
NOWS三浦スイカOWS大会

女子 2km 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 103 森田 知美 東京都  　21分27秒88

2 101 町田 あかり 神奈川  　22分58秒63

3 122 加藤 知子 東京都 BAR SWIM  　23分46秒12

4 133 船井 絹代 東京都  　25分13秒56

5 112 新出 亜希子 埼玉県  　26分11秒22

6 106 北島 明代 神奈川  　26分28秒66

7 123 西川 さおり 静岡県  　27分39秒78

8 121 小林 弘子 神奈川  　29分59秒94

9 137 山田 たまき 神奈川 初鰹  　30分01秒28

10 120 宗意 幸子 東京都 Team Dottama  　30分02秒47

11 125 山澤 純子 神奈川 湘南ﾏﾝﾀ  　30分17秒42

12 105 門原 公子 東京都  　31分00秒99

13 124 山崎 麗 東京都  　32分25秒25

14 117 上地 さり 神奈川  　32分36秒35

15 126 冨樫 美香子 神奈川  　33分08秒47

16 119 福林 洋美 東京都  　34分24秒63

17 128 吉永 牧子 東京都 Pop  　34分26秒93

18 118 阿井 妃呂美 静岡県  　34分34秒38

19 111 大野 彩 神奈川 ASY☆OWS  　43分32秒58

20 115 小野 貴子 東京都  　47分04秒73

OPN 114 角和 麻衣子 神奈川  　28分07秒78

OPN 108 宮森 祐巳子 神奈川  　38分46秒84

OPN 102 平山 寛子 東京都  　38分54秒07

OPN 127 近 美智子 東京都  　49分40秒59

OPN 135 黒羽 美登里 東京都 途 中 棄 権

_ 113 山本 ｷﾝﾊﾞﾘｰ 神奈川 J-Beat 途 中 棄 権

OPN 131 永井 久美子 東京都 途 中 棄 権

_ 104 百瀬 芙美子 東京都 棄 権

_ 132 片柳 陽子 東京都 棄 権

_ 107 高山 英恵 東京都 棄 権



女子 2km 総合成績

_ 110 斎藤 美香 東京都 棄 権

_ 130 黒田 裕子 東京都 棄 権

_ 116 逸見 孝子 東京都 美鈴商店 棄 権

_ 129 望月 晶子 東京都 棄 権

_ 109 佐々木 恵子 東京都 棄 権



NOWS三浦スイカOWS大会

男子 2km 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 207 鎌田 慎平 東京都 ﾕｲﾕｲ戦隊  　19分06秒82

2 201 野口 雪樹 神奈川 ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ Style1  　19分41秒67

3 257 西山 久泰 神奈川 ﾕｲﾕｲ戦隊ｵﾖｸﾞﾝｼﾞｬｰ  　21分48秒69

4 208 宮本 将弘 静岡県  　21分55秒18

5 218 内田 直人 東京都  　21分57秒77

6 250 山口 裕文 神奈川  　22分02秒85

7 249 江崎 幸三 神奈川 ゆいゆい戦隊ｵﾖｸﾞﾝｼｬｰ  　22分22秒85

8 227 四ｯ柳 雄太 埼玉県 開泳会  　22分50秒34

9 204 森岡 博文 東京都  　23分05秒22

10 219 脇丸 尚徳 東京都 ｵｰｼｬﾝﾅﾋﾞ  　23分06秒92

11 205 市川 武 神奈川  　23分20秒79

12 310 藤木 雅己 神奈川  　24分23秒94

13 253 阪田 光保 埼玉県 Team Dottama  　25分09秒37

14 268 宇野 立也 神奈川  　25分33秒35

15 261 山澤 浩司 神奈川 湘南ﾏﾝﾀ  　25分51秒40

16 217 出口 由和 神奈川  　26分16秒30

17 223 佐藤 博之 東京都  　26分19秒57

18 245 仁科 誠 神奈川  　26分36秒61

19 317 宮城 直樹 東京都  　26分40秒84

20 316 西本 宏 静岡県  　26分51秒75

21 305 加藤 俊樹 神奈川  　27分48秒53

22 212 松本 晋也 神奈川 ｻｼﾞﾀﾘｳｽ  　27分57秒16

23 203 三浦 修平 神奈川  　27分59秒24

24 291 松本 秀二 神奈川 ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ  　28分34秒01

