
1 2000m2000m 11 2000m福井たかすオープンウオータースイムレース

男子 2000m 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 110 谷村 瑛斗 大阪府  　31分31秒34枚方SS 

2 108 小野 友靖 静岡県  　31分58秒53RSCエムテック 

3 109 熊見 圭祐 大阪府  　32分10秒62枚方SS 

4 107 川口 智貴 大阪府  　32分46秒55枚方SS 

5 103 相浦 優大 大阪府  　32分55秒58枚方SS 

6 104 西尾 祐靖 大阪府  　34分55秒99枚方SS 

7 133 岡崎 満 京都府  　34分57秒59 

8 105 若林 奎人 大阪府  　36分15秒46枚方SS 

9 128 篠崎 勉 愛知県  　36分21秒78 

10 106 相楽 千尋 福島県  　36分24秒75 

11 102 吉田 亘太郎 大阪府  　37分01秒64枚方SS 

12 134 斎藤 史郎 京都府  　37分07秒30ほわいとぴっぐ 

13 129 満田 健太 大阪府  　37分15秒20 

14 115 倉内 誠司 愛知県  　37分26秒53 

15 120 山本 悠 茨城県  　39分33秒84 

16 118 宮本 将弘 静岡県  　39分47秒62TEAM NISHIMOTO.P 

17 101 浅谷　健介 大阪府  　39分52秒28枚方SS 

18 156 古川　忠宏 山形県  　39分56秒53

19 149 水嶋 義次 千葉県  　40分00秒23 

20 117 牧野 充宣 愛知県  　41分05秒91 

21 126 近藤 俊吾 愛知県  　42分34秒62 

22 119 小松 照幸 大阪府  　44分11秒36 

23 151 西本 宏 静岡県  　44分27秒54 

24 116 岡田 篤志 愛知県  　44分33秒73激飲会 

25 137 伊藤 彰規 滋賀県  　45分05秒14 

26 122 堀池 喬史 岐阜県  　45分13秒40 

27 121 増田 憲司 岐阜県  　46分38秒67 

28 139 三好 和夫 富山県  　47分50秒91TMSC 

29 147 藤原 健 兵庫県  　49分00秒08 

30 154 岩本 健次 兵庫県  　49分39秒80白ONIコーチーズ 

31 138 竹安 義之 福井県  　49分42秒06南越泳ごう会 

32 136 伊藤 繁樹 兵庫県  　49分48秒34白ONIコーチーズ 

33 140 曽田 尊也 大阪府  　49分53秒73 

34 141 二村 勲 富山県  　50分10秒90 

35 142 森本 一也 兵庫県  　50分43秒58 

36 125 藤本 明宏 北海道  　53分46秒60 

37 124 城光 渉 富山県  　54分33秒45 

38 159 鶴田　佳也 愛知県  　55分48秒40



男子 2000m 総合成績

39 132 浅井 浩 富山県  　57分18秒80 

40 135 玉井 智彦 岐阜県  　57分20秒33 

41 144 吉村 博則 大阪府  　57分22秒12 

42 155 梅木 富士夫 福井県  　57分59秒70南越泳ごう会 

43 150 石本 定一 福井県  　59分14秒75 

44 123 亀井 茂人 石川県 1時間01分08秒47V10 ののいち 

45 145 宮野 雷太 福井県 1時間01分28秒78南越泳ごう会 

46 131 野村 耕三 福井県 1時間01分44秒75 

47 148 大橋 渡 静岡県 1時間02分45秒90静岡 西本塾すいすい 

48 327 三田村 邦彦 福井県 1時間04分38秒53南越泳ごう会 

49 146 佐藤 信春 秋田県 1時間04分40秒96 

50 114 杉山 祐一郎 福井県 1時間04分41秒97 

51 152 岡崎 隆 北海道 1時間05分42秒08 

52 113 田中 佳太 愛知県 1時間05分57秒06 

OPN 157 前田　康輔 神奈川  　32分56秒82

OPN 158 相馬　瞬介 東京都  　40分23秒88

_ 112 見崎 恒平 富山県 途 中 棄 権 

_ 127 山廣 慎 滋賀県 棄 権 

_ 111 佐々木隆一朗 静岡県 棄 権富士常葉大学 

_ 143 鷲見 尚典 岐阜県 棄 権 

_ 153 中島 安興 富山県 棄 権 

_ 130 片田 克 京都府 棄 権 



2 2000m2000m 22 2000m福井たかすオープンウオータースイムレース

女子 2000m 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 202 宮部 加奈子 大阪府  　32分11秒33 

