
NOWS福井たかすOWS大会

800m女子 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 109 森田 知美 東京都  　09分56秒71

2 110 藤岡 有佐子 東京都 SCSK  　10分22秒49

3 104 松山 幸恵 大阪府 星田ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ  　10分59秒68

4 118 鬼頭 賀子 愛知県  　12分12秒15

5 111 角和 麻衣子 神奈川  　12分46秒46

6 108 西宮 初江 大阪府 枚方SSﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾁｰﾑ  　13分17秒02

7 112 山本 佳織 福井県 そうごSC  　13分51秒29

8 102 谷田 裕佳 大阪府  　17分48秒30

9 115 吉山 尋子 富山県 ｱﾋﾟｱ  　17分58秒81

10 101 谷田 彩夏 大阪府  　18分18秒29

11 117 谷下 さちよ 福井県  　20分02秒51

12 106 北出 明日美 石川県  　20分53秒12

OPN 107 﨑本 智子 愛媛県 枚方SSﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾁｰﾑ  　09分31秒52

OPN 116 八田 好美 福井県 福井鉄人会  　16分37秒99

OPN 113 高田 里美 福井県 福井鉄人会  　18分59秒86

OPN 105 長瀬 亜衣 大阪府  　49分07秒78

_ 121 上田 周子 福井県 南越泳ごう会 棄 権

_ 120 井上 敏子 富山県 ｱﾋﾟｱ 棄 権

_ 103 向山 真未 富山県 棄 権

_ 114 宮本 千帆 福井県 南越泳ごう会 棄 権

_ 119 田中 美絵 福井県 南越泳ごう会 棄 権



NOWS福井たかすOWS大会

800m男子 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 211 西尾 祐靖 大阪府 枚方SS  　08分47秒13

2 209 立壁 涼虎 福井県  　08分58秒00

3 206 青山 勝征 福井県  　09分23秒66

4 204 平塚 一輝 大阪府 枚方SS  　09分25秒53

5 210 田中 虎太郎 福井県 そうごスイミングクラブ  　09分29秒96

6 226 岡崎 満 京都府  　09分35秒48

7 223 古里 亮二 長野県  　09分47秒92

8 208 坂根 森羅 大阪府 枚方SS  　09分49秒93

9 201 中尾 大地 大阪府 枚方SS  　10分00秒09

10 202 浅谷 健介 大阪府 枚方SS  　10分02秒65

11 218 佐藤 圭介 福井県  　10分05秒29

12 205 西尾 俊毅 大阪府 枚方SS  　10分30秒15

13 207 勝島 優凜 大阪府 枚方SS  　11分13秒70

14 222 築田 仁 大阪府 枚方SSﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾁｰﾑ  　11分18秒95

15 240 浜谷 拓海 福井県  　11分53秒59

16 225 小松 照幸 大阪府  　12分00秒96

17 241 小林　雅和  　12分14秒96

18 216 平泉 隆博 福井県 そうごSC  　13分25秒05

19 219 石塚　貴英 そうごSC  　14分01秒28

20 224 前田 健児 福井県  　14分21秒67

21 228 尾崎 晃 石川県  　14分48秒56

22 217 熊谷 貴成 千葉県  　15分01秒69

23 227 川地 崇文 福井県  　16分50秒66

24 237 古屋 雅章 福井県 そうごSC  　17分16秒21

25 213 川口 将陽 福井県  　17分29秒58

26 234 八田 嘉一郎 福井県 福井鉄人会  　17分40秒76

27 231 谷田 公宏 大阪府  　18分07秒86



800m男子 総合成績

28 232 飯塚　紀夫 福井県  　18分44秒45

29 230 向井 雅文 福井県  　20分04秒89

OPN 214 田村 篤識 福井県 FUT水泳部招待選手  　08分55秒85

OPN 215 上田 康平 福井県 FUT水泳部招待選手  　09分06秒80

OPN 221 栗原 正明 山梨県 招待選手  　10分56秒00

OPN 236 山田 幸造 京都府 ﾁｰﾑﾎﾟｯﾎﾟ  　17分09秒11

OPN 229 松村 勇一 福井県  　18分04秒02

OPN 235 谷下 純治 福井県  　27分07秒77

_ 233 多井 豊 愛知県 棄 権

_ 203 須崎 奨 大阪府 枚方SS 棄 権

_ 220 前田 智宏 福井県 FBC 棄 権

_ 239 三田村 邦彦 福井県 南越泳ごう会 棄 権

_ 238 福田 栄二 千葉県 棄 権

_ 212 大江 遥 福井県 棄 権



NOWS福井たかすOWS大会

3km女子 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 305 森田 知美 東京都  　19分37秒34

2 302 黒子 亜美 東京都 AGswimmers  　22分12秒35

3 307 新谷 望恵 福井県 そうごSC  　24分05秒41

4 312 岡田 裕美 福井県 福井鉄人会  　25分39秒98

5 306 太田 亜州加 岐阜県  　25分46秒06

6 310 吉田 喜久代 大阪府  　26分12秒32

7 311 古市 直子 大阪府  　30分00秒80

8 314 田辺 久美子 福井県  　30分58秒67

9 313 坪川 操 福井県 福井鉄人会  　37分24秒16

OPN 303 山口 綾乃 神奈川  　18分34秒89

OPN 304 﨑本 智子 愛媛県 枚方SSﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾁｰﾑ  　18分44秒64