25 213 里見 憲一 東京都 北砂ﾒﾛﾝｿｰﾀﾞｽﾞ  　28分58秒88

26 286 田村 源大 神奈川  　29分02秒86

27 319 小出 隆一 神奈川 青函連絡船  　29分07秒15

28 252 桑原 準 東京都  　29分12秒05

29 303 古舘 克明 東京都 MTC  　29分52秒69

30 267 赤羽 弘明 東京都 TEAM 100Ath (ひゃくあす)  　29分56秒06



男子 2km 総合成績

31 214 山下 毅 東京都  　30分19秒03

32 225 大谷 正行 神奈川  　30分21秒70

33 313 横井 良昭 静岡県  　31分39秒53

34 299 管波 雅彦 東京都  　31分48秒87

35 307 藤澤 清志spentry 東京都 北砂ﾒﾛﾝｿｰﾀﾞｽﾞ  　32分04秒95

36 314 内田 勝秀 茨城県  　32分15秒39

37 266 佐藤 慎治 神奈川  　32分45秒71

38 283 五十嵐　匠 東京都  　33分09秒76

39 243 外山 裕 東京都  　33分18秒83

40 235 櫻井 正啓 茨城県 Team The Lewis  　33分20秒68

41 281 吉村 博則 大阪府  　33分22秒10

42 254 白谷 智之 東京都  　33分22秒81

43 295 栗原 昭夫 埼玉県  　34分07秒46

44 260 蔡 洋 東京都  　34分09秒55

45 312 鶴見 聰 東京都  　34分16秒42

46 289 太田 成徳 茨城県 ｼﾞｬﾊﾟﾝｴｺｰｻｰﾋﾞｽ  　34分33秒15

47 273 鬼鞍  肇 東京都 JBEAT  　34分36秒84

48 297 田中 貴徳 神奈川 ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ  　34分49秒38

