
2 1km1km 22 1kmNOWS静岡三保お茶OWS大会

女子 1km 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 102 古田 華子 愛知県  　19分38秒23

2 101 岩﨑 怜美 静岡県  　20分37秒32Ｍ･ＴＥＣ ＲＳＣ富士

3 106 清水 真智子 静岡県  　23分54秒20

4 233 北澄 千代美 静岡県  　23分56秒57Ｍ･ＴＥＣ ＲＳＣ富士

5 107 村上 延恵 東京都  　24分20秒40

6 110 池田 みち子 茨城県  　24分24秒90

7 108 伊藤 妙子 東京都  　25分28秒55

8 109 森 恵子 静岡県  　27分16秒06Ｍ･ＴＥＣ ＲＳＣ富士

9 113 中里 陽子 静岡県  　28分30秒06Ｍ･ＴＥＣ ＲＳＣ富士

10 112 岡 果 東京都  　29分49秒61

11 111 宮本 恵美子 静岡県  　33分17秒47Ｍ･ＴＥＣ ＲＳＣ富士

12 104 美和 優子 静岡県  　34分57秒78

_ 105 熊 淑恵 静岡県 棄 権

_ 103 上前田 茜 愛知県 棄 権ｴｽﾎﾟ



1 1km1km 11 1kmNOWS静岡三保お茶OWS大会

男子 1km 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 201 園川 創太 静岡県  　14分44秒53Ｍ･ＴＥＣ ＲＳＣ富士

2 205 細川 賢悟 静岡県  　14分59秒43Ｍ･ＴＥＣ ＲＳＣ富士

3 239 古里　亮二 長野県  　15分50秒98

4 209 鈴木 将孝 静岡県  　16分12秒46ﾙﾈｻﾝｽ 静岡

5 216 野末 幸洋 静岡県  　17分01秒17

6 217 大洞 光知 神奈川  　17分28秒61DAIWA☆OWS

7 222 鈴木 敦 静岡県  　17分55秒68海人くらぶ

8 214 稲垣 元博 東京都  　18分03秒09

9 223 金子 忍 東京都  　19分46秒57

10 230 高橋 宏郁 千葉県  　19分53秒28DAIWA☆OWS

11 215 堀田 剛 香川県  　20分10秒78

12 234 前田 敏博 静岡県  　20分12秒68

13 206 鵜飼 雄也 静岡県  　20分21秒25水ﾒﾝ

14 237 齋藤 昇 静岡県  　20分29秒59Ｍ･ＴＥＣ ＲＳＣ富士

15 228 芹澤 享 静岡県  　20分34秒13

16 241 玉田　尚也 静岡県  　21分36秒84

17 227 橋本 寿夫 埼玉県  　21分49秒17

18 225 山川 博雄 静岡県  　22分39秒45

19 204 柳澤 薫 静岡県  　22分52秒42

20 221 梅澤 淳 神奈川  　23分01秒99

21 236 奥田 譲治 千葉県  　23分04秒05

22 231 藤井 健嗣 大阪府  　23分11秒52

23 212 深田 俊郎 愛知県  　23分20秒00

24 240 増田　裕英 静岡県  　23分35秒08

25 232 加藤 浩一 千葉県  　24分17秒17

26 218 櫻井 正啓 茨城県  　24分41秒79Team The Lewis

27 220 鈴木 大輔 静岡県  　24分49秒65HYEG海ﾊﾟﾝ同好会

28 213 長谷川 稔洋 静岡県  　24分54秒64

29 229 長澤 吉訓 静岡県  　25分32秒01

30 210 高橋 佳照 静岡県  　25分34秒21



男子 1km 総合成績

31 211 両角 秀勝 愛知県  　26分20秒58NRC

32 219 犬丸 真一 愛知県  　26分27秒86

33 207 清田 康弘 静岡県  　27分48秒19

34 224 伊藤 喜章 静岡県  　28分38秒41HYEG海ﾊﾟﾝ同好会

35 238 池田 三郎 茨城県  　28分40秒96

36 226 三輪 友也 静岡県  　28分42秒65ｼ―ﾀﾞ―ｽﾞ

37 208 松村 涼太 静岡県  　29分51秒37

38 203 服部 陽一 静岡県  　30分09秒56

_ 235 本山 利明 栃木県 棄 権

_ 202 榛葉 友宏 栃木県 棄 権



2 2km2km 22 2kmNOWS静岡三保お茶OWS大会

女子 2km 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 301 遠藤 綾乃 静岡県  　30分45秒82Ｍ･ＴＥＣ ＲＳＣ富士

