34 00:15:40.20 00:23:28.61 00:32:26.41

【 119歳以下 】

   1 位 東京都/明治大学 千代 真道 井元 秀哉 今林 浩志 本庄 智貴

943 18分51秒79 04:29.85 04:53.77 04:54.40

00:04:33.77 00:09:03.62 00:13:57.39 00:18:51.79



(12) 4×500mリレークラス別順位

【 119歳以下 】

   2 位 もりもりもりもり 竹内 愛 藤川 健太朗 小保方 咲帆 平林 大樹

944 21分18秒78 05:31.59 05:23.26 05:18.11

00:05:05.82 00:10:37.41 00:16:00.67 00:21:18.78

   3 位 TOSS 金坂 真奈 川島 淳 尾花 愛歌 尾花 和子

945 28分45秒93 05:49.27 07:31.06 09:14.48

00:06:11.12 00:12:00.39 00:19:31.45 00:28:45.93

OPN メジャレッツ 中西 秀一朗 小林 慶 山本 康平 笠原 敬太

965 21分54秒96 05:30.08 06:13.90 05:35.79

00:04:35.19 00:10:05.27 00:16:19.17 00:21:54.96

【 120歳以上 】

   1 位 KFST1 榊 裕貴 三上 朋 鈴木 英明 金澤 武

947 24分00秒82 06:09.60 06:34.35 05:36.61

00:05:40.26 00:11:49.86 00:18:24.21 00:24:00.82

   2 位 ピーウォッシュ 佐藤 樹 新井 辰弥 林 辰典 西山 真翔

946 24分39秒64 05:59.72 06:05.42 06:29.77

00:06:04.73 00:12:04.45 00:18:09.87 00:24:39.64

   3 位 筋肉＆プリンス 荒木 大輔 錦織 新悟 本村 理美 中村 直樹

949 27分53秒42 07:11.65 08:14.25 06:51.10

00:05:36.42 00:12:48.07 00:21:02.32 00:27:53.42

   4 位 P-WOSH 大口 純司 松宮 匡哉 伊藤 明輝 齋藤 稔季

948 27分56秒13 07:17.25 06:53.15 07:32.70

00:06:13.03 00:13:30.28 00:20:23.43 00:27:56.13

【 160歳以上 】

   1 位 バタアシ人魚 中村 修 大森 一輝 小島 幸太 森澤 之善

954 23分47秒59 06:22.55 05:53.65 05:59.88

00:05:31.51 00:11:54.06 00:17:47.71 00:23:47.59

   2 位 三井不動産水泳部 鰭岡 大樹 岩﨑 信治 小林 進治 喜柳 俊幸

959 28分10秒23 07:51.87 06:36.82 06:52.36

00:06:49.18 00:14:41.05 00:21:17.87 00:28:10.23

   3 位 KFST2 吉橋 久美子 小澤 雅子 小林 弘子 萩原 友子

958 28分12秒91 07:39.75 06:56.35 05:59.61

00:07:37.20 00:15:16.95 00:22:13.30 00:28:12.91

   4 位 はなすい 西村 太郎 百瀬 弥生 福泉 あゆみ 中村 純子

951 28分35秒33 07:07.60 07:47.80 06:44.97

00:06:54.96 00:14:02.56 00:21:50.36 00:28:35.33

   5 位 ドルフィン令和２ 高田 高輔 山田 吉伸 小泉 智幸 吉村 亮治

956 29分59秒76 08:44.50 07:02.58 07:51.26

00:06:21.42 00:15:05.92 00:22:08.50 00:29:59.76

   6 位 チームSC 石田 勝 柏崎 吉康 宮原 光興 野澤 毅一郎

952 30分04秒27 08:50.16 07:47.79 06:02.38

00:07:23.94 00:16:14.10 00:24:01.89 00:30:04.27



(12) 4×500mリレークラス別順位

【 160歳以上 】

   7 位 チーム堀井 釜池 雄高 関 博 関 芙美 堀井 正明

957 30分38秒91 08:00.11 08:21.22 08:38.55

00:05:39.03 00:13:39.14 00:22:00.36 00:30:38.91

   8 位 ドルフィン令和 葛谷 憲雄 高田 直義 桑原 義空 鹿島 虎太郎

953 31分43秒37 07:50.10 08:32.86 08:50.04

00:06:30.37 00:14:20.47 00:22:53.33 00:31:43.37

   9 位 チームYL 綱嶋 亮 岡田 英次朗 鈴木 浩太郎 萩原 隆次郎

950 33分24秒42 08:36.44 08:59.47 07:20.21

00:08:28.30 00:17:04.74 00:26:04.21 00:33:24.42

  10 位 KFST4 三上 亜由美 米沢 令子 村田 知世 鎌形 麻里

955 33分48秒42 07:38.99 07:37.87 11:25.67

00:07:05.89 00:14:44.88 00:22:22.75 00:33:48.42

【 200歳以上 】

   1 位 朝陽水泳会 鈴木 仁志 渡邉 茂人 駒形 昭子 林 衛

960 28分08秒31 07:29.03 08:26.36 05:48.43

00:06:24.49 00:13:53.52 00:22:19.88 00:28:08.31

   2 位 KFST3 曽根 敏樹 吉田 健司 加藤 進 寺田 剛

963 30分18秒58 07:42.89 09:38.92 06:04.15

00:06:52.62 00:14:35.51 00:24:14.43 00:30:18.58

   3 位 アクラブB 荒井 宏巳 石川 淑江 霜重 繁子 酒井 敦

962 31分20秒55 08:33.76 08:04.19 07:31.41

00:07:11.19 00:15:44.95 00:23:49.14 00:31:20.55

   4 位 アクラブA 中村 泰彦 松木 まゆみ 須崎 典子 飯塚 良久

964 32分12秒13 07:51.08 09:37.49 06:52.29

00:07:51.27 00:15:42.35 00:25:19.84 00:32:12.13

   5 位 KFST5 萩原 美晴 寺田 菜津子 立原 真由美 高橋 直美

961 34分30秒96 09:40.04 08:50.81 08:27.43

00:07:32.68 00:17:12.72 00:26:03.53 00:34:30.96
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