
2 10Km10Km 22 10Km2014 NOWS大磯ロングビーチOWS大会

(1)  10Km女子  総合成績

順位　　ゼッケン　

1 103 羽田 文 東京都 2時間12分09秒92

2 101 寺前 優 神奈川 2時間29分04秒00

3 104 上地 さり 神奈川 2時間39分51秒00

4 102 Riboldi Aleisha 東京都 2時間45分53秒00

OPN 105 山口 綾乃 1時間50分12秒25
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(2)  10Km男子  総合成績

順位　　ゼッケン　

1 229 恩田 匠 神奈川 1時間41分18秒57東海大学

2 202 八橋 健太 神奈川 1時間41分28秒52湘南工大附☆水泳部

3 227 吉村 翼 神奈川 1時間43分23秒78東海大学

4 228 木村 俊介 神奈川 1時間49分52秒62東海大学

5 214 田部井 義裕 群馬県 1時間58分44秒17ﾁｰﾑ豆

6 203 真壁 弘典 東京都 1時間59分19秒34

7 211 尾関 高志 東京都 2時間00分22秒75

8 210 Cornes Jordan 東京都 2時間05分51秒48Chocolatefish

9 216 江崎 幸三 神奈川 2時間06分05秒41ゆいゆい戦隊ｵﾖｸﾞﾝｼｬｰ

10 223 眞鍋 俊彦 東京都 2時間07分38秒05ｷﾕｰﾋﾟｰﾊｰﾌ

11 204 杉本 慎平 静岡県 2時間08分15秒60

12 217 阪田 光保 埼玉県 2時間09分07秒59Team Dottama

13 205 古井 英行 静岡県 2時間15分46秒17

14 206 及川 和範 千葉県 2時間19分03秒45

15 212 羽田 浩一 東京都 2時間24分36秒06

16 230 三森 裕太 神奈川 2時間27分05秒30東海大学

17 220 森 務 神奈川 2時間30分32秒00

18 226 杉 伸雄 神奈川 2時間32分31秒00

19 221 飯野 久樹 山梨県 2時間32分33秒00

20 219 外薗 博紀 東京都 2時間33分20秒95

20 224 高田 明夫 東京都 2時間33分20秒95

22 218 浜田 高弘 東京都 2時間33分22秒32

23 209 里見 憲一 東京都 2時間44分45秒00北砂ﾒﾛﾝｿｰﾀﾞｽﾞ

24 207 吉田 勝彦 神奈川 2時間45分00秒00

25 208 藤原 桂一郎 神奈川 2時間47分21秒00

26 225 藤澤 清志spentry 東京都 2時間55分42秒00北砂ﾒﾛﾝｿｰﾀﾞｽﾞ

OPN 213 小笠原 一彰 神奈川 2時間10分40秒63(招待)

_ 215 小林 栄治 東京都 途 中 棄 権北砂ﾒﾛﾝｿｰﾀﾞｽﾞ

_ 222 須田 知身 群馬県 棄 権

_ 201 須田 耀介 群馬県 棄 権
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(3)  5Km女子  総合成績

順位　　ゼッケン　

1 302 森田 知美 東京都  　56分06秒82

2 301 青野 美和 神奈川 1時間01分09秒12Team blue wing

3 303 西川 さおり 静岡県 1時間07分53秒43
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(4)  5Km男子  総合成績

順位　　ゼッケン　

1 406 山口 裕文 神奈川  　58分16秒33

2 409 古川 晶 静岡県  　58分31秒03

3 413 水嶋 義次 千葉県  　59分37秒91

4 411 宮内 信 神奈川 1時間05分12秒39

5 405 分島 幸治 岡山県 1時間07分14秒34岡山ﾏﾝﾎﾞｳSＣ

6 408 池田 伸之 静岡県 1時間08分50秒68

7 407 猪瀬 雄一 東京都 1時間09分13秒68ちゃちゃ姫

8 410 清水 二郎 東京都 1時間17分24秒40

9 415 北山 峻 岡山県 1時間18分25秒23岡山ﾏﾝﾎﾞｳSC

10 404 滋野 卓也 東京都 1時間27分08秒11

11 414 鶴見 聰 東京都 1時間27分45秒68

12 416 原嶋 亮至 東京都 1時間31分10秒35

13 412 大舘 正浩 神奈川 1時間32分37秒21

14 403 小郷 寛史 神奈川 1時間35分39秒53

15 402 須藤 泰貴 千葉県 1時間35分41秒67

_ 401 古城 翔麻 神奈川 棄 権
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(5)  3Km女子  総合成績

順位　　ゼッケン　

1 501 宮内 貴子 神奈川  　34分09秒87

2 503 森田 知美 東京都  　36分16秒06

3 502 米田 加奈 富山県  　38分26秒99

4 507 阿倍 みゆき 東京都  　42分41秒44

5 504 片桐 由賀 東京都  　44分51秒13北砂ﾒﾛﾝｿｰﾀﾞｽﾞ

6 506 綱川 さえ美 神奈川  　44分55秒31

7 505 伊藤 千恵子 神奈川  　50分56秒94はな
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(6)  3Km男子  総合成績

