
1 ３Kｍ３Kｍ 11 ３KｍＯＷＳ三浦大会２０１２

男子 ３Kｍ 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 104 小林 勇斗 東京都  　34分55秒91 

2 126 櫻井 智和 東京都  　39分14秒37 

3 109 鎌田 慎平 東京都  　39分14秒83 

4 112 大畑 亮介 東京都  　41分13秒52 

5 154 西山 久泰 神奈川  　42分22秒12 

6 120 有久 暢 神奈川  　43分57秒52 

7 122 尾関 高志 東京都  　44分04秒64 

8 105 高橋 照明 東京都  　44分23秒92 

9 143 江崎 幸三 神奈川  　44分47秒11 

10 102 玉木 翔 埼玉県  　47分01秒99 

11 103 郡 恵樹 神奈川  　48分26秒12 

12 107 市川 武 神奈川  　49分01秒90MITCU  

13 201 宮城 直樹 東京都  　49分26秒08 

14 167 宇野 立也 神奈川  　50分25秒90 

15 175 伊藤 直明 埼玉県  　50分59秒61 

16 205 川原　潤也 神奈川  　51分00秒84

17 147 森 浩一 神奈川  　51分02秒13 

18 189 森田 伸也 東京都  　51分06秒95オーシャンナビ 

19 199 寺島 桂一 神奈川  　51分11秒91 

20 160 橋本 昌典 東京都  　51分13秒45 

21 152 木村 一茂 東京都  　51分16秒96 

22 110 下谷 邦仁 東京都  　51分22秒65 

23 195 太田 卓秀 東京都  　51分51秒87 

24 130 下村 康一 神奈川  　52分00秒08 

25 101 廣瀬 大智 神奈川  　52分06秒39 

26 115 出口 由和 神奈川  　52分14秒55 

27 190 平川 雅寛 東京都  　53分03秒76 

28 159 長島 太郎 東京都  　53分32秒93 

29 139 溝口 隆郎 神奈川  　53分39秒97 

30 165 坂内 正功 福島県  　54分04秒18 

31 151 小野原 学 東京都  　54分28秒84 

32 146 茂木 秀喜 千葉県  　54分52秒22 

33 171 辻 史郎 東京都  　54分55秒46 

34 206 水野　元輝 神奈川  　55分21秒34

35 127 馬見塚 弥 東京都  　56分16秒33ONMKG  

36 162 斉藤 好豪 神奈川  　56分34秒45 

37 125 松田 俊明 東京都  　56分39秒52 

38 158 高島 誠 東京都  　57分32秒47 



男子 ３Kｍ 総合成績

39 141 坂本 和亮 東京都  　57分59秒12 

40 161 塚本 英貴 千葉県  　58分17秒00パル浦安 

41 164 赤羽 弘明 東京都  　58分36秒51 

42 198 池田 勝久 東京都  　58分53秒94 

43 153 田中 大介 東京都  　58分55秒94ONMKG  

44 173 菅野 高広 千葉県  　58分57秒82 

45 174 青木 勉 埼玉県  　59分19秒77 

46 192 石崎 仁司 三重県  　59分24秒29 

47 142 樋口 清美 福島県 1時間00分23秒23 

48 136 松浦 敦 千葉県 1時間01分30秒36 

49 193 長谷川 純一 神奈川 1時間02分14秒40 

50 169 柴田 真一 神奈川 1時間03分10秒50 

51 116 三澤 大石 埼玉県 1時間03分36秒93 

52 131 杉浦 慎太郎 東京都 1時間03分40秒42 

53 203 堀井 有 東京都 1時間06分03秒89 

54 148 永久保 征和 東京都 1時間06分05秒16 

55 191 阿部 拓 神奈川 1時間06分09秒69 

56 163 柴谷 淑夫 東京都 1時間07分06秒60 

57 197 鶴見 聰 東京都 1時間07分14秒20 

58 118 金指 昭宏 神奈川 1時間07分17秒48 

59 132 濱 大介 神奈川 1時間08分58秒21 

60 121 安藤 準 東京都 1時間09分19秒17Team HAMAZO Racers  

61 111 古川 岳海 埼玉県 1時間09分33秒83 

62 181 宮本 保彦 静岡県 1時間09分39秒05 

63 133 山本 佳雅 愛知県 1時間10分21秒25 

64 172 益田 陽一 埼玉県 1時間10分37秒79 