49 221 赤川 玄樹 神奈川  　35分10秒14

50 290 池田 順一 東京都 青山双輪会  　35分16秒20

51 262 植村  毅 東京都  　35分20秒41

52 315 池崎 暢弥 東京都 ﾁｰﾑｺﾛ  　35分24秒05

53 247 小林 栄治 東京都 北砂ﾒﾛﾝｿｰﾀﾞｽﾞ  　35分58秒88

54 232 山下 武史 神奈川  　36分14秒21

55 300 小西 充 神奈川  　36分24秒65

56 230 松浦 裕幸 神奈川 ASY☆OWS  　36分50秒18

57 321 原田 譲 神奈川  　37分09秒98

58 277 福嶋 真理 埼玉県  　37分18秒92

59 255 村田 幸紀 愛知県  　37分32秒37

60 274 小野寺 勲 東京都 First Penguin  　38分13秒57

61 320 山田 貢 神奈川 初鰹  　38分45秒62

62 209 中島 真平 東京都 ﾅｶｼﾞﾏﾝｽﾞ  　39分04秒20

63 287 井上 博之 神奈川 ｱﾔﾄＴＳ  　40分19秒84



男子 2km 総合成績

64 233 福成 洋 東京都 お台場AC  　40分35秒00

65 236 峰 祐司 東京都  　41分07秒77

66 206 島田 幸世 東京都  　41分11秒56

67 306 北澤 良光 東京都  　42分46秒98

68 322 有冨　健太郎  　46分00秒49

OPN 284 Paton James 東京都  　23分18秒90

OPN 276 飯塚 幸造 東京都  　25分31秒97

OPN 285 大津 伸一 神奈川  　30分15秒43

OPN 228 善積 良至 東京都 MTC  　30分08秒32

OPN 296 浅野 潔 神奈川  　33分14秒25

OPN 263 武内 祐二 神奈川 Tippers  　33分26秒57

OPN 302 伊藤 健治 神奈川  　33分48秒96

OPN 264 柴谷 淑夫 東京都  　34分40秒61

OPN 237 波多野 仁志 東京都 ﾋﾞｰｽﾀｲﾙ  　34分51秒31

OPN 294 茨田 二三夫 千葉県  　35分06秒75

OPN 280 高橋 久晴 東京都 Venga! Venga!  　35分27秒54

OPN 240 篠田 悟 東京都 ★丸の内ＡＣ★  　35分04秒00

OPN 202 植原 正太郎 東京都  　35分21秒14

OPN 215 中野 陽介 東京都  　35分45秒77

OPN 242 小針 一浩 東京都 Xcrew  　36分02秒73

OPN 244 堀 哲昭 東京都  　36分09秒92

OPN 292 宮本 保彦 静岡県  　37分03秒82

OPN 275 梶原 隆徳 千葉県  　37分20秒54

OPN 282 須藤 永力 埼玉県  　40分19秒26

OPN 301 工藤 哉 神奈川 横浜西消防団  　40分22秒79

OPN 298 朝川 正憲 神奈川 ☆ＭＡＣ☆  　42分32秒94

OPN 239 福地 洋二郎 東京都 途 中 棄 権

_ 279 江野 史人 東京都 棄 権

_ 258 中嶋 学 埼玉県 MTT 棄 権

_ 308 水野 康則 神奈川 棄 権

_ 309 志賀 祐史 神奈川 棄 権

_ 311 大島 昇 埼玉県 OECC 途 中 棄 権

_ 211 武方 一馬 神奈川 棄 権



男子 2km 総合成績

_ 210 一番ヶ瀬 次郎 東京都 棄 権

_ 238 小野 博之 神奈川 棄 権

_ 265 田中 千春 東京都 棄 権

_ 304 今井 一則 東京都 MTC 棄 権

_ 269 今村 朋裕 東京都 棄 権

_ 318 阿久津 広海 群馬県 高崎水泳協会 棄 権

_ 270 小林 俊洋 埼玉県 棄 権

_ 271 岩原 将文 東京都 棄 権

_ 272 天野 宏宣 埼玉県 棄 権

_ 259 武藤 毅 千葉県 棄 権

_ 224 渋谷 雄太 神奈川 棄 権

_ 231 尾関 高志 東京都 棄 権

_ 278 田中 豊 東京都 ｱｸﾗﾌﾞ 棄 権

_ 229 高田 雄司 埼玉県 棄 権

_ 241 植田 倫臣 東京都 MTC 棄 権

_ 246 立花 毅 東京都 棄 権

_ 216 碓井 祐吉 東京都 棄 権

_ 248 樋口 清美 福島県 ＯＬＹＭＰＵＳ 棄 権

_ 256 宮崎 哲也 東京都 XCrew 棄 権

_ 293 高木 徳昭 神奈川 棄 権

_ 222 吉田 丈士 東京都 棄 権

_ 251 奥野 晃司 東京都 棄 権

_ 220 北川 剛史 東京都 棄 権

_ 288 叶 達也 東京都 棄 権

_ 234 船木 静一 東京都 棄 権

_ 226 奥村 直樹 東京都 棄 権



NOWS三浦スイカOWS大会

女子 1km 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 411 森田 知美 東京都  　12分32秒75