順位　　ゼッケン　

1 609 神田 尚 神奈川  　34分33秒01

2 608 金子 奏一朗 茨城県  　35分33秒37

3 625 松原 慶喜 静岡県  　36分12秒21F

4 601 大木 優太朗 神奈川  　36分32秒10

5 617 北川 晃一 東京都  　36分36秒42

6 616 伊東 英明 神奈川  　39分45秒22

7 607 松永 陽一 神奈川  　39分57秒29

8 619 永池 博之 東京都  　41分33秒70

9 624 萩原 嘉朋 福井県  　41分41秒25福井高校

10 623 高橋 宏郁 千葉県  　41分44秒51DAIWA☆OWS

11 621 迫 英光 千葉県  　42分07秒00じろちょう一家

12 606 宮戸 嵩志 神奈川  　42分51秒13

13 610 柘植 圭 岐阜県  　43分07秒00

14 620 久保田 直樹 東京都  　44分41秒44

15 614 奥住 義治 東京都  　50分22秒13うな勝

16 605 前橋 学 神奈川  　52分16秒00

17 622 綱川 佳邦 神奈川  　52分54秒96

OPN 603 有冨 弘朗 神奈川  　38分55秒63(招待)BACKUP RACING

OPN 604 木野 貢造 東京都  　41分26秒27(招待)AKIFACTORY TEAM

_ 602 安藤 良和 神奈川 棄 権

_ 611 入江 直 静岡県 棄 権

_ 613 原嶋 亮至 東京都 棄 権

_ 615 菅原 序 神奈川 棄 権

_ 618 小島 弘充 埼玉県 棄 権

_ 612 神林 淳 埼玉県 棄 権
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(7)  1Km女子  総合成績

順位　　ゼッケン　

1 704 別府 由香里 神奈川  　11分30秒21

2 702 福安 亜美 神奈川  　11分38秒99

3 703 黒川 絢音 東京都  　12分08秒32ぐりｰんすいまｰ

4 709 望月 綾乃 神奈川  　12分10秒18

5 701 渡辺 菜々子 神奈川  　12分31秒80

6 718 小比賀 玲 東京都  　12分53秒73

7 712 小原 三和 神奈川  　14分12秒03

8 705 佐藤 美里 神奈川  　14分34秒02

9 722 杉山 節子 東京都  　15分03秒43じろちょう一家

10 707 永井 江奈 東京都  　15分35秒67

11 706 志水 愛 神奈川  　16分20秒99

12 717 村上 和美 神奈川  　16分40秒74

13 723 川島 敏子 神奈川  　16分53秒61

14 708 Charm Teresa 東京都  　17分13秒41

15 721 杉山 京子 東京都  　17分38秒46にしこく水泳部

16 719 真上 典子 東京都  　18分10秒79にしこく水泳部

17 714 渡部 きよ美 東京都  　18分17秒72

18 710 野呂 くるみ 東京都  　18分27秒27

19 716 兼松 悦子 東京都  　18分32秒14にしこく水泳部

20 720 小林 寿恵子 東京都  　19分15秒12北砂ﾒﾛﾝｿｰﾀﾞｽﾞ

OPN 713 小笠原 裕代 神奈川  　12分37秒21(招待)

_ 715 三橋 真由美 神奈川 棄 権

_ 711 林 ゆいん 東京都 棄 権
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(8)  1Km男子  総合成績

順位　　ゼッケン　

1 811 古賀 武文 神奈川  　11分49秒74

2 809 長谷川 仁 千葉県  　11分59秒52team JUST

3 803 廣重 健太郎 東京都  　12分03秒42ぐりｰんすいまｰ

4 825 清水　裕也 神奈川  　12分19秒15

5 810 大洞 光知 神奈川  　12分22秒66DAIWA☆OWS

6 802 鶴園 淳樹 東京都  　12分33秒31ぐりｰんすいまｰ

7 815 福田 剛志 東京都  　12分40秒54CAB

8 813 竹内 鶴一 神奈川  　12分51秒66

9 804 藤生 寛平 東京都  　12分56秒89ぐりｰんすいまｰ

10 805 鎌田 滋 東京都  　13分03秒37ぐりｰんすいまｰ

11 801 左山 尚樹 東京都  　13分43秒70

12 819 丹羽 幹治 東京都  　14分30秒53にしこく水泳部

13 820 林 幸一 東京都  　15分07秒17にしこく水泳部

14 823 千葉 康弘 東京都  　15分42秒19

15 824 下田 雄大 千葉県  　16分37秒80

16 818 藤井 健嗣 大阪府  　16分47秒48

17 808 入江 洋司 東京都  　16分51秒18

18 806 深澤 陽一郎 神奈川  　17分03秒07

19 814 森 知之 東京都  　17分09秒41

20 822 国本 博好 東京都  　17分44秒55北砂ﾒﾛﾝｿｰﾀﾞｽﾞ

21 821 小森 彰 千葉県  　18分03秒85

22 817 宮崎 友孝 神奈川  　18分23秒20

23 816 伊藤 順一 神奈川  　19分05秒07

24 807 鈴木 健太郎 愛知県  　19分33秒48

_ 812 堀田 純一 千葉県 棄 権TEAMひとり
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(9)  ジュニア500m女子  総合成績

順位　　ゼッケン　

1 902 尾関 千洋 東京都  　06分29秒38ちいちゃんず

2 901 羽田 光里 東京都  　09分29秒24
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(10)  ジュニア500m男子  総合成績

順位　　ゼッケン　

1 1002 小笠原 兵庫 神奈川  　06分08秒98

2 1003 大木　陽儀  　07分37秒01

3 1001 岩本 邦彦 静岡県  　07分38秒70