65 134 名手 隆一郎 神奈川 1時間11分04秒36 

66 176 江川 和宏 東京都 1時間11分14秒29 

67 184 伊藤 政幸 東京都 1時間13分18秒04 

68 182 茨田 二三夫 千葉県 1時間13分29秒18 

69 200 太田 俊次 神奈川 1時間19分39秒33 

70 135 後藤 雅康 東京都 1時間20分08秒76 

71 150 有冨 健太郎 東京都 1時間28分51秒14 

OPN 207 杉沢　毅志 神奈川  　37分18秒95

OPN 106 高橋 朋也 東京都  　46分58秒59 

OPN 108 内海 敬大 神奈川  　54分35秒44 

OPN 188 福島 誠 神奈川  　55分26秒58 

OPN 166 鴨川 達 東京都  　55分47秒40 

OPN 129 松林 広 東京都  　57分00秒66 

OPN 137 高橋 鯉一 東京都  　58分20秒80 

OPN 123 蔵本 浩一 東京都 1時間00分39秒28 



男子 ３Kｍ 総合成績

OPN 117 穴澤 亮司 埼玉県 1時間03分45秒54 

OPN 185 浅野 潔 神奈川 1時間03分53秒70 

OPN 124 福間 一教 栃木県 1時間05分00秒65 

OPN 155 中嶋 学 埼玉県 1時間06分07秒07 

OPN 113 山岸 陽 東京都 1時間06分52秒78 

OPN 187 前田 耕至 茨城県 1時間07分49秒63 

OPN 114 春田 耕作 東京都 1時間09分00秒44 

OPN 178 柿沼 裕之 東京都 1時間09分07秒31YOMIKO  

OPN 186 竹内 慶幸 神奈川 1時間09分16秒60 

_ 168 奥 敬詩 東京都 途 中 棄 権 

_ 177 神山 茂 神奈川 途 中 棄 権 

OPN 138 大塚 輝久 東京都 途 中 棄 権YOMIKO  

OPN 156 Beddow Jay 東京都 途 中 棄 権 

_ 204 佐藤 孝尚 東京都 棄 権 

_ 202 齋藤 利夫 東京都 棄 権 

_ 179 服部 聖 千葉県 棄 権 

_ 180 叶 達也 東京都 棄 権 

_ 170 音藤 雅実 埼玉県 棄 権 

_ 145 堀 邦久 神奈川 棄 権 

_ 196 加藤 章二 東京都 棄 権 

_ 140 光野 豪 東京都 棄 権 

_ 144 竹田 玲士 東京都 棄 権 

_ 128 森 修平 神奈川 棄 権 

_ 149 松原 丈太 神奈川 棄 権 

_ 157 堀内 雅生 東京都 棄 権 

_ 183 栗原 昭夫 埼玉県 棄 権 

_ 119 奈良橋 達也 東京都 棄 権 

_ 194 金子 真二 東京都 棄 権 



2 ３Kｍ３Kｍ 22 ３KｍＯＷＳ三浦大会２０１２

女子 ３Kｍ 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 301 河野 希以 東京都  　44分21秒98 

2 315 加藤 知子 東京都  　45分08秒54 

3 307 手嶋 美奈子 神奈川  　50分58秒48 

4 314 安藤 美佳 神奈川  　51分43秒62 

5 313 星 美代子 千葉県  　53分44秒26 

6 308 畑中 益世 東京都  　55分28秒70 

7 311 渡部 陽子 神奈川  　58分56秒75 

8 320 平沢 孝子 神奈川 1時間00分13秒80 

9 321 綿引 征枝 東京都 1時間00分29秒08 

10 303 丸川 優子 神奈川 1時間02分54秒87 

11 322 上田 八千代 静岡県 1時間03分58秒62 

12 304 中井川 直子 新潟県 1時間06分56秒39 

13 302 加藤 奈緒子 千葉県 1時間07分29秒71 

OPN 316 中山 輝美 東京都 1時間00分44秒79ONMKG  

OPN 306 宮森 祐巳子 神奈川 1時間08分41秒69 

OPN 310 青谷 瑞紀 東京都 1時間12分32秒39 

OPN 318 長谷美 尚子 東京都 1時間35分14秒09 

_ 309 新倉 薫 東京都 棄 権 

_ 305 門原 公子 東京都 棄 権 

_ 317 森 優子 神奈川 棄 権 

_ 319 鈴木 カオリ 東京都 棄 権 

_ 312 半田 智美 神奈川 棄 権 



1 １.5Kｍ１.5Kｍ 11 １.5KｍＯＷＳ三浦大会２０１２

男子 １.5Kｍ 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 415 尾関 高志 東京都  　22分07秒20 