2 403 別府 由香里 東京都  　12分43秒85

3 406 宮杉 理紗 神奈川 Team Bon Fire  　12分55秒22

4 401 町田 あゆみ 神奈川  　14分33秒07

5 404 永澤 晴美 東京都  　14分37秒51

6 410 満田 明日香 神奈川  　16分06秒62

7 402 梶原 古都 東京都 OVER1500  　17分12秒63

8 415 小崎 文 神奈川  　17分45秒40

9 424 石井 有里 富山県  　17分51秒95

10 425 塩澤 久美江 東京都 ｵｰｼｬﾝﾅﾋﾞ  　17分53秒42

11 432 森山 千鶴 東京都  　17分55秒37

12 413 越智 博美 埼玉県  　18分00秒04

13 405 小川 侑紀 神奈川  　18分01秒07

14 426 亀山 めぐみ 埼玉県  　18分13秒07

15 416 植草 律子 東京都  　18分22秒15

16 439 光里 美千代 富山県  　18分30秒68

17 436 滝沢 恵子 東京都  　18分36秒52

18 134 国分 礼子 東京都  　18分43秒40

19 435 福田 千加子 東京都 TD東久留米  　18分44秒42

20 409 佐藤 加奈子 東京都  　18分47秒61

21 136 小川 江津子 富山県  　18分49秒84

22 418 新倉 綾 東京都  　18分51秒06

23 434 今井 浩子 神奈川  　19分14秒23

24 441 松岡 裕子 東京都  　19分15秒83

25 442 佐野 則子 千葉県 ﾊﾟﾙ浦安  　19分17秒72

26 438 高見澤 かおり 神奈川  　19分30秒32

27 422 土井 真由美 神奈川  　20分26秒84

28 412 鍛治 三和子 東京都  　21分05秒60

29 421 穐村 ﾕﾘ子 東京都 ﾁｪﾘｰ組  　21分45秒57

30 444 橋本 みどり 神奈川  　23分44秒30



女子 1km 総合成績

31 431 三澤 知恵子 東京都  　25分34秒82

32 446 小川 ﾊﾙ子 千葉県 ﾊﾟﾙ浦安  　25分59秒64

33 428 宮島 まり 埼玉県  　29分51秒33

34 419 沖 可奈 埼玉県  　32分15秒63

OPN 423 松井 亜希子 東京都  　18分28秒37

OPN 420 墨 さち枝 東京都  　19分56秒29

OPN 437 中村 万里 東京都 TD東久留米  　20分35秒96

OPN 443 高橋 幸紀枝 千葉県  　22分41秒59

OPN 429 鈴木 さおり 東京都  　25分38秒13

OPN 440 河北 恵美 東京都  　27分02秒44

_ 430 門馬 弘子 東京都 棄 権

_ 445 星野 ひとね 東京都 棄 権

_ 433 真上 典子 東京都 にしこく水泳部 棄 権

_ 408 日比野 宜子 神奈川 棄 権

_ 427 新井 孝子 千葉県 ﾊﾟﾙﾗﾏﾊﾞｳﾚ 棄 権

_ 414 高橋 翠 東京都 棄 権

_ 417 高木 諭子 東京都 棄 権

_ 407 永井 江奈 東京都 棄 権



NOWS三浦スイカOWS大会

男子 1km 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 501 野口 雪樹 神奈川 Style1  　11分11秒66