2 201 村松 聡江 福井県  　39分49秒64チーム福井B 

3 203 岸本 美南海 京都府  　40分06秒10 

4 208 西川 さおり 静岡県  　44分29秒96西本塾 

5 206 杉本 香里 大阪府  　45分08秒09弁天シャーク 

6 207 河内 倫子 静岡県  　49分15秒56 

7 211 岡田 裕美 福井県  　49分45秒32 

8 216 和田 慶子 福井県  　57分22秒87南越泳ごう会 

9 209 丸田 智子 兵庫県  　57分53秒46白ONIコーチーズ 

10 214 折手 なほみ 兵庫県  　58分05秒98白ONIコーチーズ 

11 215 田辺 久美子 福井県 1時間04分09秒34 

12 210 山本 由加里 富山県 1時間05分17秒29 

13 212 石本 紀久江 福井県 1時間07分33秒80 

14 213 坪川 操 福井県 1時間07分47秒34 

_ 205 島岡 雅子 兵庫県 棄 権 



1 800m800m 11 800m福井たかすオープンウオータースイムレース

男子 800m 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 307 熊見 圭祐 大阪府  　10分24秒35枚方SS 

2 303 相浦 優大 大阪府  　10分29秒11枚方SS 

3 306 川口 智貴 大阪府  　10分33秒98枚方SS 

4 304 西尾 祐靖 大阪府  　10分36秒06枚方SS 

5 308 谷村 瑛斗 大阪府  　10分42秒69枚方SS 

6 312 山下 伸太朗 福井県  　11分00秒80 

7 305 若林 奎人 大阪府  　11分03秒37枚方SS 

8 309 日原 良太 静岡県  　11分07秒83RSCエムテック 

9 302 吉田 亘太郎 大阪府  　11分59秒87枚方SS 

10 301 浅谷　健介 大阪府  　12分41秒88枚方SS 

11 314 堀田 剛 香川県  　13分24秒81 

12 318 大橋 雅和 神奈川  　13分54秒12 

13 311 松本 拓也 福井県  　14分12秒95 

14 316 仙石 暁生 埼玉県  　14分45秒46 

15 317 石川 信広 静岡県  　14分55秒90 

16 330 山岸　大祐 福井県  　15分11秒17

17 319 岩崎 俊朗 福井県  　16分11秒13ルネッス 

18 310 後藤 拓 岐阜県  　16分23秒30 

19 326 飯田 保孝 福井県  　16分38秒80サザン人魚 

20 323 福原 輝幸 福井県  　16分49秒12ボスズ 

21 322 藤井 健嗣 大阪府  　17分24秒44 

22 325 桑原 孝行 福井県  　17分39秒95南越泳ごう会 

23 315 日和 佳政 福井県  　17分58秒69 

24 320 向井 雅文 福井県  　20分59秒00 

25 321 松本 豊 石川県  　21分20秒16 

_ 313 南 弘泰 福井県 途 中 棄 権 

_ 324 中島 安興 富山県 棄 権 



2 800m800m 22 800m福井たかすオープンウオータースイムレース

女子 800m 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 204 開沼 迪子 山形県  　12分58秒11 

2 404 竹村 理衣 福井県  　15分05秒12 

3 402 田中 貴子 福井県  　16分01秒07南越泳ごう会 

4 405 水野 菜実子 静岡県  　16分09秒76 

5 408 中村 比呂美 福井県  　17分46秒57サザン人魚 

6 409 田中 美絵 福井県  　20分29秒03南越泳ごう会 

7 401 岸本 明希海 兵庫県  　20分30秒43 

8 407 佐々木 美津子 福井県  　21分02秒01 

_ 406 廣岡 奈緒 福井県 途 中 棄 権 

_ 403 東海 佳奈子 福井県 棄 権ＦＢＣ福井 



1 400m400m 11 400m福井たかすオープンウオータースイムレース

男子 400m 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 508 熊見 圭祐 大阪府  　05分05秒14枚方SS 