2 422 江崎 幸三 神奈川  　23分00秒97 

3 433 芳賀 俊夫 神奈川  　23分09秒88 

4 408 大久保 亮 神奈川  　23分19秒61 

5 459 賀川　　順 千葉県  　24分04秒46

6 430 山田 周平 東京都  　24分24秒77 

7 417 鈴木 一秀 東京都  　25分13秒03 

8 412 鶴見 浩延 千葉県  　25分40秒55 

9 416 古賀 拓 神奈川  　25分59秒22 

10 431 篠原 弘光 東京都  　26分52秒01 

11 414 岸 直哉 東京都  　27分14秒18オアシス南大沢 

12 457 迫　　英光 千葉県  　27分21秒42

13 407 山下 慶浩 神奈川  　27分51秒40 

14 426 池田 浩昭 東京都  　27分56秒08 

15 402 古城 翔麻 神奈川  　27分57秒98 

16 413 蕪木 智裕 神奈川  　28分20秒43Team HAMAZO  

17 461 丹羽　幹治 千葉県  　29分10秒42

18 429 林 徹 神奈川  　30分26秒54 

19 441 佐藤 政人 神奈川  　30分43秒01 

20 420 山口 健太郎 東京都  　30分49秒81 

21 458 清水　二郎 千葉県  　31分08秒52

22 444 鈴木 毅 神奈川  　31分25秒43 

23 419 三浦 邦昭 東京都  　31分43秒60 

24 428 蔡 洋 神奈川  　31分59秒24 

25 423 牧野 宏 東京都  　32分48秒41 

26 436 吉村 博則 大阪府  　32分56秒16 

27 427 高木 聡 東京都  　33分23秒98 

28 418 望月 岳 神奈川  　33分57秒99 

29 411 佐野 亮 神奈川  　34分09秒88C-COM水泳部 

30 438 五十嵐 匠 東京都  　34分36秒49 

31 440 石倉 賢一 神奈川  　34分48秒09 

32 405 土方 洋 神奈川  　34分58秒46 

33 421 田村 政俊 東京都  　35分14秒43 

34 424 柴崎 建輔 東京都  　35分22秒71 

35 442 大橋 渡 静岡県  　35分35秒26静岡 西本塾すいすい 

36 435 田久保 実 千葉県  　36分08秒90 

37 443 広瀬 雅樹 神奈川  　36分23秒46 

38 451 大橋 賢二 神奈川  　38分17秒70C-COM水泳部 



男子 １.5Kｍ 総合成績

39 455 鈴木 謙次 埼玉県  　38分46秒65 

40 446 水野 康則 神奈川  　38分48秒48 

41 456 内藤 直樹 神奈川  　42分27秒62 

42 439 奥山 諭 茨城県  　48分21秒13 

43 454 阿部 忠司 神奈川  　56分43秒13 

OPN 453 見学 洋介 神奈川  　36分17秒06 

OPN 409 藤井 洋祐 埼玉県  　33分45秒54 

OPN 410 赤川 玄樹 神奈川  　33分47秒28日スタ 

OPN 445 内田 裕二 神奈川  　34分18秒22 

OPN 425 池永 薫 神奈川  　32分46秒69 

OPN 401 村木 功治 神奈川  　31分28秒30 

OPN 434 藤野 茂 埼玉県  　38分48秒46 

OPN 437 須藤 永力 埼玉県  　35分48秒76 

OPN 432 中野 義則 東京都  　38分18秒82 

_ 460 古保　善文 千葉県 途 中 棄 権

_ 447 石川 雅志 東京都 棄 権 

_ 449 浦 慎二郎 東京都 棄 権 

_ 406 野村 昇平 東京都 棄 権 

_ 452 木村 元 千葉県 棄 権 

_ 404 川田 啓貴 東京都 棄 権 

_ 403 日野 直行 神奈川 棄 権雲雀丘寮自転車競技部 

_ 450 青木 正明 千葉県 棄 権 

_ 448 大島 昇 埼玉県 棄 権 



2 １.5Kｍ１.5Kｍ 22 １.5KｍＯＷＳ三浦大会２０１２

女子 １.5Kｍ 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 503 川崎 富士子 神奈川  　22分33秒04 