2 502 真壁 弘典 東京都  　12分58秒51

3 555 藤吉 晃士朗 千葉県  　13分06秒49

4 518 大久保 亮 神奈川  　13分21秒51

5 507 長田 和也 東京都 Swim Over 1500  　13分38秒11

6 503 谷口 雄哉 千葉県 Swim Over 1500  　14分17秒95

7 513 淡路 俊介 東京都  　14分27秒14

8 528 矢嶋 元 埼玉県  　14分48秒16

9 578 芳賀 俊夫 神奈川  　14分57秒48

10 551 溝口 隆郎 神奈川 ｱｽﾘｴ  　15分21秒64

11 504 佐山 尚樹 東京都 じろちょう一家  　15分22秒90

12 559 奥寺 康司 神奈川  　15分27秒87

13 563 迫 英光 千葉県 じろちょう一家  　15分31秒87

14 547 白鳥 孝一 東京都 ﾁｰﾑいしだお  　15分36秒02

15 524 山名 一平 東京都 team hamazo  　15分53秒02

16 516 松倉 友樹 東京都  　15分54秒21

17 534 細谷 憲司 東京都  　16分07秒76

18 558 山崎 尋士 東京都  　16分13秒09

19 566 高島 誠 東京都  　16分14秒99

20 506 山中 米明 千葉県  　16分23秒39

21 609 前田 敏博 静岡県  　16分26秒18

22 604 丹羽 幹治 東京都 にしこく水泳部  　16分30秒88

23 545 高橋 壮之 東京都 Team HAMAZO  　16分37秒07

24 573 高岡 亮 神奈川  　16分39秒45

25 579 綱島 浩一 神奈川 恵比寿ﾊﾟﾆｰﾆｰｽﾞ  　16分42秒72

26 546 佐藤 健一 神奈川 くまBears  　17分06秒06

27 542 山崎 嘉久 東京都 Team HAMAZO  　17分10秒96

28 536 松田 俊明 東京都  　17分14秒54

29 549 西田 聡 東京都 Team HAMAZO  　17分23秒81

30 616 山崎 高志 千葉県  　17分31秒52



男子 1km 総合成績

31 527 小谷 亮太 東京都  　17分36秒04

32 603 佐藤 政人 神奈川  　17分38秒59

33 586 瀬川 勝 埼玉県 ＮＡＳ武蔵浦和  　17分42秒23

34 572 塚本 英貴 千葉県  　17分49秒72

35 568 川西 明洋 福島県  　17分51秒12

36 596 幾田 旬 東京都  　17分58秒72

37 575 奥山 則幸 東京都 海洋哺乳類研究会  　18分04秒09

38 526 佐野 亮 神奈川 C-COM水泳部  　18分05秒80

39 587 橘 昭夫 東京都 TI ｵｰｼｬﾝｽﾞ  　18分17秒39

40 525 木村 信太郎 神奈川  　18分25秒76

41 589 清水 二郎 東京都 じろちょう一家  　18分26秒43

42 583 金子 孝徳 東京都  　18分28秒73

43 567 青木 高志 神奈川  　18分39秒18

44 564 庄司 貢一郎 東京都  　18分44秒95

45 582 矢竹 敏明 東京都 北砂ﾒﾛﾝｿｰﾀﾞｰｽﾞ  　18分58秒11

46 608 熊野 裕章 埼玉県  　19分09秒89

47 600 藤井 健嗣 大阪府  　19分18秒39

48 591 小川 順一 埼玉県  　19分20秒62

49 569 堀内 幹郎 東京都  　19分21秒83

50 611 奥田 譲治 千葉県  　19分26秒54

51 570 栗本 光章 大阪府  　19分54秒35

52 580 新山 正人 千葉県  　20分12秒89

53 597 金盛 靖昌 神奈川 ｶﾞﾅﾄﾞｰﾚｽ  　20分31秒31

54 612 三田 信二 東京都 Fiest Penguin  　20分36秒64

55 539 鈴木 浩蔵 東京都  　20分52秒41

56 574 伯田 整一 東京都 汐留水泳部  　20分53秒47

57 550 中戸川 明 神奈川  　21分00秒84

58 607 長谷川 純一 神奈川  　21分02秒82

59 577 松村 佳昭 東京都  　21分05秒35

60 510 大貫 清人 東京都 汐留水泳部  　21分09秒16

61 561 細井 武志 東京都  　21分11秒74

62 588 錦田 繁 神奈川  　21分14秒72

63 613 池田 勝久 東京都  　21分24秒30



男子 1km 総合成績

64 544 穐村 英治 東京都 Monster Triathlon Club  　21分31秒71

65 610 石川 一郎 神奈川  　21分50秒80

66 576 塚田 二朗 東京都  　22分58秒78

67 615 豊留 満 千葉県 ｳｰｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  　23分21秒13

68 562 上田 康正 東京都 汐留水泳部  　23分40秒74

69 601 河合 隆 神奈川  　25分03秒78

70 540 大岸 健治 東京都  　25分18秒20

71 512 里見 義郎 神奈川  　25分26秒23

72 598 小野 剛 千葉県  　28分46秒38

73 519 佐々木 俊二 東京都  　29分35秒47

74 571 山口 達雄 東京都  　31分25秒21

OPN 520 佐藤 俊 東京都 桃山商事  　15分37秒26

OPN 599 福島 誠 神奈川 ﾚｲﾝﾎﾞｰｽｲﾑ  　16分55秒21

OPN 522 長坂 秋人 東京都  　16分19秒38

OPN 532 園延 昌志 東京都  　16分52秒47

OPN 529 ﾁｬﾄﾞ ﾊｯｸ 神奈川  　17分13秒02

OPN 514 金山 雄飛 神奈川  　17分15秒63

OPN 595 西山 義彦 神奈川  　18分05秒95

OPN 530 鯉渕 健太郎 東京都  　18分23秒90

OPN 515 高橋 竜馬 神奈川 ﾃﾝﾏﾔ  　18分49秒74

OPN 585 古畑 裕之 東京都  　19分31秒39

OPN 605 沢田 正利 千葉県  　19分43秒65

OPN 606 川崎 哲哉 神奈川 team@m  　19分48秒39

OPN 594 石倉 賢一 神奈川  　21分16秒92

OPN 590 旭 正光 神奈川 T－ZWORKS  　21分37秒00

OPN 565 笠原 亨介 神奈川  　22分37秒32

OPN 581 佐伯 重和 東京都  　23分11秒68

OPN 523 板橋 力 東京都  　26分18秒71

OPN 617 杉沢　晃人  　30分22秒76

_ 552 江倉 勢人 東京都 棄 権

_ 511 岩丸 泰之 東京都 棄 権

_ 553 新楽 羊三 神奈川 棄 権

_ 509 安藤 良和 神奈川 棄 権



男子 1km 総合成績

_ 508 岩田 聡史 東京都 棄 権

_ 556 井上 裕敬 埼玉県 棄 権

_ 505 木野村 和人 東京都 Swim Over 1500 棄 権

_ 614 相原 美津男 神奈川 ｱｽﾋﾞｭｰﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ 棄 権

