
順位 ゼッケン 県 クラス 時間 第一走者 第二走者 第三走者 第四走者

1 904 FUTカヌー部全国で活躍中 福井県 80歳未満 00:25:42.93 中西 孝紀 湯口 拓美 森澤 岳 鈴木 志央

2 907 福井鉄人会teamﾓﾘﾓﾘ 福井県 160歳未満 00:25:49.82 坂本 裕生 加藤 弘恒 太田 義人 任田 学

3 910 まうんてん　Ｌｉｏｎ 福井県 200歳未満 00:25:51.59 林 匡彦 浦田 無倫 吉村 雅喜 高木 正純

4 902 FUT剣道部　TEAM　Y 福井県 80歳未満 00:27:01.78 熊谷 泰一 齋藤 諒文 竹下 謙信 米山 航平

5 911 福井への旅 120歳未満 00:27:15.84 葺本 葺本 河田 市川

6 903 FUT剣道部　TEAM　T 福井県 80歳未満 00:29:19.73 渡邉 拓也 小出 鷹太 畑手 康信 河上 光浩

7 909 福井鉄人会teamﾆｺﾆｺ 福井県 200歳未満 00:29:25.55 太田 亜州加 岡田 裕美 平井 真澄 坪川 操

8 901 FUT剣道部　TEAM　K 福井県 80歳未満 00:29:57.14 鹿野 正之 渡辺 勇太 西山 直杜 石丸 将也

9 908 チーム一期一会 福井県 160歳未満 00:31:13.19 南 弘泰 小林 恵 森永 佳優 細川 仁恵

10 912 アダチファミリー 160歳未満 00:32:20.78 安達 直誉 岡田 まさみ 中西孝紀 岡本 猛

11 906 ホームセキュリティR 福井県 120歳未満 00:38:14.82 長谷川 仁美 奥山 諒 吉田 艦 内田 陽子

12 905 Summer　Girls 福井県 120歳未満 00:38:39.86 児玉 美貴 西尾 真美 森木 瞳 小林 夕夏

県 クラス 時間 第一泳者 第二泳者 第三泳者 第四泳者

1 7 ハイドロパワーヒロキ代表とともに！ 静岡県 160歳未満 00:13:29.11 齋藤 史郎 石田 凪帆 山口 綾乃 疋田 浩気

2 5 福井への旅 東京都 120歳未満 00:13:42.99 葺本 康隆 平田 栄史 河田 聖良 市川 恵理 

3 4 MCエム 神奈川県120歳未満 00:14:34.35 若杉 恵夢 山野 健夫 吉元 義久 西 隼佑

4 3 BIKE＆HIKEのこーぞーと泳ごう 東京都 120歳未満 00:15:13.13 木野 貢造 高山 裕基 小川 さやか 篠崎 美穂

5 1 ありそうで「ナイソック」 福井県 120歳未満 00:15:23.71 白崎 和也 長谷川 仁美 牧野 祐美江 富田 大地

6 2 知床の自然を守る会 福井県 120歳未満 00:16:19.37 奥山 諒 山田 由美 内田 陽子 吉田 艦

7 13 国道１号線のKANO-CHANといくぞー！ 福井県 200歳未満 00:17:09.05 加納 裕也 森田知美 堀田 剛 古川 忠宏

8 6 B&W指圧治療院柏崎支店 新潟県 120歳未満 00:17:19.01 牧口 航平 鈴木 康尊 古川 有希子 遠藤 望

9 12 福井鉄人会A 福井県 200歳未満 00:17:36.16 加藤 弘恒 深草 幸子 岡田 裕美 太田 義人

10 8 MC静岡 静岡県 160歳未満 00:18:23.73 榊原 寿治 水野 菜実子 石川 信広 沖谷 迪子

11 10 サニーフィッシュの弘道と一緒に泳ごう！ 東京都 160歳未満 00:21:55.72 平松 弘道 山口 直美 石井 夕美 八木 裕司

12 14 まうんてんＬＩＯＮ 福井県 200歳未満 00:22:14.30 吉村 雅喜 浦田 無倫 林 匡彦 高木 正純

13 11 福井鉄人会B 福井県 200歳未満 00:22:56.55 深草 健浩 太田 亜州加 八田 好美 任田 学

14 15 サザン人魚 福井県 240歳未満 00:29:11.91 中村 ヒロミ 宇野 ヒロコ 森田 トシエ 飯田ヤスタカ

15 9 チーム一期一会 福井県 160歳未満 00:29:42.08 南 弘泰 小林 恵 森永 佳優 細川 仁恵

１．５Km×４リレー
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