2 502 河野 希以 東京都  　22分58秒44 

3 501 篠原 凪沙 神奈川  　27分15秒28 

4 504 塩浜 可子 神奈川  　27分24秒22 

5 508 吉池 奈々 神奈川  　28分59秒30 

6 507 山本 真規子 東京都  　31分16秒84 

7 510 松尾 恵美子 東京都  　31分29秒10 

8 514 湯浅 淳子 千葉県  　32分03秒83 

9 519 佐野 則子 千葉県  　32分42秒50 

10 513 山田 千枝 東京都  　33分53秒66 

11 506 市川 直美 東京都  　33分56秒23 

12 505 赤川 満子 神奈川  　41分06秒41日スタ 

13 516 米澤 加代子 東京都  　42分33秒68 

14 520 小川 ハル子 千葉県  　46分32秒90 

15 512 沖 可奈 埼玉県  　52分47秒80 

OPN 518 大園 こう 神奈川  　30分08秒76 

OPN 509 横田 美歩子 神奈川  　31分39秒71 

OPN 517 斉藤 直子 神奈川  　42分32秒69 

_ 511 川上 公子 埼玉県 途 中 棄 権 

_ 515 村上 延恵 東京都 棄 権 



ＯＷＳ三浦大会２０１２

6４×５００ｍリレー mリレー　総合順位

604

CFSTﾁｰﾑﾎﾟｾｲﾄﾞ

穂積　雅之 大津 清太 寺田 貴洋 大場 翔大

00:04:29.60 00:09:00.81 00:13:02.80 00:16:53.20

1
4:31.21 4:01.99 3:50.40

 　16分53秒20

614

ﾕｳｲ戦隊ｵﾖｸﾞﾝｱｰ

久宗　隆志 西山　九泰 江崎　幸三 鎌田　慎平

00:04:32.04 00:09:01.80 00:13:48.99 00:18:04.87

2
4:29.76 4:47.19 4:15.88

 　18分04秒87

610

ネパールカレーサフラン 

笹林 貴寛 川崎富士子 有久 暢 桜井　智和

00:05:44.41 00:10:28.27 00:15:11.97 00:19:37.18

3
4:43.86 4:43.70 4:25.21

 　19分37秒18

603

KFMT  

結城 大佑 池山 允浩 真崎 智哉 森川 尚彦

00:05:13.98 00:10:22.98 00:15:46.64 00:23:11.79

4
5:09.00 5:23.66 7:25.15

 　23分11秒79

606

Team HAMAZO Racers  

山名　一平 山崎　嘉久 高橋 壮之 中村　中

00:05:24.79 00:11:46.92 00:18:39.74 00:23:57.00

5
6:22.13 6:52.82 5:17.26

 　23分57秒00

605

KEIKYU

先崎 威人 伊藤 隼人 山田 潤 富田 孝之

00:06:25.59 00:12:37.65 00:18:43.68 00:24:50.19

6
6:12.06 6:06.03 6:06.51

 　24分50秒19

602

海洋情報部OWS部Aチーム東京都 

佐々田昂平 丹羽 敬 西村 一星 友久 武司

00:14:50.18 00:20:15.67 00:25:07.56

7
5:25.49 4:51.89

 　25分07秒56

613

ビッグスイムブートット 

但野　秀信 池田 勝久 松尾 恵美子 堀井 有

00:04:54.50 00:11:21.35 00:18:42.22 00:26:03.93

8
6:26.85 7:20.87 7:21.71

 　26分03秒93

601

海洋情報部OWS部Bチーム神奈川県 

濱崎 翔五 坂下 孝司 内田 徹 竹中 釈能

00:07:42.41 00:14:29.61 00:20:24.66 00:26:20.57

9
6:47.20 5:55.05 5:55.91

 　26分20秒57

612

河童塾

寺島 桂一 峯田 晃 名倉 健吾 松井 美紀

00:05:39.76 00:13:53.51 00:20:19.08 00:26:51.14

10
8:13.75 6:25.57 6:32.06

 　26分51秒14

611

レインボースイム神奈川県 

佐々木 広幸 神農 みか 福島 誠 大園 こう

00:07:03.33 00:16:06.84 00:21:50.38 00:28:13.22

11
9:03.51 5:43.54 6:22.84

 　28分13秒22

607

ﾁｰﾑ久里浜

佐藤 祐哉 宮田 匡史 淵上 康郎 大井 浩一郎

00:06:10.90 00:13:07.13 00:24:40.77 00:30:55.05

12
6:56.23 11:33.64 6:14.28

 　30分55秒05

608

C-COM水泳部 

山田 北斗 佐野 亮 佐久間 岳志 田中 義太郎

00:07:28.81 00:14:31.62 00:22:09.47 00:31:40.75

13
7:02.81 7:37.85 9:31.28

 　31分40秒75

609

チーム田村 

田村 和生 福山 容子 田村 章子 太田垣 遼人

    

_
   

棄 権

615

ﾉｺｷﾞﾘｸﾜｶﾞﾀ

杉沢　晃人 山口　綾乃 小林　勇斗 杉沢　穀志

00:08:39.22 00:12:59.01 00:16:51.67 00:21:15.96

OPN
4:19.79 3:52.66 4:24.29

 　21分15秒96