OPN 308 山口 直美 福井県  　32分44秒10

OPN 309 須浪 優子 大阪府 TRI6WEST  　32分59秒59

_ 301 米田 加奈 富山県 棄 権



NOWS福井たかすOWS大会

3km男子 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 409 西尾 祐靖 大阪府 枚方SS  　18分10秒89

2 404 平塚 一輝 大阪府 枚方SS  　18分21秒55

3 423 岡崎 満 京都府  　18分38秒10

4 407 坂根 森羅 大阪府 枚方SS  　18分54秒72

5 401 中尾 大地 大阪府 枚方SS  　19分01秒95

6 426 下田 幸司 富山県  　19分11秒43

7 402 浅谷 健介 大阪府 枚方SS  　20分47秒48

8 406 勝島 優凜 大阪府 枚方SS  　21分22秒08

9 405 西尾 俊毅 大阪府 枚方SS  　21分24秒81

10 414 南條 成輝 石川県 ﾁｰﾑ金沢  　22分17秒16

11 433 伊藤 彰規 滋賀県  　22分26秒47

12 420 仙北屋 圭 石川県  　22分47秒56

13 413 小松 照幸 大阪府  　23分34秒09

14 435 加藤 弘恒 福井県  　23分37秒53

15 442 野小 正樹 石川県 ﾁｰﾑ金沢  　23分38秒95

16 419 仙石 暁生 埼玉県 ｻﾞﾊﾞｽ河童隊  　23分49秒02

17 430 樋川 明則 石川県  　24分24秒96

18 408 萩原 嘉朋 福井県  　24分53秒77

19 431 迫 英光 千葉県 じろちょう一家  　25分01秒86

20 445 藤原 健 兵庫県  　25分07秒22

21 427 太田 義人 岐阜県 福井鉄人会  　25分16秒09

22 451 佐藤 孝尚 東京都  　26分10秒07

23 418 北村 祐樹 愛知県  　26分13秒71

24 421 吉岡 和幸 三重県  　26分16秒31

25 436 曽田 尊也 大阪府 Mac緑地  　26分34秒15

26 434 竹安 義之 福井県 南越泳ごう会  　26分49秒98

27 416 亀井 茂人 石川県 ﾁｰﾑ新快速  　26分51秒36



3km男子 総合成績

28 415 五十嵐 和久 福井県  　26分52秒92

29 440 清水 二郎 東京都 じろちょう一家  　27分02秒09

30 447 豊岡 満男 京都府  　27分12秒79

31 450 中島 安興 富山県  　27分38秒02

32 428 八木 裕司 静岡県  　27分41秒06

33 412 朝日 健介 福井県  　27分55秒10

34 424 浦田 無倫 福井県  　29分57秒99

35 446 大島 文夫 大阪府 ｽﾀｯｼｭﾀﾎﾟｰﾄ  　30分09秒10

36 449 若狭 寿 大阪府  　30分15秒85

37 438 小澤 晃一 東京都  　30分28秒59

38 443 宮川 雅文 埼玉県  　31分36秒72

39 441 佐藤 信春 秋田県  　33分08秒20

40 437 多田 明広 富山県  　33分56秒67

41 422 浅井 浩 富山県  　34分22秒74

OPN 410 田村 篤識 福井県 FUT水泳部招待選手  　18分03秒20

OPN 417 安用寺 浩史 石川県  　25分54秒77

OPN 444 長田 正睦 石川県 ｴｲﾑ21  　25分58秒68

OPN 425 作田 雅樹 石川県 珠洲鉄人会  　27分30秒94

_ 452 岡田　敦也 石川県 棄 権

_ 448 大谷 信夫 福井県 そうごSC 棄 権

_ 439 吉村 博則 大阪府 棄 権

_ 403 須崎 奨 大阪府 枚方SS 棄 権

_ 429 玉井 智彦 岐阜県 棄 権

_ 411 古里 亮二 長野県 棄 権



2014 NOWS福井たかすOWS大会

(5) 1.5km×4 ﾋﾞｰﾁ駅伝　総合順位
順位　　　ゼッケン

510

ダークホース

田中 虎太郎 浜谷 拓海 萩原 嘉朋 立壁 涼虎

00:23:10.31

1  　23分10秒31

502

Perfect Boys

高橋 康二 中田 翔太 川口 将陽 大江 遥

00:25:09.19

2  　25分09秒19

505

福井鉄人会teamﾓﾘﾓﾘ

朝日 健介 太田 亜州加 太田 義人 加藤 弘恒

00:25:27.49

3  　25分27秒49

501

FUT剣道部

熊谷　泰一 渡辺　勇太 坂田　拓真 米山　航平

00:28:05.69

4  　28分05秒69

506

福井鉄人会teamﾆｺﾆｺ

高田 里美 八田 嘉一郎 岡田 裕美 朝日 健介

00:28:12.37

5  　28分12秒37

514

チーム金沢

野小　正樹 藤田　博志 長田　正睦 北出明日美

00:30:26.32

6  　30分26秒32

513

助っ人外国人　セペダ

伊藤 健雄 藤本 隼人 松見 知香 所 大智

00:31:59.78

7  　31分59秒78

507

木幸ｽﾎﾟｰﾂ B