_ 557 向笠 征裕 東京都 棄 権

_ 602 阿部 拓 神奈川 棄 権

_ 554 蛭子 直和 東京都 棄 権

_ 560 平木 裕司 埼玉県 渋谷朝練習倶楽部 棄 権

_ 593 山口 哲生 東京都 ｵﾀﾞｯｸｽ埼玉 棄 権

_ 531 尾関 高志 東京都 棄 権

_ 548 小島 弘充 埼玉県 棄 権

_ 535 酒井 宏昌 千葉県 Swim SAILOR 棄 権

_ 521 家頭 恵 千葉県 棄 権

_ 543 住吉 俊亮 神奈川 NOSAI神奈川 棄 権

_ 592 谷林 正行 神奈川 棄 権

_ 541 奥住 義治 東京都 うな勝 棄 権

_ 584 小西 博士 千葉県 棄 権

_ 538 神林 淳 埼玉県 棄 権

_ 537 下村 康一 神奈川 棄 権

_ 533 高良 龍太郎 千葉県 棄 権

_ 517 中山 周一郎 東京都 棄 権
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6(5) 300m×4ﾘﾚｰ　総合順位
順位　　　ゼッケン

702

OVER1500

郡 恵樹 内堀 紘美 長田 和也 真壁　弘典

00:05:45.50 00:13:25.60 00:19:41.04 00:25:47.15

1
07:40.10 06:15.44 06:06.11

 　25分47秒15

729

チーム生ビール

尾崎　秀一 森田　知美 宮本　将弘 杉沢　毅志

00:07:20.31 00:13:18.76 00:19:12.05 00:26:05.61

2
05:58.45 05:53.29 06:53.56

 　26分05秒61

703

さんぴんくらぶＹ

長門 祐太 高倉 和恵 阿部 智幸 福田 千鶴

00:06:22.98 00:13:24.17 00:20:32.10 00:26:22.32

3
07:01.19 07:07.93 05:50.22

 　26分22秒32

708

TEAM NAMI

齋藤 瑛 鈴木 隆彦 八木 博敬 藤井 慎太郎

00:05:34.20 00:13:44.49 00:20:44.77 00:27:12.98

4
08:10.29 07:00.28 06:28.21

 　27分12秒98

705

TMG

伊奈 慶太 吉井 一志 佐藤 友紀 仁平 智樹

00:05:21.66 00:12:04.26 00:18:38.36 00:27:21.28

5
06:42.60 06:34.10 08:42.92

 　27分21秒28

716

team JUST

長谷川 仁 真々田 泰弘 井上 宏之 竹田 正樹

00:05:51.41 00:13:08.04 00:20:09.00 00:27:47.94

6
07:16.63 07:00.96 07:38.94

 　27分47秒94

725

ｾﾝﾄﾗﾙ大倉山 うさぎﾁｰﾑ

高橋 利行 菅原 幸 糸賀 加菜子 杉岡 立也

00:08:10.69 00:15:02.69 00:22:17.30 00:28:39.73

7
06:52.00 07:14.61 06:22.43

 　28分39秒73

706

さんぴんくらぶＷ

佐藤 英成 藤原 亮太 佐々木 裕介 鈴木 渉

00:06:53.84 00:13:47.37 00:20:18.82 00:28:40.74

8
06:53.53 06:31.45 08:21.92

 　28分40秒74

704

さんぴんくらぶX

佐藤 清一朗 尾崎 みその 石塚 弘之 森山 桂

00:06:20.22 00:13:36.31 00:20:45.60 00:28:45.90

9
07:16.09 07:09.29 08:00.30

 　28分45秒90

728

チームハマゾー

山名　一平 蕪木　智裕 山崎　嘉久 西田　聡

00:06:51.06 00:14:17.26 00:22:18.54 00:29:59.90

10
07:26.20 08:01.28 07:41.36

 　29分59秒90

719

LUMINA東新宿

山崎 尋士 松井 亜希子 庄司 貢一郎 松倉 友樹

00:07:25.59 00:16:22.99 00:25:19.20 00:31:30.15

11
08:57.40 08:56.21 06:10.95

 　31分30秒15

727

TEAM 100Ath(ひゃくあす)