2 503 相浦 優大 大阪府  　05分06秒11枚方SS 

3 509 谷村 瑛斗 大阪府  　05分08秒46枚方SS 

4 507 川口 智貴 大阪府  　05分09秒83枚方SS 

5 504 西尾 祐靖 大阪府  　05分16秒08枚方SS 

6 517 岡崎 満 京都府  　05分17秒30 

7 515 篠崎 勉 愛知県  　05分22秒57 

8 505 若林 奎人 大阪府  　05分24秒66枚方SS 

9 506 相楽 千尋 福島県  　05分30秒23 

10 502 吉田 亘太郎 大阪府  　05分38秒05枚方SS 

11 501 浅谷　健介 大阪府  　05分48秒24枚方SS 

12 512 細川  賢悟 静岡県  　05分58秒19RSCエムテック 

13 513 梯 良輔 福井県  　06分35秒50 

14 510 菅野 徹 福井県  　07分05秒02チーム福井B 

15 514 亀井 茂人 石川県  　08分03秒88V10 ののいち 

16 520 藤井 健嗣 大阪府  　08分20秒26 

17 518 川地 崇文 福井県  　08分43秒82 

18 521 福田 茂博 福井県  　09分39秒75南越泳ごう会 

19 519 村田 秀幸 福井県  　09分42秒45ルネッス越前 

20 511 山元 謙侑 福井県  　09分44秒79 

21 524 土橋　将人 福井県  　10分12秒28

22 516 田辺 一雄 福井県  　10分54秒93 

OPN 525 桶谷　　満 福井県  　08分16秒36

_ 522 中島 安興 富山県 棄 権 



2 400m400m 22 400m福井たかすオープンウオータースイムレース

女子 400m 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 603 宇野 宏子 福井県  　09分32秒69サザン人魚 

2 602 宮本 千帆 福井県  　10分14秒90南越泳ごう会 

3 601 青山 恵理 福井県  　11分39秒09 

_ 604 福原 美恵子 福井県 棄 権ボスズ 



福井たかすオープンウオータースイムレース

61600m mリレー　総合順位

702

枚方SS A 

谷村 瑛斗 熊見 圭祐 相浦　優太 川口 智貴 

00:06:26.27 00:12:41.67 00:19:20.28 00:25:33.73

1
6:15.40 6:38.61 6:13.45

 　25分33秒73

701

枚方SS B 

西尾 俊穀 若林 奎人 朝谷　健介 吉田 亘太郎 

00:06:28.16 00:13:34.10 00:20:59.41 00:27:49.81

2
7:05.94 7:25.31 6:50.40

 　27分49秒81

703

鷹巣の海で乾杯チーム 

山下 伸太朗 野尻 奈央子 竹村 理衣 松本 拓也

00:06:30.90 00:12:28.25 00:21:49.38 00:29:35.65

3
5:57.35 9:21.13 7:46.27

 　29分35秒65

704

激飲会 

岡田 篤志 堀池 喬史 近藤 俊吾 山本 悠

00:09:03.98 00:17:04.99 00:24:35.26 00:31:54.21

4
8:01.01 7:30.27 7:18.95

 　31分54秒21

706

ＭＣ静岡　team山形 

古川 忠広 水野 菜実子 石川 信弘 開沼 迪子

00:07:39.70 00:17:49.86 00:26:46.30 00:34:53.18

5
10:10.16 8:56.44 8:06.88

 　34分53秒18

708

福井ＳＳ

梯良　　輔 川地　崇文 田辺久美子 岡田　裕美

00:08:24.31 00:19:14.03 00:30:46.62 00:40:10.52

6
10:49.72 11:32.59 9:23.90

 　40分10秒52

705

チームルネッス 

岩崎 俊朗 日和 佳政 村田 秀幸 佐々木 美津

00:10:25.86 00:20:16.05 00:31:38.01 00:44:10.93

7
9:50.19 11:21.96 12:32.92

 　44分10秒93

707

サザン人魚 

白谷 征夫 上山 美津代 上田 周子 飯田 保孝

00:12:10.42 00:28:57.33 00:41:04.75 00:50:56.77

8
16:46.91 12:07.42 9:52.02

 　50分56秒77