崎本 智子 渋谷 幸恵 藤原 久美 古割 麗

00:32:01.41

8  　32分01秒41

508

福井鉄人会teamﾙﾝﾙﾝ

伊藤 克徳 丸山 仁恵 吉川 義幸 坪川 操

00:32:10.81

9  　32分10秒81

504

木幸ｽﾎﾟｰﾂ A

築田 仁 大谷 慎二 神原 貴成 向井 剛博

00:33:01.24

10  　33分01秒24

512

中央学院

松村 透 森木 瞳 前田 智宏 富田 大地

00:33:52.15

11  　33分52秒15

503

ふじこ

河上 征雄 吉田 雄貴 水谷 優斗 水嶋 昇平

00:34:19.43

12  　34分19秒43

511

すうぷ屋さん

西本 浄 黒川 貴世衣 黒田 青愛 宮崎 博典

00:37:31.49

13  　37分31秒49

509

鷹巣オールスターズ☆

栗原 正明 栗原 正明 栗原 正明 栗原 正明

00:22:53.38

OPN  　22分53秒38
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(6) 400m×４　総合順位
順位　　　ゼッケン

602

枚方SS B

平塚 一輝 勝島 優凜 坂根 森羅 西尾 祐靖

00:03:45.34 00:07:56.30 00:11:36.45 00:15:12.77

1
04:10.96 03:40.15 03:36.32

 　15分12秒77

601

枚方SS A

西尾 俊毅 中尾 大地 浅谷 健介 築田　仁

00:03:55.58 00:08:02.95 00:11:55.45 00:16:12.24

2
04:07.37 03:52.50 04:16.79

 　16分12秒24

603

ダークホース

立壁 涼虎 田中 虎太郎 萩原 嘉朋 青山 勝征

00:03:34.57 00:07:21.38 00:12:33.15 00:16:19.07

3
03:46.81 05:11.77 03:45.92

 　16分19秒07

605

きんちゃんｽﾞ

牧野 恵祐 牧野 祐美江 吉田 鑑 梅野 欣也

00:03:56.88 00:08:43.08 00:12:36.72 00:17:10.80

4
04:46.20 03:53.64 04:34.08

 　17分10秒80

614

OWS選抜@福井大学医学部

河合　信佳 清水　陽央 大道あすか 宮林　彩夏

00:04:38.77 00:10:05.26 00:14:43.57 00:19:21.55

5
05:26.49 04:38.31 04:37.98

 　19分21秒55

612

ﾁｰﾑ金沢

南條　成輝 藤田　博志 長田正睦 野小　正樹

00:04:16.90 00:09:39.94 00:15:22.97 00:20:35.57

6
05:23.04 05:43.03 05:12.60

 　20分35秒57

611

福井鉄人会Ａ

加藤 弘恒 太田 義人 岡田 裕美 太田 亜州加

00:04:45.03 00:09:50.08 00:15:25.65 00:21:05.19

7
05:05.05 05:35.57 05:39.54

 　21分05秒19

610

枚方ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

西宮 初江 有元 栄子 渋谷 幸恵 崎本 智子

00:05:15.94 00:11:59.29 00:18:15.74 00:22:21.79

8
06:43.35 06:16.45 04:06.05

 　22分21秒79

609

星田ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

松山 幸恵 藤原 久美 出口 仁司 向井 剛博

00:04:23.40 00:10:55.24 00:18:08.84 00:23:57.41

9
06:31.84 07:13.60 05:48.57

 　23分57秒41

607

ﾁｰﾑASMY

橋野 元人 辻 晋一 吉江 優 稲手 悠哉

00:04:51.50 00:11:05.21 00:15:17.83 00:24:11.94

10
06:13.71 04:12.62 08:54.11

 　24分11秒94

606

FUT水泳部招待選手

田村 篤識 藤岡 有佐子 野尻 奈央子 上田 康平

00:03:32.18 00:07:48.07 00:12:44.97 00:16:21.30

OPN
04:15.89 04:56.90 03:36.33

 　16分21秒30

608

招待選手

栗原 正明 山口 綾乃 森田 知美 八木 裕司

00:04:12.01 00:08:25.29 00:12:38.37 00:18:03.07

OPN
04:13.28 04:13.08 05:24.70

 　18分03秒07

613

福井鉄人会Ｂ

八田 好美 八田 嘉一郎 高田 里美 伊藤 克徳

00:07:01.00

_
05:13.00 :

途 中 棄 権

604

the strongest NSC

青木 茉奈 米田 加奈 永原 実莉 早川 洋子_ 棄 権