2 304 森田 知美 東京都  　32分11秒95

3 303 金井 香穂 静岡県  　37分05秒35

4 309 西川 さおり 静岡県  　37分23秒17

5 306 勝間田 周子 静岡県  　38分21秒04SPOり～な

6 305 石川 和子 静岡県  　41分30秒65

7 311 山本 奈津子 静岡県  　43分15秒63TGN

8 313 藤田 恭子 東京都  　44分09秒22

9 307 阿井 妃呂美 静岡県  　44分45秒68

10 314 上田 八千代 静岡県  　46分49秒00

11 312 大石 久美子 静岡県  　47分37秒92

12 308 菊地 美雅 静岡県  　49分51秒52

13 302 小田 望未 群馬県  　50分20秒50高崎水泳協会

_ 310 久保田 倫世 静岡県 途 中 棄 権



1 2km2km 11 2kmNOWS静岡三保お茶OWS大会

男子 2km 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 401 望月 佐夢 静岡県  　28分23秒26Ｍ･ＴＥＣ ＲＳＣ富士

2 406 中村 邦洋 静岡県  　30分44秒32

3 455 平沢 夏生 静岡県  　30分53秒95

4 403 星野 圭吾 愛知県  　31分05秒31

5 461 鈴木　友喜 神奈川  　31分13秒92

6 430 斎藤 史郎 京都府  　31分16秒24

7 416 鈴木 貴雄 静岡県  　32分40秒51サッポロ 水陸両用部

8 413 宮本 将弘 静岡県  　33分50秒57

9 422 新田 正広 神奈川  　33分52秒26

10 433 安本 光夫 埼玉県  　34分03秒06

11 418 鈴木 昭博 静岡県  　34分17秒38ﾊｲﾄﾞﾛﾊﾟﾜｰ

12 454 古川 忠宏 千葉県  　34分27秒31

13 459 平井　健吾 埼玉県  　34分47秒84

14 427 杉本 洋一 静岡県  　34分49秒73

15 408 古井 英行 静岡県  　36分15秒48

16 421 佐藤 政巳 神奈川  　36分17秒74ｾﾝﾄﾗﾙ武蔵小杉

17 438 池田 伸之 静岡県  　36分55秒64

18 415 赤堀 成昭 静岡県  　37分06秒38

19 419 川村 勇気 愛知県  　37分07秒43NRCﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

20 425 大木 謙 東京都  　37分10秒22

21 450 西本 宏 静岡県  　37分21秒10

22 409 山田 雄亮 静岡県  　38分48秒12

23 405 清野 雄司 静岡県  　39分49秒65

24 452 阿久津 広海 群馬県  　39分55秒26高崎水泳協会

25 431 鈴木 健司 静岡県  　40分20秒33HYEG海ﾊﾟﾝ同好会

26 432 高橋 智之 東京都  　40分24秒05

27 429 須藤 雄一郎 埼玉県  　40分56秒16

28 440 関 仁志 長野県  　41分15秒86

29 410 大石 裕之 愛知県  　42分01秒49

30 423 西江 雅博 愛知県  　42分03秒05



男子 2km 総合成績

31 441 柳澤 晋平 山梨県  　42分13秒05

32 411 吉田 勝彦 神奈川  　42分42秒90

33 426 高武 康介 東京都  　43分41秒02

34 449 横井 良昭 静岡県  　44分47秒88

35 424 松田 俊明 東京都  　45分07秒15

36 439 近藤 貴行 東京都  　46分27秒71

37 428 齋藤 誠一 神奈川  　47分01秒07ﾁｰﾑ智之

38 445 友成 昇 静岡県  　47分11秒44

39 435 新山 正人 千葉県  　47分31秒30

40 436 松井 道茂 静岡県  　48分15秒06

41 417 柴田 磨 静岡県  　48分24秒64

42 404 原澤 卓也 群馬県  　49分11秒22高崎水泳協会

43 460 鈴木　規仁 焼津市  　49分40秒24

44 447 中村 康司 静岡県  　50分09秒73

45 458 浅野　貴之 愛知県  　50分22秒75

46 420 石川 篤志 静岡県  　50分31秒80

47 443 宮本 保彦 静岡県  　53分39秒15

48 412 完山 暢 東京都  　55分13秒53

49 442 井口 毅彦 静岡県  　55分42秒25

50 414 大石 健 静岡県  　55分55秒04

51 407 森田 晃共 神奈川  　57分59秒57

52 437 福嶋 真理 埼玉県  　58分01秒65

53 453 菅野 洋 静岡県 1時間01分13秒14

OPN 457 小山 健斗 静岡県  　26分11秒83(招待選手)

OPN 456 中島 拓哉 静岡県  　28分55秒22(招待選手)

OPN 446 山本 康典 静岡県  　44分51秒07

OPN 444 森谷 聡 静岡県  　47分04秒93

OPN 448 澤瀬 勝宏 静岡県  　50分53秒84

_ 451 横山 睦夫 静岡県 途 中 棄 権

_ 434 合田 廉太郎 神奈川 棄 権

_ 402 森田 卓磨 愛知県 棄 権