戸口 雅之 高橋 宏彰 細川 一樹 赤羽 弘明

00:08:26.20 00:16:58.03 00:25:33.20 00:32:57.52

12
08:31.83 08:35.17 07:24.32

 　32分57秒52

724

LUMINA恵比寿2

笠原 亨介 栗本 光章 古畑 裕之 James Paton

00:09:41.89 00:19:33.00 00:28:19.91 00:33:30.03

13
09:51.11 08:46.91 05:10.12

 　33分30秒03

726

田町会

北澤 良光 土井 真由美 山崎 麗 新出 亜希子

00:11:17.71 00:20:58.40 00:28:43.81 00:34:34.25

14
09:40.69 07:45.41 05:50.44

 　34分34秒25

720

KEIKYU

土田 保 富田 孝之 先崎 威人 前島 秀平

00:08:31.74 00:17:39.99 00:27:31.01 00:35:32.21

15
09:08.25 09:51.02 08:01.20

 　35分32秒21

712

ﾁｰﾑいしだおA

白鳥　孝一 川名　英雄 遠藤　祐輔 小野寺 優子

00:06:57.08 00:15:54.27 00:25:23.56 00:35:32.98

16
08:57.19 09:29.29 10:09.42

 　35分32秒98

701

さんぴんくらぶＺ

松井 佳菜絵 松本 有加 古賀 千恵 山根 諒子

00:07:24.43 00:16:14.04 00:26:20.18 00:35:42.69

17
08:49.61 10:06.14 09:22.51

 　35分42秒69



6(5) 300m×4ﾘﾚｰ　総合順位
順位　　　ゼッケン

717

Team Bon Fire

綱島 浩一 高尾 幸子 Michael Bond 宮杉 理紗

00:07:51.63 00:16:26.55 00:30:27.25 00:36:11.70

18
08:34.92 14:00.70 05:44.45

 　36分11秒70

718

LUMINA朝ｽｲﾑ3

佐藤 加奈子 山森 ｹﾝ 穐村 ﾕﾘ子 園延 昌志

00:08:05.45 00:19:56.22 00:29:35.54 00:37:08.63

19
11:50.77 09:39.32 07:33.09

 　37分08秒63

721

ﾁｰﾑ ﾅﾐ

坂口 友宏 有薗 桂子 梅原 篤子 松浦 義久

00:09:06.44 00:21:25.58 00:29:45.08 00:37:41.17

20
12:19.14 08:19.50 07:56.09

 　37分41秒17

722

LUMINA恵比寿

佐伯 重和 河北 恵美 穐村 英治 小谷 亮太

00:09:40.58 00:21:32.58 00:30:54.21 00:38:36.39

21
11:52.00 09:21.63 07:42.18

 　38分36秒39

710

ﾊｯｽﾙﾏｯｽﾙ

半田 大明 吉川 裕 逸見 明博 久保田 慶

00:11:46.49 00:18:41.54 00:31:25.17 00:39:56.62

22
06:55.05 12:43.63 08:31.45

 　39分56秒62

709

HAMAGURI

鈴木 拓也 家子 秀樹 佐藤 祐哉 大井 浩一郎

00:13:51.37 00:25:31.03 00:33:25.30 00:40:03.16

23
11:39.66 07:54.27 06:37.86

 　40分03秒16

711

チームDNS

横山 和哉 岩出 佳廉 外山 弘幸 木村 秀光

00:10:26.85 00:20:52.08 00:33:02.63 00:42:02.60

24
10:25.23 12:10.55 08:59.97

 　42分02秒60

715

いしだお

浜地　太郎 RENO JAMES 大弓　拡 清水　章人

00:07:09.84 00:16:28.40 00:32:24.05 00:42:21.42

25
09:18.56 15:55.65 09:57.37

 　42分21秒42

713

Goldwin

大内　龍平 澤田 吉宏 池田　浩日 田中　智樹

00:06:27.59

_
:.

途 中 棄 権

714

C-COM水泳部

黒瀬 清志 能勢 絵美里 大橋 賢二 滝澤 諒_ 途 中 棄 権

707

MBﾎﾟｾｲﾄﾞﾝ

平野 峻 岩田 政仁 加藤 宗衛 中前 薫_
:

棄 権

723

千葉ﾐﾗｸﾙ

三原 一乗 木島 恒 秦 由加子 澤和 信二_ 棄 権

726

田町会

北澤ヨシミツ 土井まゆみ おち　ひろみ 新出あきこ_
:.00

棄 権


